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はしがき
東洋大学国際共生社会研究センター長
北脇 秀敏
東洋大学国際共生社会研究センター（以下「センター」）は、平成 13 年度に文部科学省
の私立大学学術研究高度化推進事業であるオープン・リサーチ・センター整備事業のスキー
ムで東洋大学大学院国際地域学研究科に設置され、20 年度まで 8 年間にわたって活動を行
ってきました。21 年度は同事業の実施期間終了に伴い一時活動を休止していましたが、22
年度からセンターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支援事業として採択
され 26 年度まで実施して参りました。さらに、27 年度からは、センターのこれまでの知見
や経験を活かし拠点形成を拡大させていく活動計画が再採択され、令和２年３月まで実施
して参りました。
センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにおける地域に根ざしたグローバル化時
代の国際貢献手法の開発」のもと「研究拠点を形成する研究」の観点からアジア諸国を中心
とする国内外の研究拠点の形成と連携とに重点を置いた活動を行ってきました。さらに途
上国協力において持続可能な開発目標（SDGs)の実施に向けた国際貢献のあり方に関する研
究と実践とを行うことを目標として参りました。研究対象地域も従来から活動してきたア
ジア地域にアフリカ地域も加え、グローバル化時代に即した内発的発展を社会インフラの
充実を通して実現する普遍的手法の開発を行ってきました。
さらに 2019 年度～2021 年度は東洋大学独自の補助事業である「東洋大学重点研究推進プ
ログラム（以下重点研究）
」による支援を得て「開発途上国における生活環境改善による人
間の安全保障の実現に関する研究」をテーマとして持続可能な開発目標（Sustainable
Development Goals: SDGs）の実現への貢献を目指して活動しています。センターの活動拠点
も 2001～2008 年度が板倉キャンパス、2008～2012 年度白山第二キャンパス、2013 年度から
白山キャンパスと移り変わりました。このように目まぐるしく活動スキームと拠点とを変
えて活動を行って来たセンターですが、2020 年度からは予算を重点研究に一本化し、大学
のブランド力向上に寄与するための研究を行うことになります。センターの設立以来の活
動は和文・英文で発行されるニュースレターで報告を行って来ましたが、本号は和文第 50
号という大きな区切りを迎えたことになります。
さて、言うまでもなく来たる 2020 年は東京オリンピック・パラリンピック競技大会（東
京 2020 大会）が開催される年です。国家プロジェクトである東京 2020 大会を終えた後、次
に目指すべき目標はなんでしょうか。大きな目標に向けての計画は Decade（10 年間）の単
位で策定されることが多いのですが、大会の 10 年後の 2030 年は奇しくも SDGs の目標年
次です。すなわち次の 10 年は、SDGs の実現に向けての期間だと行っても過言ではないで

しょう。実際，多くの公共団体や大学では、すでに SDGs の実現のためのプロジェクトを前
面に出しています。SDGs を目指して日本中が舵を切る中、東洋本学でも SDGs の実現を目
指すセンターのプロジェクトが大学の「重点研究」に採択されました。
東洋大学国際共生社会研究センターでは、SDGs に関する多くの研究・教育を行ってきて
いますが、センターはその活動をサポートする存在としても機能したいと考えています。そ
のため、プロジェクトには TOYO SDGs Global 2020-2030-2037 というサブタイトルを付しま
した。これは東京 2020 大会をスタート地点とし、SDGs の目標年次の 2030 年を折り返し地
点、大学創立 150 周年となる 2037 年を当面のゴールと見立てて行う壮大なレースとも言え
ます。今後、センターの活動が東洋大学の SDGs 推進の突破口となり、大学全体で未来に向
かって進めるよう努力したいと考えています。
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Ⅰ．設立主旨と研究総括

「これまでの成果と今後の展望」
東洋大学国際共生社会研究センター
センター長 北脇 秀敏
1. センターの経緯
東洋大学国際共生社会研究センターは、文部科学省の私立大学学術研究高度
化推進事業であるオープン・リサーチ・センター整備事業として平成 13 年度に
当初 5 年間の予定で国際地域学研究科に設置された。その 5 年間に開発途上国
（タイ、バングラデシュ、東ティモール、ベトナム、カンボジア、フィリピン、
ウズベキスタン、中華人民共和国内モンゴル自治区等）や日本国内各地のフィー
ルドにおける調査研究、ニュースレターの発行による情報発信、公開講座や海外
の著名人を招いての国際シンポジウムの開催、研究員の分担執筆による書籍の
発行など多角的な研究活動を続けて来た。平成 18 年度から活動継続が同省より
認可された。平成 22 年度からセンターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略
的基盤形成支援事業として採択され 26 年度まで実施してきた。平成 27 年度か
らは、センターのこれまでの知見や経験を活かし拠点形成を拡大させていく活
動計画が再採択され、さらに 5 年間の予定で新たに始動した。以下、便宜的に平
成 13 年度～17 年度を「第一期」、平成 18 年度以降から終了に至る 20 年度まで
を「第二期」、平成 22 年度～26 年度までを「第三期」、平成 27 年度から終了に
至る平成 31 年度までを「第四期」と称してその活動を紹介する。
2．センターの目標と研究プロジェクト
センターの活動内容については発足当初から「研究者の養成、高度専門職業人
の養成、研究成果の公開」を目標に第一期・第二期を通じて一貫した活動を行っ
て来ている。第三期からは、これに加えて、
「研究拠点形成」を新たな目標とし
活動している。研究プロジェクト・研究グループに関しては第一期、第二期にお
いて当初の目的を達したテーマや、新しくニーズが生じた研究テーマ等を考慮
して第三期に大きく改変を行った。その概要を以下に示す。
センター発足時の第一期には研究プロジェクト 3 本を設定した。すなわち「プ
ロジェクト１：アジア大都市圏地域を対象とした定住環境の形成・整備」、
「プロ
ジェクト２：環境共生社会論の体系化」、
「プロジェクト３：地域開発データベー
スと計画作成・評価支援シミュレータの開発・整備」を平行して研究を進めてき
た。
これに対し第二期ではよりセンターの活動の統合性を持たせるためにプロジ
ェクトを１本とし、新たなプロジェクト「環境共生社会の形成方策とその新たな
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展開」の下に課題・研究グループを置いた研究体制としている。すなわち第一期
の３つのプロジェクトを「課題１：環境共生社会の形成方策の研究」として集約
し、これまでの研究路線を継承してさらに深く研究している。課題１の中には環
境共生社会形成手法の基礎的な研究を行うグループと、個々の課題を応用的に
研究するグループに分けて効率的な研究を進める体制をとっている。これに加
え、第二期の新課題として「課題２：国際共生社会形成のための新たなパラダイ
ムに関する研究」を設定し、複雑さを増す国際社会において対応を迫られる重点
要支援段階の国々や重点要支援地域に関する研究を行っている。すなわち昨今
の世界情勢から必要性が増している「紛争集結国などの変遷・移行期における共
生社会実現のための研究」に加えて「重点要支援地域における共生社会実現のた
めの研究」においてアフリカ地域の支援や途上国の農村開発に関する研究を行
った。
平成 21 年度は同事業の実施期間終了に伴い一時活動を休止したが、平成 22
年度になり、センターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支援
事業として採択され、５年間の予定で新たに始動した。新たな研究テーマは「ア
ジア開発途上地域における内発的発展支援手法の開発」であり、このテーマのも
と「研究拠点を形成する研究」の研究観点からアジア諸国を中心とする国内外の
研究拠点の形成と連携とに重点を置いた活動を行った。より具体的には、開発途
上国を自立的に発展させるためには先進国からの外部援助に頼る構造から脱却
し、途上国内部の人的・物的資源を活用した内発的発展の考えに基づくことが重
要であり、第三期センターはその支援手法を開発・実践することを主目的とし
た。第三期センターには常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研
究助手、事務局員等から構成され、３つの研究サブグループがあった。これらの
組織を中心に、センターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国
際シンポジウム／ワークショップを毎年開催し、また国内に向けた市民や実務
者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ
ースレターの発行、年次報告書の発行を行った。最終的には、アジアにおける内
発的発展の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展支援の実施、
研究成果の社会への還元などを実施した。
第四期センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにおける地域に根ざし
たグローバル化時代の国際貢献手法の開発」のもと「研究拠点形成する研究」の
観点からアジア・アフリカ諸国を中心とする国内外の研究拠点の形成と連携と
に重点を置いた活動を行う。さらに途上国協力においてポスト MDG の新たな指
標となる、持続可能な開発目標（SDG)の実施に向けた国際貢献のあり方に関する
研究と実践とを行うことを目標としている。研究対象地域も従来から活動して
きたアジア地域にアフリカ地域も加え、グローバル化時代に即した内発的発展
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を社会インフラの充実を通して実現する普遍的手法の開発を目指している。
センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、事
務局員等から構成され、3 つのテーマを持っている。これらの組織を中心に、セ
ンターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国際シンポジウム／
ワークショップを毎年開催する予定としている。また国内に向けた市民や実務
者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ
ースレターの発行、年次報告書の発行を行う。さらにアジア・アフリカにおける
SDG 支援や国際貢献の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展
支援の実施、研究成果の社会への還元などを構想している。
3. 拠点形成
当センターは、当該テーマに関するアジア地域の研究拠点形成を推進する目
的から、平成 23 年度において、バングラデシュ工科大学、タイ国・コミュニテ
ィ組織開発機構との学術交流協定を締結した。平成 24 年度においては、インド
ネシア国シア・クアラ大学付属津波災害復興研究センターと学術交流協定を締
結した。平成 25 年度においては、河南科技学院と学術協定を締結。平成 26 年
度は、四川大学香港理工大学災后重建与管理学院（中国）との学術交流協定を結
んだ。
4. 人事
（１）センター長
センターは東洋大学大学院国際地域学研究科に本拠を置くため、センター長
は原則として国際地域学研究科内の者が担当している。すなわち第一期は松尾
友矩（現常務理事、発足当時国際地域学研究科委員長）、第二期、第三期、第四
期は北脇秀敏（現副学長）となっている。
（２） センター研究員
センターの研究員数の変化は以下の通りである。
・平成 13 年度に国際地域学研究科の 12 名（藤井、赤塚、北脇、坂元、山下、小
浪、長濱、中嶋、古田、橋本、松尾、金子）で発足。
・平成 14 年度に国際地域学専攻から 1 名（高橋）、国際地域学部より 1 名（安）
を追加、計 14 名。平成 14 年度末をもって 2 名（赤塚、中嶋）退職。
・平成 15 年度に国際地域学専攻から 3 名（池田、太田、久留島）、国際観光学専
攻から 2 名（薄木、佐々木）追加、国際観光学科より 1 名（松園）追加、計 18
名。平成 15 年度末をもって 2 名（小浪、山下）退職。
・平成 16 年度は研究員の構成に変化なし。
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・平成 17 年度末をもって 2 名（古田、佐々木）任期終了。
・平成 18 年度に国際地域学専攻から 3 名（吉永、張、中挾）追加 計 16 名。
・平成 19 年度に国際観光学専攻から 2 名（堀、東海林）追加 計 18 名。
・平成 20 年度に国際観光学科から１名（松本）追加 計 19 名。
・平成 22 年度に国際地域学専攻から 1 名（稲生）追加 計 20 名。
・平成 23 年度末をもって 2 名（秋谷、川澄）退職。平成 24 年度に国際地域学専
攻から 1 名（岡村）、国際地域学部から 1 名（眞子）追加。
・平成 24 年度末をもって 2 名（松園、吉永）退職。平成 25 年度に国際地域学
研究科より松丸、藪長、国際観光学科から 1 名（金）追加 計 21 名。
・平成 25 年度末をもって 2 名（金子、薄木）退職。平成 26 年度に国際地域学
研究科より志摩、中島、国際観光学科から 1 名（藤稿）追加。
・平成 26 年度のメンバーは以下の通り。国際地域学研究科より荒巻、安、池
田、稲生、岡村、北脇、久留島、坂元、髙橋、張、バレスカス、藤井、国際地
域学部より眞子、国際観光学科より薄木、島川、古屋、堀、金 計 19 名。
・平成 27 年度からは以下の通り、メンバーを再構成した。国際地域学研究科
より荒巻、岡村、岡本、北脇、バレスカス、松丸、藪長、志摩、坂元、杉田、
島川、藤稿、徳江、堀、国際地域学部より花田、眞子、金 計 17 名。
（３） 研究助手
研究助手は 1 名を常時採用している。過去の採用者は以下の通りである。
・平成 14 年 4 月～平成 14 年 9 月：薬袋奈美子（平成 14 年 10 月より福井大学
工学部建築建設工学科）
・平成 15 年 4 月～平成 16 年 3 月：國分圭介（平成 16 年 4 月より国際経済労働
研究所）
・平成 16 年 4 月～平成 17 年 3 月：近藤久洋（平成 17 年 4 月より東京国際大学
国際関係学部）
・平成 17 年 4 月～平成 19 年 3 月：伊藤徹哉（平成 19 年 4 月より立正大学地球
環境学部講師）
・平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月：松本尚之（平成 20 年 4 月より本学国際地域
学部助教）
・平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月：高林陽展（平成 21 年 4 月より学術振興会特
別研究員）
・平成 22 年 8 月～平成 25 年 3 月：高林陽展（平成 25 年 4 月より清泉女子大学
文学部史学科講師）
・平成 25 年 4 月～平成 27 年 3 月：岡崎匡史（平成 27 年 4 月より麗澤大学）
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（４）ＲＡ（リサーチ・アシスタント）
平成 15 年 4 月、当センターが母体とする東洋大学大学院国際地域学研究科に
博士後期過程が発足したのを受けて、博士後期課程の大学院生をＲＡとして採
用してきた。在職者は以下の通り。
・平成 15 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野
・平成 16 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵
・平成 17 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、湯
・平成 18 年度：七五三木、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、洪
・平成 19 年度：七五三木、矢光、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、周、田
・平成 20 年度：蔵、王、川澄、周、申、吉田、小早川、金、其、劉
・平成 22 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田
・平成 23 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田、張、付
・平成 24 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew
・平成 25 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan
・平成 26 年度：貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan
・平成 27 年度：貫、Hoang Le Quan、Thapa Sakhila、井上
（５）招聘外国人研究員
センターが海外の研究者との研究ネットワークを構築するために毎年外国人
研究員を１名招聘している。招聘者は以下の通り。
・平成 15 年度：バングラデシュ工科大学（バングラデシュ）の Dr. Mafizur
Rahman（環境工学部準教授）
・平成 16 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms. Yasmin
Suriansjah（建築学部上級講師）
・平成 17 年度：ディリ大学（東ティモール）の Mr. Martin Benjamin（土木工
学科専任講師）
・平成 18 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms.
Bernadetta Kwintiana Ane（工業技術学部上級講師）
・平成 19 年度：社会労働とコミュニティ開発調査相談センター（ベトナム）の
Ms. Ay My Tran（上級職員）
・平成 20 年度：ベトナム国立大学情報工科大学（ベトナム）の Dr. Nguen Phi
Khu（博士）、ウズベキスタン科学アカデミー水問題研究所環境医療・衛生研究室
長（ウズベキスタン）の Dr. Dilorom Fayzieva（医学博士）
・平成 23 年度：タイ・タマサート大学イノヴェーション・カレッジ プロジェ
クト・スペシャリストの Kanokrattana Netlomwong 氏
・平成 24 年度：インドネシア津波・災害対策研究センターの Dr. Muhammad
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Dirhamsyah センター長
・平成 26 年度：ミャンマー連邦共和国畜水産村落開発省村落開発局の Dr.
Zarni Minn 副局長
（６）客員研究員
センターでは第二期より積極的に客員研究員を任命し、共同研究を行ってい
る。平成 18 年 10 月には（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在
員である片山恵美子氏を客員研究員に任命した。平成 19 年までに招聘した外国
人研究員（６を参照）に加え、ベトナム国立大学情報工学大学の Dr. Nguyen Phi
Khu（科学運用・国際協力学部長）を任命した。
第三期においては、研究拠点形成の目的の下、客員研究員の積極的な任命を行
い、
（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在員である片山恵美子
氏、横浜国立大学教育学部准教授松本尚之氏、バングラデシュ工科大学教授 M.M.
ラーマン氏等を平成 22 年度に客員研究員に任命した。平成 23 年度においては、
大阪大学学際融合教育研究センター准教授松行輝昌氏、寧夏大学講師蔵志勇氏、
本学博士号取得者周慶生氏を任命した。平成 24 年度においては、本学博士号取
得者其其格氏、劉励敏氏を任命した。平成 25 年度においては、本学客員教授金
子彰氏、本学博士号取得者劉蘭芳氏を任命した。平成 26 年度においては、早稲
田大学博士後期課程清水由賀氏を任命した。
第四期の初年度である平成 27 年度は、金子彰（東洋大学元教授）、松行輝昌
（大阪大学准教授）、Md. Mafizur Rahman（バングラデシュ工科大学教授）、久留
島守広（東洋大学国際地域学部客員教授）、劉蘭芳（東洋大学博士後期課程修了）、
永井恵一（東洋大学国際地域学部国際観光学科産学連携観光人材育成プログラ
ム開発チーム研究員）、島野涼子（横浜国立大学博士課程後期修了）、矢田部暁
（（一財）国際観光サービスセンター主任研究員）を任命した。
（７）事務局職員等
事務局の運営については、第一期、第二期、第三期、第四期を通してフルタイ
ムのアルバイト事務要員を通年で雇用し、適宜学生アルバイト等を追加雇用し
た。
5. 活動内容の概要
（１） 事務運営
これまで、センターの研究活動の運営を円滑に行うべく、週 1 回、研究員若干
名、研究助手および事務要員で構成される事務局会議を、また月 1 回、研究員、
研究助手、事務要員、大学教学課職員等で構成される全体会議を開催してきた。
6
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なお「東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱」に記載されている「運
営委員会」とは、両会議の総称である。
（２）研究プロジェクト
プロジェクトの目的に沿って研究員による海外調査や国内での資料収集等、
また外国人研究員、RA、研究助手等との共同作業による研究を継続して行って来
ている。詳細は第二部年度研究報告の通りである。
（３）研究成果の公表
①シンポジウムの開催
平成 14 年度～20 年度に各年１回ずつ開催してきた当センター主催の国際シ
ンポジウムは、国際共生社会に関する理解を深める場として定着している。平成
22 年 12 月にはセンター活動再開記念シンポジウム「アジアの内発的発展のため
に」、平成 23 年 10 月には、国際シンポジウム「観光と内発的発展：持続可能な
観光地づくりを目指して」を開催した。平成 24 年 7 月には「アジア地域におけ
る震災復興と内発的発展」を開催した。平成 25 年 7 月には「ソーシャルビジネ
スと内発的発展-カンボジアと世界の経験から-」を開催した。平成 26 年 10 月
10 日には、国際シンポジウム「国際開発と内発的発展」を開催。平成 27 年度 12
月 11 日に、国際シンポジウム「グローバル化時代の国際貢献」を開催した。
②研究成果物の刊行
平成 15 年度に図書『環境共生社会学』出版、平成 17 年度に続編『国際環境共
生学』を朝倉書店より出版、さらに平成 20 年 8 月には、3 冊目となる『国際共
生社会学』を同書店より刊行した。平成 24 年度 8 月には『国際開発と環境－ア
ジアの内発的発展に向けて』を同書店より刊行した。平成 26 年 9 月には『国際
開発と内発的発展―フィールドから見たアジアの発展のために』を同書店より
刊行した。
③ワークショップ・公開講座の開催
センターの研究内容を広く一般に紹介するためのワークショップや公開講座
を毎年開催してきた。第三期初年度である平成 22 年度には、平成 23 年 1 月に
「都市整備のグリーン化に関するワークショップ」を開催した。同年 9 月には、
フィリピン・セブ市において「アジアのコミュニティー開発」、同年 10 月には国
際ワークショップ「観光と内発的発展：持続可能な観光地づくり」を開催した。
本年度は、平成 24 年 7 月にワークショップ「アジア地域における災害復興と国
際協力」
、平成 25 年 1 月 29 日に「研究拠点ネットワーク化のためのワークショ
ップ」を開催し、前者では自然災害からの内発的な復興支援方法の開発を、後者
では国際的な研究拠点のネットワーク化について知見を深めた。平成 25 年 7 月
7
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20 日にワークショップ「ソーシャルビジネスと内発的発展」、平成 26 年 1 月 28
日に昨年度に引き続き「研究拠点ネットワーク化のためのワークショップ」を開
催した。平成 26 年 10 月 11 日に国際ワークショップ「国際開発と内発的発展」
を開催した。平成 27 年度 1 月 8 日に国際ワークショップ“Sustainable
Development and International Contribution for African Countries”を実
施、平成 28 年 1 月 29 日には国際ワークショップ“Responsible Tourism for
Sustainable Development”を開催した。
④行事の共催・後援
平成 26 年 11 月 8 日と 9 日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された「く
らしの足をみんなで考える全国フォーラム」を後援した。
平成 26 年 12 月 9 日にカンボジア・プノンペンで開催された「カンボジアセ
ミナー」（国際港湾交流協力会主催）を当センターは後援した。
平成 27 年 10 月 24 日と 25 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム」を後援した。同年 11 月 8 日に開催されたワークショップ「ものづくりと BOP
ビジネスアイデア創出」を共催した。
⑤ニュースレターの発行
センター発足当初より、センターの研究報告やシンポジウム等の案内のため
にニュースレターを和文と英文で交互に作成し、国内外の専門家等にセンター
の活動内容を紹介している。
⑥ホームページの運営
センターの活動を紹介・公表する目的で平成 14 年度にホームページを立ち上
げ、第四期の初年度にあたる平成 27 年度は、英文サイトを構築、全面的にリニ
ューアルを行った。
（４）センター活動の外部評価
センターでは学内外の有識者に委嘱し、外部評価委員会を組織している。評価
委員会は年１回開催され、センターの運営に対してアドバイスを行う諮問機関
としてその任に当たってきた。
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Ⅱ．研究組織

東洋大学

国際共生社会研究センター研究員（2016 年２月５日現在）

名前 Name
専門分野／Profession
国際貢献（テーマコーディネーター：松丸亮）

◎

荒巻 俊也
Shunya ARAMAKI
岡村 敏之
Toshiyuki OKAMURA
岡本 郁子
Ikuko OKAMOTO
北脇 秀敏
Hidetoshi KITAWAKI
松丸 亮
Ryo MATSUMARU
眞子 岳
Gaku MANAGO
マリア・ロザリオ・ピケロ・
バレスカス
Maria Rosario PiqueroBALLESCAS

都市環境工学
Urban and Environment Engineering
都市計画
Urban Planning
途上国の農村・農業発展
Agriculture and Rural Development
途上国協力環境協力

藪長 千乃
Chino YABUNAGA

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

連絡先

aramaki@toyo.jp
okamura@toyo.jp
ikuko.okamoto@gmail.com
kitawaki@toyo.jp

Environmental Cooperation for Development Countries

災害マネジメント
Disaster Management
国際地域学
Regional Development Studies
ジェンダー論、移民論

matsumaru@toyo.jp
manago@toyo.jp
maria@toyo.jp

Gender, Migration
yabunaga@toyo.jp

持続可能なビジネス（テーマコーディネーター：島川崇）

◎

金 承珠
Seung Joo KIM
島川 崇
Takashi SHIMAKAWA
藤稿 亜矢子
Ayako TOKO
徳江 順一郎
Jun-ichiro TOKUE
堀 雅通
Masamichi HORI

国際観光
International Tourism Situations
観光学
Tourism Study
自然環境学
Natural Environmental Studies
ホスピタリティ・マネジメント
Hospitality Management
交通経済学
Transport Economics
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kim069@toyo.jp
shimakawa@toyo.jp
toko@toyo.jp
tokue@toyo.jp
m-hori@toyo.jp

名前 Name
専門分野／Profession
アフリカ（テーマコーディネーター：志摩憲寿）
坂元

浩一

Koichi SAKAMOTO

◎

志摩

憲寿

Norihisa SHIMA

杉田

映理

連絡先

ksaka@toyo.jp

開発経済学
Development Economics
都市計画・まちづくり
Urban Planning, “Machizukuri”
開発人類学

n-shima@toyo.jp
sugita_e@toyo.jp

Elli SUGITA

Development Anthropology

花田

比較・国際教育学
International Comparative Education

hanada@toyo.jp

客員研究員
Visiting Research Fellow
客員研究員
Visiting Research Fellow
客員研究員
Visiting Research Fellow
客員研究員
Visiting Research Fellow
客員研究員
Visiting Research Fellow
客員研究員
Visiting Research Fellow
客員研究員
Visiting Research Fellow
客員研究員
Visiting Research Fellow

akirak48@gmail.com

RA
Research Assistant
RA
Research Assistant
RA
Research Assistant
RA
Research Assistant

kumiko.nuki0915@gmail.com

事務運営
Secretary

cesdes@toyo.jp

真吾

Shingo HANADA

客員研究員
金子 彰
Akira KANEKO
久留島 守広
Morihiro KURUSHIMA

島野

涼子

Ryoko SHIMANO

永井

恵一

Keiichi NAGAI

松行

輝昌

Terumasa MATSUYUKI

矢田部

暁

Satoru YATABE

劉

蘭芳

Ranho LIU

Md. Mafizur Rahama

kurushima@toyo.jp
rykmyc26@gmail.com
nagai174@toyo.jp
terumasa.matsuyuki@gmail.com
satoru.yatabe@gmail.com
liuyang11032007@hotmail.com
mafizur@gmail.com

RA/Research Assistant
貫

久望子

Hoang Le QUAN
Thapa SAKHILA
井上 常史
Tsuneshi INOUE
事務局/Secretary
板倉 由利子
Yuriko ITAKURA

hoanglequan@yahoo.com
sakirahkt_t@yahoo.com
inouetsu@f8.dion.ne.jp

注） ◎ テーマコーディネーター
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Ⅲ．平成 27 年度活動記録

平成 27 年度活動記録
1.

国際シンポジウムの開催
テーマ：グローバル化時代における国際貢献
日

時：2015 年 12 月 11 日

会

場：東洋大学白山キャンパス井上円了ホール

講演者：
北脇 秀敏（東洋大学副学長、国際共生社会研究センター長、国際地域学部教授）
加藤 宏（独立行政法人国際協力機構 理事）
柴田 裕子（特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 海外事業部長）
アセファ テメスガン カサフン（株式会社 JTB 総合研究所 研究員）
島川 崇（国際共生社会研究センター 研究員、東洋大学国際観光学科 准教授）
参加者：約 820 名
2.

国際ワークショップの開催
(1) テーマ：Sustainable Development and International Contribution for African
Countries
日

時：2016 年 1 月 8 日

会

場：東洋大学白山キャンパススカイホール

講演者：横山正（アフリカ開発銀行アジア代表事務所 所長）
遠藤衛（アフリカ開発銀行アジア代表事務所 次席

広報・パートナー

シップ）
ユナ・チェ（アフリカ開発銀行アジア代表事務所 シニア渉外・広報官）
参加者：37 名
(2) テーマ：Responsible Tourism for Sustainable Development
日

時：2016 年 1 月 29 日

会

場：東洋大学白山キャンパス 125 記念ホール

講演者：Ms. Harmony LAMM（Deputy Manager, World Tourism Organization
(UNWTO) Support Office for Asia and the Pacific）
参加者：21 名
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3.

調査・研究活動
(1) 松丸 亮
平成 27 年 8 月 4 日～10 日
目的：ネパール被災者の生活状況調査
場所：ネパール
(2) 眞子 岳
平成 27 年 8 月 4 日～10 日
目的：ネパール地震 3 か月後の生活状況調査
場所：ネパール
(3) マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス
平成 27 年 10 月 31 日～11 月 3 日
目的：コミュニティー構築に関する研究
場所：山梨県甲府市
(4) 松丸 亮
平成 27 年 11 月 28 日～29 日
目的：国際開発学会 学会発表
場所：新潟大学
(5) 眞子 岳
平成 27 年 11 月 28 日～29 日
目的：国際開発学会 学会発表
場所：新潟大学
(6) 金

承珠

平成 27 年 11 月 28 日～29 日
目的：九州オルレにおける地域活性化の取り組みに関する調査
場所：福岡県
(7) 久留島 守広
平成 27 年 12 月 3 日～7 日
目的：COP21 パリ会合の参加
場所：フランス
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(8) 貫

久望子

平成 27 年 12 月 9 日～18 日
目的：水利用状況と手洗い状況に関する現地調査
場所：カンボジア
(9) 坂元 浩一
平成 27 年 12 月 22 日～31 日
目的：アフリカの内発的発展に関する現地調査
場所：フランス・ラゴス（ナイジェリア）
(10) 眞子 岳
平成 27 年 12 月 23 日～31 日
目的：中央乾燥地域における水供給調査
場所：ミャンマー
(11) 島川 崇
平成 28 年 1 月 22 日～29 日
目的：観光の持続可能性に関する研究
場所：モーリシャス
(12) 島野 涼子
平成 28 年 2 月 11 日～16 日
目的：障害者支援に関する研究
場所：スリランカ
(13) マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス
平成 28 年 2 月 17 日～3 月 10 日
目的： コミュニティーディベロップメントに関する研究
場所：フィリピン
(14) 岡村 敏之
平成 28 年 2 月 20 日～3 月 1 日
目的：都市交通に関する研究
場所：オーストラリア
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(15) 北脇 秀敏
平成 28 年 2 月 20 日～28 日
目的：拠点形成のための現地調査
場所：ケニア
(16) 金子 彰
平成 28 年 2 月 20 日～28 日
目的：拠点形成のための現地調査
場所：ケニア
(17) 松丸 亮
平成 28 年 2 月 20 日～28 日
目的：拠点形成のための現地調査
場所：ケニア
(18) 眞子 岳
平成 28 年 2 月 20 日～28 日
目的：拠点形成のための現地調査
場所：ケニア
(19) 久留島 守広
平成 28 年 2 月 24 日～29 日
目的：世界再生エネルギー会議への出席
場所：オーストリア、ドイツ
(20) マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス
平成 28 年 3 月 14 日～19 日
目的：コミュニティー開発に関する研究
場所：台湾
(21) 高松 宏弥（研究協力者）
平成 28 年 3 月 14 日～19 日
目的：コミュニティー開発に関する研究
場所：台湾
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第二部

年度研究報告

Ⅰ．国際貢献
Ⅱ．持続可能なビジネス
Ⅲ．アフリカ

Ⅰ．国際貢献

１．活動概要

平成 27 年度国際共生社会研究センター 活動概要

国際貢献

活動概要

国際共生社会研究センター テーマコーディネーター
大学院国際地域学研究科（国際地域学部）教授
松丸 亮
1.

本年度は、採択初年度であるため、各研究

はじめに
東洋大学国際共生社会研究センター（以

員は、これまでの研究成果をもとに、今後の

下「センター」
）は、平成 13 年度に設置さ

研究計画を立案するとともに、研究成果を

れて以来、
「アジア開発途上地域における内

学会等で積極的に発表した。各研究員の研

発的発展支援手法の開発」という研究テー

究状況については、本報告書の各研究員か

マのもと、国際社会、特に開発途上国におけ

らの報告部分に具体的に示されている。さ

る課題解決を目指した研究を続けてきた。

らに各研究員はセンターが実施したシンポ

平成 27 年からは、
「アジア・アフリカに

ジウム、ワークショップへの協力や共催し
た学会等への協力を行った。

おける地域に根ざしたグローバル化時代の
国際貢献手法の開発」をテーマに研究を行
なっている。又、筆者がコーディネーターを

2.

務める「国際貢献」がサブテーマの一つとな

①荒巻俊也 研究員

各研究員の研究テーマと研究活動
荒巻研究員は「低炭素社会・循環型社会・

っており、このサブテーマでは、センター設
立以来積み上げてきた研究成果をベースに、

健全な水環境の構築に関する研究」のテー

「その成果を広く展開し、いかに国際貢献

マに研究をおこなっている。
開発途上地域では、水、衛生、廃棄物など

に結びつけるか」ということについて研究

生活環境の改善が求められているが、省エ

をして行く計画である。
具体的には、これまでの研究で明らかに

ネや省資源、温室効果ガスの排出削減など

なった環境配慮型の発展メカニズムや、内

今日的な地球規模での環境問題への対応も

発的発展のための手法などについて、
「どの

同時に考えていく必要がある。さらに、行政

ような支援手法をとれば発展メカニズムを

側からのトップダウン的なアプローチに加

促進できるのか？」、「開発促進に必要な人

え、地域住民の意思を考慮したボトムアッ

材をどのような枠組みで育成していくの

プ的なアプローチのもとに問題を検討して

か？」などについて、現場での活動を基本に

いくことも求められている。

研究をして行く予定である。また、同時に具

このような課題に対し、これまでの研究

体的な国際貢献プロジェクトも行っていき

では、都市化が進む途上国郊外地域を対象

たい。

とし、水道などの水供給インフラを対象に
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農村開発の実践の場において、住民の「参

した検討を行ってきている。
今後も当面は、水供給を対象に研究を進

加」の重要性が重視されるようになってか

め、住民のオーナーシップやコモンズに対

ら久しいが、その中身には住民が主体的に

する意識を高めつつ、コミュニティ固有の

参加するものから極めて受動的なものまで

水源を多元的に活用した水利用システムを

大きな幅が存在し、その有効性はプロジェ

デザインするための実践的な方法論を開発

クトの対象・分野・具体的内容や象とする地

することを目指すが、将来的には、コミュニ

域社会の特性にも規定される。

ティにおける廃棄物管理やリサイクル、

そのため、本研究では、地域社会の特性を

Waste-to-Energy などのエネルギー利用等も

生かした住民の組織化とはどのようなもの

研究の視野に入れている。

なのか、そしてそれを実際にいかに開発実

②岡村敏之 研究員

践につなげていくにはどうすべきかを明ら

岡村研究員は「途上国の都市公共交通シ

かにすることを目的とし、こうした分析を

ステムの構築－インフォーマル交通を取り

通じて、草の根レベルでのより効果的な国

込んだ交通体系」をテーマに研究を実施し

際貢献に資することを目指すものである。

ている。

④北脇秀敏 研究員

開発途上国では、パラトランジットをは

北脇研究員は、
「ミャンマーにおける研究

じめとする「インフォーマル交通」が、多く

は、本報告書では述べていないが」をテーマ

の問題（例えば、道路混雑の原因、低い安全

に研究を行っている。

性など）を指摘されながらも都市内の公共

中央乾燥地域において水供給と衛生、さ

交通手段として重要な役割を果たしている

らに電化に関する研究を行ってきた。中央

ことが多い。

乾燥地域では、水源は 300m 掘った深井戸、

本研究では、途上国の都市内の公共交通

もしくは雨期に貯まった池の水である。地

手段として重要な役割を果たしている「イ

下水は中央乾燥地域では有料であり、池の

ンフォーマル交通」が抱える問題を解決す

水は降水量によるものなので持続的ではな

る方策の提示し、さらには、インフォーマル

いため、持続可能な水供給手法を模索して

交通を「フォーマル化」し、既存の都市公共

いる。

交通体系を補完するものとして活用した、

中央乾燥地域において水供給と衛生、さ

新たな「都市交通体系」の構築に向けたロー

らに電化に関する研究を行ってきた。中央

ドマップを示すことを目指している。研究

乾燥地域では、水源は 300m 掘った深井戸、

対象は、これまで研究を行ってきた東南ア

もしくは雨期に貯まった池の水である。地

ジア諸都市に加え、主に東アフリカ諸国の

下水は中央乾燥地域では有料であり、池の

都市へ展開を考えている。

水は降水量によるものなので持続的ではな

③岡本郁子 研究員

いため、持続可能な水供給手法を模索して
いる。

岡本研究員は「途上国農村開発における

⑤眞子岳 研究員

住民組織化と地域社会」をテーマに研究を

眞子研究員は

行っている。
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「アジアにおける適正技

術を用いた水と衛生に関する研究」をテー

を目指し、政策、成功事例などから、女性の

マに研究を行っている。

参画を促進するための要因について、アジ

開発途上国における課題解決には、BOP

ア・アフリカ地域を中心に明らかにする。さ

ビジネスやソーシャルビジネスという手法

らに、先行研究において確認された女性の

の導入が有効であるとの認識の下、これま

参画事例についても追跡調査を行い、その

で、ミャンマー、カンボジア等で研究を行っ

成否を確認する。

てきており、今年度は、ネパール、ミャンマ

⑦松丸亮 研究員

ーでの調査を行ったが、特に、ネパールの調

松丸は「防災・災害復興分野における国際

査は、これまで対象としてこなかった自然

貢献手法に係る研究」をテーマに研究を行

災害による被災者を対象としたものであり、

っている。

被災という特殊な状況、宗教上の問題とい

途上国に顕著な状況として、都市への人

った、研究課題として新たに取り組むべき

口集中と、それに伴う災害に対して脆弱な

課題がみえてきた。

土地への居住、慢性的な資金不足による対

今後は、研究対象地域をアフリカ地域に

策や復興の遅れがある。途上国で災害が発

も広げ、水資源が限られた地域における水

生すると、壊滅的な被害になり、被災者は人

供給について調査研究を、宗教学、社会学、

的資源と物的な資産の両方を同時に失うこ

文化人類学など分野横断的な視点から実施

とになり、災害から立ち直るのが非常に難

してきたい。

しくなるため、政府からコミュニティの全

⑥マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス

てのレベル、および、関連する方面から強化

バレスカス研究員は Women and Their

することが課題である。

Sustainable Engagement for Sustainable
Development

in

Asian

and

本研究では、自然災害を対象とした防災

African

と災害からの復興分野において、開発途上

Households and Communities をテーマに

国が自律的に防災に取り組めるような形を

研究を行っている。

目指す上での支援方策を明らかにすること

持続的開発は、将来の世代に負担をかけ

を目的とし、特に、政府レベルの能力強化、

ることなく現在のニーズを満たす開発とさ

コミュニティ防災活動の定着化、より良い

れ、社会・経済・環境と密接に関係している

復興に向けた被災者支援、観光地を対象に

とされている。女性の役割も重要視されて

持続的なビジネスに資する防災について研

おり、持続的開発には女性の全面的参画が

究を行っていく予定となっている。

必要ともされている。そのような認識の下、

⑧藪長千乃 研究員

近年では、女性の生活や教育において、大き

藪長研究員は「脱商品化・脱家族化指標を

な改善や進展が見られているところである

用いた家族政策分析試論－発展途上国に応

が、例えば、所得の面での男女間格差が依然

用可能な比較分析方法の開発に向けて－」

として解消されていない等、残された問題

をテーマに研究を実施している。
近代以降の社会福祉は、社会・経済の発展

も多い。

のなかで慈善事業や博愛事業が課題と範囲

本研究では、持続可能な開発や貧困削減
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を拡大し、次第に社会全体の生活問題との

の開催などを検討しているところである。

かかわりを広げていく過程の中で発展して

また、これまで同様、研究成果の積極的

きた。そのため、福祉国家の発展経路やその

な発表にも取り組んでいく予定である。今

背景要因の分析と類型化に関する研究は、

後の研究展開に期待されたい。

ヨーロッパや北米を中心とする先進諸国に
おいて、多くの蓄積があるが、途上国に関す
る研究はそれほど進んでいない。
本研究は、これまでの社会福祉制度の整
備とそれをめぐる研究をふまえた上で、ア
フリカ諸国を中心とした途上国の社会政策
の分析に向けて、家族（特に、脱家族化と脱
商品化の人びとの福祉にもたらす機能）に
着目し、その分析枠組を提示しようとする
ものである。
3.

おわりに
ここでは、
「国際貢献」サブテーマに所属

する研究員の研究テーマについての概要
をまとめた。
繰り返しになるが、本年は、プロジェク
トの初年度であり、各研究員の活動は、今
後の研究プログラムの検討、準備に重点が
置かれていることがわかる。
「国際貢献」の意味するところは幅広い
が、幸いにもセンターに所属する研究員の
研究分野も幅広いことから、各研究員が個
別にその専門分野で研究を深化させるこ
とはもとより、テーマ内あるいは他のテー
マに所属する研究員との合同で研究活動
を行うことで、学際的な視点に立った研究
となり、これまでにはなかった新たな国際
貢献の枠組みを提示できると考えている。
そのような効果を発現させるために、来
年度以降、テーマ内での勉強会の開催、複
数の研究員による合同現地調査の実施、他
のテーマとのジョイントワークショップ
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研究員

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）教授
荒巻

俊也

Establishing Low-carbon, Sound Material and Water Cycle Social Systems
1. 序論

域住民にとって最も適切なシステムを選択しな

開発途上地域においては、水供給や衛生施設の

ければならない。

整備、廃棄物管理の高度化などにより生活環境の

そのためには、都市化が急速に進む地域におい

改善が求められているが、省エネや省資源、温室

て、現在どのような用途にどれくらい水を利用し

効果ガスの排出削減など今日的な地球規模での

ているかといった水使用量や水使用の実態を把

環境問題への対応も同時に考えていく必要があ

握するとともに、将来どれくらい水需要が増えう

る。このような中で、水供給や排水・廃棄物処理

るのか、水利用に対する住民の意識などを理解し

などの環境インフラの形成において、行政側から

ておく必要がある。そこで、ベトナムのハノイ都

のトップダウン的なアプローチだけでなく、地域

市圏を対象として、都市化が急速に進行しつつあ

住民の意識や選好などを考慮したボトムアップ

る集落（コミュニティ）において水利用の実態調

的なアプローチのもとに問題を検討していくこ

査を行い、その結果をもとに今後の水供給インフ

とも求められている。

ラ整備のあり方を検討してきた。

そこで、途上国における低炭素社会・循環型社
会、あるいは健全な水循環の構築に向けて、内発

（2） 対象地域

的発展という視座のもと、地域住民の主体的な

対象としたハノイ市は人口約 650 万人のベトナ

（ボトムアップの）取り組みによる可能性や課題

ムの首都であるが、急速な人口の流入と経済発展

について検討を行うことを目的として研究を進

が進んでいる。これまで地下水を水供給の水源と

めることとする。

していたが、地盤沈下が深刻な問題となるととも
に、地下水のアンモニア性窒素やヒ素による汚染

2．これまでの検討状況

も問題となっており、表流水への転換が課題とな

（1） 検討の背景と目的

っている。近年西部の山岳地帯に河川水を水源と

水道などの水供給インフラを対象に、都市化が

する浄水場を建設して市の一部地域に供給して

進む途上国郊外地域を対象とした検討を行って

いるが、今後の水需要の増加に対して、新たな表

きた。水供給インフラは、先進国では多くの地域

流水源の開発を計画している。

で既に整備が終わり高度化と維持管理が課題と

しかし、ハノイ市近辺にある河川上流では近年

なっているが、途上国ではまだ不十分な地域も多

少雨傾向が続いて渇水が頻発しているとともに、

い。特に人口の集中が進む大都市圏では慢性的な

国際河川であること、また水力発電用水としての

水不足に悩んでいる地域もあり、迅速かつ適切な

利用が既に行われていることから、表流水を安定

水供給システムの整備が都市の発展にむけて主

に確保することについてもさまざまな課題があ

要な課題となっている。特に適切な整備という観

る。よって、水資源の有効利用と適切な水供給イ

点では、地域住民の水量、水質に対する要求と、

ンフラの整備が市の発展に向けた重要な要素と

水供給に対する支払い可能額を考慮しながら、地

なっている。
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（3） 水利用の実態調査

ほぼ同程度の値である．

現地における水利用の実態調査は，2010 年 8 月
（100 軒）
、2011 年 3～7 月（50 軒）
、2011 年 8 月

（4） 調査結果

（109 軒）
，2012 年 3 月（106 軒）
，8 月（99 軒）
，

小型流量計を用いて計測した水使用量の平均

2013 年 8 月（92 軒）の 6 回にわけて行った（表

値と全水使用量に対する構成比を表 2 に示す。計

1）
。

測された水使用量の合計値は一人一日約 70L と先

第 1 回は現地の水利用状況の確認と小型流量計

進国等の平均と比べると小さくなった。今回の調

の設置協力を依頼するための予備調査であり、そ
の際に協力意向が得られた家庭について、第 2 回

表 1 現地調査の概要

の調査でシャワーや洗濯機、台所などの各蛇口に

調査時期

調査内容

小型流量計を設置し、同年 7 月に取り外すまでの

第1回

2010 年 8 月

予備調査

5 ヶ月間蛇口ごとの水使用量を計測した。小型流

第2回

2011 年 3-7 月

小型流量計とアンケ

量計はカウンターとセットになっているプロペ

ート調査

ラ型の積算流量計で、共同研究者らが開発したも

第3回

2011 年 8 月

アンケート調査

のである。各蛇口の用途は、炊事、シャワー、洗

第4回

2012 年 3 月

電子端末によるアン

濯など固定されていることが多いため、この流量

第5回

2012 年 8 月

ケートとコミュニテ

計により調査期間中の用途ごとの水利用量の測

第6回

2013 年 8 月

ィ調査

定が可能となる。また、水洗トイレについてはタ
ンク内に利用回数を測るカウンターを設置する
20-30

とともに、1 回のフラッシュで必要となる流量を
各トイレにおいて確認した。なお、調査期間はハ

<1

>30

15-20

1-2

ノイ市において、春季から夏季に該当し、比較的
水利用が多い期間を含んでいる。
2-5

第 3 回以降の調査では、実地調査およびインタ
10-15

ビュー調査を実施した。実地調査では，洗濯機や
トイレ，シャワーなど家庭内の水利用機器の確認
を行った．インタビュー調査では，第 3 回までア
ンケート用紙を印刷して実施していたが、第 4 回
からは iPad にアンケート票を実装して実施した。

5-10

質問内容は，家族構成や収入など家庭の基本情報，
水源，さまざまな用途への水の利用状況，水道料

図 1 対象家庭の月収分布（単位：百万ドン）

金，水利用に関する意識，などである．いずれの
調査でも対象家庭は地域のコミュニティ関係者

表 2 用途ごとの水利用量と構成比

の紹介のもとに、協力意向のある家庭に対して実

用途

利用量

構成比

（L/m3）

(%)

トイレ

18.6

28

洗濯

16.2

24

シャワー

10.4

15

台所

15.7

23

洗面、その他

6.8

10

施した。
対象コミュニティは、第 2 回は郊外部を中心に
6 カ所、第 3 回は第 2 回の対象地区に都心部を追
加した 10 カ所、第 4 回以降は 3 カ所のコミュニ
ティに絞って実施している。
図 1 は第 3 回調査以降の対象家庭 406 軒の収入
分布である（百万ドンは約 5 千円，2014 年 1 月現
在）
．約 4 割の家庭が 5-10（百万ベトナムドン）
であり，これはハノイ市全体における平均月収と
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査では流量計が取り付けられない蛇口もあり、実

ィである。VQ (Vin Quynh)は南部の最も離れたコ

際の家庭内での水使用量はこの値より大きいこ

ミュニティであり、今後都市化が進むと予想され

とが十分に考えられる。構成比としてはトイレ、

る地域である。

洗濯、台所の順となり、我々のグループがタイの

表 2 はこれらのコミュニティにおける対象家庭

チェンマイやコンケンで調査した結果と比べる

の水源の状況を示す．水源ごとの利用率は水道水

と、シャワーへの利用が少ないことが分かった。

が 77%，地下水が 54%，雨水 40％，ボトル水 10%

また、第 4 回以降の調査で集中的に調査を実施

であり，多くの家庭で複数の水源を利用していた．

した 3 つのコミュニティにおけるインタビュー調

特に VQ 地区では水道がない地域や水道が敷設さ

査からコミュニティごとの水利用状況の違いに

れているものの機能していない地域もあり，地下

ついて検討した。3 つのコミュニティのうち図 4

水や雨水が多く利用されていた．それに伴い水利

中の BB (Bac Bien)はハノイ中心部からホン川の

用機器の普及状況や皿洗いなどの水利用の方法

対岸であり、既に都市化がある程度進展している

についてもコミュニティによる違いが見られた．

コミュニティである。TT (Thanh Tri)は南東部に位
置し、最近急速な都市化が進んでいるコミュニテ

a

水道水 地下水
○
×

表 2 対象家庭の水源
雨水 ボトル水 VQ
×
×
4

TT
46

BB
44

合計
94

b

○

○

×

×

8

23

26

57

c

×

○

○

×

54

0

0

54

d

○

○

○

×

13

10

5

28

e

○

×

○

×

11

13

1

25

f

○

×

×

○

3

4

4

11

g

○

○

×

○

2

1

5

8

h

×

○

○

○

5

0

0

5

i

○

○

○

○

3

0

0

3

6

0

0

6

j

その他のパターン

VQ 地区については市の水道事業としての水供

（5） 調査のまとめ
これまでの調査の成果をもとに、2013 年 8 月に

給システムの普及は目途がたっておらず、しばら

TT 地区で、2014 年 7 月に VQ 地区でコミュニテ

くは雨水や地下水などの個別水源を利用しなけ

ィ内のさまざまな組織の代表者を集め、各コミュ

ればならない状況である。一方で、これらの個別

ニティにおいて今後どのような形で水供給シス

水源の貯水槽を対象とした簡易水質調査を実施

テムを整備していくべきかについて議論をする

したが、衛生的に懸念がある水源が多く存在し、

ミーティングを開催した。

住民による個別水源の適正な管理が必要である

TT 地区においてはこれまでコミュニティ水道

ことがわかった。

を利用していたが、最近ハノイ市水道局から受水

なおここで紹介した内容は、お茶の水女子大

するようになった家庭が多い状況であるが、水圧

学・大瀧雅寛教授、東京大学・窪田亜矢教授、一

や水質に対する不満が多く聞かれ、市の水道事業

橋大学・大瀧友里奈准教授、ハノイ土木工学大学・

に対する不信感が見受けられた。市域全体を管理

Tran Tien Viet Nga 講師らの研究グループと共同で

する水道事業では、急激に発展しつつある郊外部

実施しているものである 1),2),3)。

のコミュニティのニーズに対して十分に対応で
きていない状況があった。
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3. 今後の研究展望

コミュニティごとに複数提案する。またこれらの

（1）

オプションについて、水量や水質面、維持管理、

短期的な研究課題

これまでの水供給システムに関する調査から

コスト、その他の環境影響など利点と課題を多角

わかったことは、都市化が急速に進行しているコ

的に評価するとともに、住民の選好を分析するた

ミュニティでは、水をコミュニティ単位で管理す

めのアンケート調査を複数回実施する。アンケー

るというライフスタイルが流行遅れと受け止め

ト票をタブレット端末に実装して回答者が視覚

られ、画一的な水道施設の整備が進んだが、実際

的な情報をもとに回答できるように工夫する。調

には施工不良、供給水量や水質の問題など、多く

査対象数は 200～400 軒を想定している。アンケ

の課題を抱えているという状況であった。

ート調査から、一対比較（階層分析法）や 2 項選

これをふまえ、コミュニティに適した水利用シ

択（コンジョイント分析）、支払意思額、などの

ステムの計画立案や適切な運営を行っていくた

情報を収集して、各水利用オプションに対する選

めには、住民のオーナーシップを高め、コミュニ

好を明らかにするとともに、経済性、利便性など

ティとして主体的に運営するための具体的な手

選好に影響を与える要因について分析する。また、

法を開発する必要があるという考えに至った。

住民が主体的に水利用システムの計画、維持管理

そこで、複数の都市化進行コミュニティを対

に関わっていくうえでの重要な要因を抽出する。

象に以下の研究項目を学外の研究者らとともに
実施し、住民のオーナーシップやコモンズに対す

（3） 長期的な研究課題

る意識を高めつつ、コミュニティ固有の水源を多

当面は水供給を対象に研究を進めるが、コミュ

元的に活用した水利用システムをデザインする

ニティにおける廃棄物管理やリサイクル、Waste-

ための実践的な方法論を開発する。

to-Energy などのエネルギー利用等を視野に入れ

ⅰ オーナーシップ向上を促すための手段として、

て、得られた知見を整理していく。

水使用量の「見える化」が可能な小型流量計の

このような地域単位で導入が進められる環境

効果と課題について検討する。

インフラの整備において、住民のオーナーシップ

ⅱ 半構造化インタビューやアンケート調査を行

を高めることが低炭素で循環型の環境インフラ

い、階層分析やコンジョイント分析を用いてさ

の実現に有効であると考えられるが、その実現の

まざまな水利用オプションに対する選好とそ

ための方法論をまとめていくことを目指す。

の要因を明らかにする。
ⅲ 現地でのワークショップを随時開催し、提案
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次に、多元的な水利用システムのオプションを
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途上国の都市公共交通システムの構築
－インフォーマル交通を取り込んだ交通体系－
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Urban Public Transport System in Developing Countries
—System including informal Transit—
１. 研究概要と研究計画

２．今年度の研究成果：ラホールの新しい都市内

途上国では，パラトランジットをはじめとする

路線バス利用者の満足度調査

「インフォーマル交通」が都市内の公共交通手段

(1) Introduction

として重要な役割を果たしていることが多い．た

This study aims to explore the public satisfaction with

とえば多くの東アフリカ諸国では，14 人乗り程度

Daewoo urban bus service, and suggest potential

のバン車両による路線固定型の乗り合い交通が

improvements in Daewoo Bus service and for whole

みられる．これらのインフォーマル交通は，道路

public transportation system. A questionnaire survey

混雑の要因となる，低い安全性など，多くの問題

was conducted in Lahore and 631 usable samples

が指摘されているが，一方で，都市鉄道や大型車

were obtained. The analysis results revealed that

両による路線バスなど，近代的で「フォーマル」

symbolic, functional, cost and time factors are

な都市公共交通体系を補完するものとして，積極

important determinants of commuter’s satisfaction

的に位置付けていくことが重要である．国際共生

with service quality of a public transportation mode.

社会研究センターでは，アジア・アフリカ諸国を

This study implicates that there is need to improve

中心として，パラトランジットとしての長所を生

level of symbolic and functional attributes in order to

かしつつ，現状のインフォーマルな交通手段を

enhance public satisfaction, but keeping travel cost

徐々に「フォーマル化」していていくことで，こ

factors on lower side. The findings would be helpful

れらの交通手段を組み込んだ「都市交通体系」を

in taking mandatory steps to improve service quality

構築するための，さまざまな研究を行っていく．

of Daewoo bus service and other public transportation
modes.

これまでも，フィリピン，ベトナムを中心に，
パラトランジットの活用，小型私的交通(バイク

(2) Daewoo Bus Service in Lahore

など)と公共交通との関係，自動車利用から公共

Lahore is the second largest city of Pakistan with

交通へのシフトの可能性などについて，前センタ

population of almost 8.65 million and surface area

ーにて研究を行ってきた．今後の 5 年間では，東

1792 Km2 (JICA 2012). It is the most advanced

南アジア諸都市に加えて，主に東アフリカ諸国の

district of Punjab province and almost 81.7%

都市をいくつか選定して（たとえばナイロビ），

population is urban (Faiza and Jamal 2009). The

パラトランジットの利用意向，自家用車保有者の

vehicle growth rate has reached to 17% per year

自動車利用意識および公共交通への態度，改良さ

between 2004 and 2008 in Lahore (JICA 2012).

れた都市公共交通への自動車保有者の転換意向

Now-a-days, Lahore citizens are showing a high trend

を明らかにして，インフォーマル交通を活用した

of

都市公共交通体系構築へのロードマップを示す。

tremendously increased by 483% during the last
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motorcycle

ownership,

which

has

been

decade. Motorcycle almost accounts for 45% of road

1-2 days a week, 3-4 days a week, and 5-7 days a

traffic (Urban Unit 2010), whereas 22.4% of modal

week. In part three, various attributes of Daewoo bus

share (JICA 2012). The share of motorcycle is almost

service were selected as presented in table 1 and

two times of public transport in the modal share of the

evaluated using a four point Likert scale i.e. not

city and even sometimes uses as a family mode.

satisfied (1), less satisfied (2), satisfied (3) and totally

Sammi Daewoo's Korean owned company operates

satisfied (4). In this study, it was hypothesized that

four routes within the Lahore city and two suburban

four-point ordinal scale is appropriate considering a

routes connect urban parts with two nearby districts.

questionnaire survey in developing country and

Daewoo City Bus was the first environmental and

reliability of data in grasping the actual behavior. The

technological revolution in urban transport sector in

questionnaire was designed to get opinion of different

Pakistan when state of the art buses with advanced

mode users about Daewoo bus service. The response

and more powerful engines were introduced in 1999.

of different modes users helps in assessing their

Moreover, provision of air-con, call bell and

intentions with the Daewoo city bus service.

announcement system was part of this modernistic

Table 1: Attributes of service quality of the bus

change in urban transport culture. Daewoo bus service
has almost hundred buses; they are air-conditioned
and provide better comfort to the passengers. The
length of some urban routes of Daewoo bus service is
more than the suburban routes i.e. almost 30 km. The
fare is charged based on distance for urban routes
whereas flat fare is charged for suburban routes.
Daewoo bus service has well educated and trained bus
crew (drivers and conductors) compared with other
private operators in the city. People prefer to use
Daewoo bus service due to better comfortably and

Seeking the objectives of study, data was collected by

reliability of service even with higher travel cost. The

interview based survey in Lahore. A total of 631

frequency of bus service is provisionally fixed and

usable samples were collected through survey which

also adjusted based on the demand.

is conducted at thirteen different locations. These

(3) Questionnaire Design

locations included railway station, public transport

A comprehensive questionnaire was designed to know

terminals, Badami Bagh, major commercial areas, and

the socio-economic characteristics, travel pattern, and

several private and civil organizations located in CBD.

satisfaction

The respondents were selected randomly at selected

with

Daewoo

bus

service.

This

questionnaire was included following three parts:

locations and interviewed with the help of university

1) Personal information: sex, marital status, age,

students. The targeted groups were mainly consisted

household members, personal and household income,

of students, government and private employees,

education, occupation, car and motorcycle ownership.

business and shops related people.

2) Trip information: travel pattern with different

(4) Analysis of Perceptions to Service Quality of
Daewoo Bus Service

modes and for different trip purposes.
3) Level of satisfaction with service quality of

1) Overall opinion

Daewoo Bus Service

The results of perceptions to service quality attributes

In part 2, travel pattern with different modes and for

of Daewoo bus are presented in Fig. 1. More than

different trip purposes was asked using the following

60% of the respondents are satisfied with punctuality,

scale: Never, a few times a year, a few times a month,

travel time reliability, and convenience level of bus
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service. Approximately 70% of the respondents are

sample, as stated above a comparison was made

satisfied with physical condition of bus, comfort level,

between four identified segments with Daewoo bus

safety and security of bus service. The satisfaction

service as presented in Table 3. This comparison is

level for attitude of bus drivers and conductors is

made

almost 65%. Physical condition of bus stop, walking

“satisfied” as threshold satisfaction point from four

time to bus stop, ticket and fare collection system,

point ordinal scale. Satisfaction level is represented by

travel cost, and bus frequency attributes got less

‘■’ and more number of ‘■’ means higher satisfaction

satisfaction from the commuters. This indicates that

level of a particular group with a particular attribute of

Daewoo bus service needs to increase service

service quality. From table 3, it is clear that car

frequency and reduce fare level in order to increase

oriented respondents have lower satisfaction with

public satisfaction and attraction. The geographical

most of attributes of service quality except travel cost

coverage both in terms of routes coverage, and bus

or fare. This is, because they belong to middle to high

stop need to address in future. The introduction of

income category and higher travel cost does not make

electronic fare collection system can also enhance the

much impact on them. Comparing other three groups

performance of bus service because the commuter’s

for travel cost, non-motorized oriented group has

satisfaction is less with the current ticket and fare

lower satisfaction with travel cost, which is due to low

collection system attribute (i.e. manual method) of the

income level. Walking/bicycle users seem to be highly

service quality.

satisfied with most of service characteristics, however,

2) Distribution of satisfaction across different

they do not use due to higher travel cost. After

mode users groups

on average satisfaction as well as taking

non-motorized groups, motorcycle users have more

Based on frequent mode usage the sample strata was

satisfaction with service quality attributes and ranked

categorized into four segments i.e. car oriented

as second. Nevertheless, they prefer to use their own

(including

motorcycle

vehicle due to flexibility and lower travel cost as

oriented, public transport oriented, and walking or

compared to public transport. It is believed that travel

bicycle users (non-motorized modes: NMM). The

cost by Daewoo bus or other public transport

number of samples in car, motorcycle, public transport,

modes are higher than motorcycle travel cost.

and NMM groups are 204, 224, 145 and 58

Public transport users can be ranked as third in

auto-rickshaw

and

taxi),

respectively. Using this classification scheme of
satisfaction with service quality.
Figure 1: Overall public satisfaction with quality of service of Daewoo bus
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Table 2: Distribution of different mode users ‘satisfaction with Daewoo bus service quality

Car
Motorcycle
Public transport
Service Quality Attributes
oriented
oriented
users
Routes coverage
■
■■■■
■■■
Punctuality
■
■■
■■■
Travel time reliability
■
■■■■
■■■
Bus service frequency
■
■■■
■■
Travel cost (fare)
■■■■
■■
■■■
Crew attitude
■■
■■■
■
Safety and security
■■
■■■■
■
Waiting time at bus stop
■
■■■
■■
Comfort level
■
■■■
■■
Convenience level
■
■■■
■■
Vehicle physical condition
■
■■■■
■■
Routes and schedule information
■
■■
■■■■
Walking time to bus stop
■
■■■
■■■■
Physical condition of stop
■
■■
■■■■
Ticket and fare collection system
■■
■
■■■
Overall evaluation of performance
■
■■■
■■
Note: More ‘■’ means higher satisfaction with Daewoo bus service attribute

Walking/
bicycle users
■■
■■■■
■■
■■■■
■
■■■■
■■■
■■■■
■■■■
■■■■
■■■
■■■
■■
■■■
■■■■
■■■■

This ranking can also be compared with overall

people’s satisfaction is positively affected with the

evaluation

1:

change of symbolic, functional, and cost and time

non-motorized; 2: motorcycle; 3: public transport

attributes of service quality. The analysis results

users; and 4: car oriented. It is believed that car users

implicate that there is need to increase spatial and

generally perceive less satisfaction with public

temporal coverage (i.e. routes coverage and service

transport modes and evaluate considering worst

frequency) with low travel cost in order to make it

scenario (Beirao and Cabral 2007) and it is also true in

more satisfactory service from perspective of all

this study.

modes users. Improvement in symbolic attributes such

(5) Conclusions and discussion

as trained crew, better vehicle condition, safe and

This study evaluates the commuter’s satisfaction with

secured service would result in better public

quality of service of Daewoo city bus service in

satisfaction. Convenient, comfortable and secured

Lahore. It is found that more than 60% of respondents

public transport service is very important in order to

are satisfied with most of the attributes of service

attract female users and people belonging to different

quality except travel cost (i.e. fare), service frequency,

socio-economic groups. Service frequency, reliability

physical condition of bus stop, and egress/ingress time.

and punctuality are the key service quality dimensions

Among all modes users, car oriented group has low

that required proper attention at each stage of planning

satisfaction with service quality and non-motorized

and operation. It is suggested that dynamic approach

(walk/bicycle users) group is found to be highly

is required in scheduling the service because it has

satisfactory with most of attributes except travel cost.

major impact on commuter’s mode choice behavior.

of

service

performance

i.e.

It is argued that there is need to decrease fare level of
bus service in order to make it affordable for low

本稿の「今年度の成果」は，下記にて発表した論文の一部
から構成している．
Muhammad Ashraf JAVID, Toshiyuki OKAMURA, Fumihiko
NAKAMURA: Public Satisfaction with Service Quality of
Daewoo Urban Bus Service in Lahore, Journal of the Eastern
Asia Society for Transportation Studies, Vol. 11 (2015) p.
1097-1108

income people or non-motorized group. The decrease
in travel cost would help in keeping existing users and
also to attract potential users. The results of factor
analysis and structure of satisfaction reveal that
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The local society and self-organization in rural development
くない。そうした地域社会の場合、円滑な協同行

１. 研究の背景

動が行なわれることを前提にコミュニティベー

農村開発の実践の場において、住民の「参加」
の重要性が重視されるようになってから久しい。

スの天然資源管理プログラムを導入したとして

しかし、農村開発の現場で見られる「参加」の中

も期待した成果を出すのは容易ではない。
フィリピンで長年にわたって実施されてきた

身には実際には大きな幅が存在する。たとえば、
開発プロジェクトを援助ドナー・NGO 等が現場に

コミュニテイ・フォレストリー・プログラムはま

持ち込みそれを了承するといった受動的な参加

さにその失敗例だとされる（Hayama 2014）。フィ

形態もあれば、開発ニーズの見極め、実施までを

リピンでは1980年代末から90年にかけて実に多

1

住民が主体的に行なう能動的な参加もある 。どの

くの住民参加型森林管理プログラムが導入され

ような「参加」が有効かはプロジェクトの対象と

た。その数は2014年時点で約1800にものぼった。

分野や具体的内容によるところもあるが、それと

その大半は援助機関の支援によって形成された

同時に対象とする地域社会の特性にも規定され

ものである。これらのうち、援助事業者の撤退後

る。

も継続して森林管理を行なった住民組織はほと

たとえば、天然資源の持続的利用を目的とする

んどなかったとされる。Hayama（2014）によれば、

プログラムを考えてみよう。いわゆるコミュニテ

その原因は、フィリピン農村社会が森林管理を長

ィをベースとした天然資源管理プログラム

期的に持続させていく能力、あるいは組織力を、

（Community based natural resource management

持ち合わせていないことによる。すなわち、主と

－CBNRM）はこれまで多くの途上国で実践されて

して二者関係のネットワークで特徴づけられる

きた。その背景にはしばしば住民が排除される形

フィリピン社会は、小規模かつ短期的な組織形成

をとる政府主導の天然資源管理の失敗への反省

は得意だが、長期的な組織形成は不得手とするた

があった。CBNRMが推進される前提には、住民が

め、森林管理のような長期的な目的の場合には機

当該天然資源の性質を政府よりも熟知し、また生

能不全を起こしてしまうのである。そうした地域

計を依存する以上持続的な利用に対するインセ

社会の特色をきちんと見極めずに森林管理プロ

ンティブをもつということがある。加えて、途上

グラムを持ち込んだ帰結がプログラムの失敗だ

国の「コミュニティ」の凝集力は強固であり、住

ったのである。

民は協同作業に一丸となって取り組むことに適

上記の例が端的に示すように、開発プログラム

している前提も加わる場合が多い（Agrawal and

が期待される成果を挙げるためには、その対象と

Gibson 1999）。ところが、実際にコミュニティ内
部の構造を見ると、経済的あるいは社会的に一様
ではなく、そこには利害の対立があることは珍し

する地域社会の特色、とりわけ組織力のあり方を
見極め、プログラムとのミスマッチを最小限に抑
えること、さらにはその既存の組織力を最大限に
活かすことが重要となる。

1

参加型開発の手法に関しては、野田（2003）を参照。
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本研究は以上のような問題意識に基づき、地域

部での開発プログラムの展開は一部に限定され

社会の特性を生かした住民の組織化とはどのよ

ていた。

うなものなのか、そしてそれを実際にいかに開発

しかし、テインセイン政権は貧困削減を主要な

実践につなげていくにはどうすべきかを明らか

政策アジェンダに掲げるようになる。またアウサ

にすることを目的とする。こうした分析を通じて、 ンスーチー氏ら民主化勢力との国民和解の進展
草の根レベルでのより効果的な国際貢献に資す

が国際社会からも一定の評価を受け、海外援助機

ることを目指す。

関の支援も増大し始め、その重点分野の一つに農
村開発が挙げられるようになった。2015 年 11 月

２．ミャンマーの農村開発実践と住民組織化の概

に実施された総選挙ではスーチー氏率いる国民

要

民主連盟が大勝したが、円滑な政権移譲が実現さ

本研究では、農村開発実践と地域社会、とりわ

れれば、ますますこの傾向は強まると考えられる。

け住民組織化のあり方を分析するとともに、さら

こうした文脈で、農村開発の実践と地域社会の

にはそれに外部から働きかけるにあたっての方

あり方を分析するにあたって、ミャンマーは様々

法論を探る。それにあたって、農村部に人口の 7

な興味深い材料を提供してくれると考える。

割が居住し、かつ農業部門がいまだ経済に大きな
割合をしめるミャンマーを対象として検討する

(2) ミャンマーの農村社会の特質に関する予備

予定である。

的考察
ミャンマーの農村地域社会の構造、組織力に関

(1) ミャンマーの農村開発をめぐる状況

して、筆者は 1990 年代半ばに政府によって導入

ミ ャ ン マ ー で は 2011 年 か ら テ イ ン セ イ ン

されたコミュニティ・フォレストリー・プログラ

（Thein Sein）政権が本格的な経済改革を開始し、

ムの農村レベルでの実態の分析を行なった

農業分野においてもそれまで長期にわたり棚上

（Okamoto 2014）
。基本的に農村開発をボトムア

げになっていた生産、農地、流通政策の改変が進

ップで実施するという発想を持ち合わせていな

められている（岡本 2015）
。軍政時代の政策と比

かった軍事政権の下で、このコミュニティ・フォ

較してもっとも大きく異なる点は、政策の重点が

レストリープログラムは唯一政府主導で実施さ

農村住民の経済厚生の改善、端的には貧困削減に

れた住民参加型プログラムといってよい。ミャン

置かれていることである。軍政期の経済運営は社

マーの森林資源の減少の主な原因の一に農村住

会主義期の遺制が色濃く残ったものだった。その

民の日常生活で使用する薪需要増大がある。同プ

中で、農業政策もそのほとんどが数量的計画（た

ログラムはこうした薪需要の充足を一つの目的

とえば作付面積等）の達成で専らはかられ、農家

とした。具体的には、住民が主体的に森林を管理、

経済の状況などが顧みられることはほとんどな

利用を推奨するために、本来国有である森林地の

かった。農村部の貧困、とりわけ経営農地を保有

利用権を期間限定で住民グループに認めるとい

しない層の存在をそのものの認知を避けてきた

うスキームであった。このプログラムは、森林面

節もある。そのような中で、軍事政権が国際世論

積の減少が深刻化していた３つの地域で重点的

の強い批判にさらされ孤立を深めていったこと

に始まった。

で、世界銀行などの多国間援助機関の支援はもち
ろん二国間の対ミャンマー支援も限定されてい

同プログラムの展開を３つの地域の農村部で

た。加えて政権が農村部での国際 NGO 活動に対し

検討していくと、以下のような特徴が浮かびあが

2

疑念の目を向けていたこともあって 、農村・農業

った。

2

上に持っていたからだと考えられる。しかし、2008 年に
サイクロン・ナルギス被災後、その警戒感はやや緩み、少
しずつであるが NGO の活動範囲が拡がっていった。

これは、農村部で海外の機関が自由に活動した場合に農
村部の困窮状況等に関する情報が海外に伝わり、さらに政
権批判が強まるのではないかという懸念を政府が必要以

2
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まず、ミャンマーの場合、村（village）が開

3)

資源動員メカニズム

発プログラムの受け皿ないし単位として最適で

村内の道の補修等に労働力が必要となった場

あるということである。村（Village）は行政組

合、各世帯１人ずつの労働力を動員する、または

織の末端にあたる村落区（Village Tract）を構

学校の補修に資金が必要ならば世帯から集金す

成する、自然村に近い単位である（図１）
。1 村の

るなど、村の主導で様々な資源を調達することが

規模は人口 50 人程度から 300 人程度と幅がある。

できる。こうした集金や労働動員を直接的に村人

また、村落区内に含まれる村の数は地域によって

に働きかけるのは、10 世帯組頭である。

差があるが、一般的には３～５のところが多い。

図１ ミャンマーの地方行政組織

図２ 村の社会構造・機能

出所：筆者作成

出所：筆者作成
4)

次に、「村」が基本的な単位になるのは、以下

意思決定メカニズムとも密接に関連するが、

の５つの機能が備わっているからである。
1)

履行力（Enforcement power）

その中心となるアクター（村長、10 世帯組頭、重

意思決定・伝達メカニズムの存在

立など）は村人に対する影響力を保持しているこ

村長は住民の総意によって選ばれ、それを支え
3

、ま
る 10 世帯組頭 、及び重立（村の長老を含む）

とから、何らかの協同行動をする際に村内で一定

た時には僧侶も加わって意思決定がなされる(図

の履行力を発揮することができる。また、村が独

2)。事案の軽重により、この意思決定サークル内

自のルールを定めているケースもある。

のみで決定するか、もしくは村民全体にはかるか
が決まる。決定された事項は、10 世帯組を通じて

こうしたことから、ミャンマーで住民参加型の

各世帯に伝達される。

プロジェクトを行なう場合、村を単位すれば社会

2)

構造との親和性が高くなり、加えて上記の機能を

村ベースの組織設立と維持

住民のニーズに合わせて、村が独自で（オフィ

うまく取り込み活用するならば、そのプロジェク

シャルな行政ラインとは無関係な）組織を作るこ

トは持続的かつ効果もあがりやすいものとなる

とがしばしば観察される。たとえば、住民間に電

であろう。

気を引きたいという要望が高まり、それに住民の
大半が合意した場合、電力委員会が作られ電化の

３.今後の研究計画

ための資金調達やメンテスなどが行なわれると

本研究では以上のような村の社会構造とそれ

いった例があげられる（図２）
。

がもつ機能を念頭に、以下の二つの分析を重点的
に取り組む。まず、実際に現在実施されている開
発プログラムの取り組みをとりあげ、地域社会と

3

10 世帯組とは村内の世帯（通常は隣接世帯）を 10～15
世帯ごとに作られたグループ。そのリーダーは、その世帯
内で決定される場合が多い。

の親和性、ないしミスマッチを検討する。次に、
3
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さらに一歩進んで、開発プログラムの実施に外部

分析には、上述の共有資金運営の事例に加えて、

アクターが、プログラムの有効性を高めるために、

実際にミャンマー農村にて参加型開発に取り

いかに地域社会に働きかけることができるのか、

組む NGO（Action Aid）の活動を分析対象とし

その方法論を探っていく。

て取り上げる。同 NGO は村外のファシリテータ

組織化と組織運営のあり方と地域社会との関

ーを育成し、ファシリテーターが村人と一緒に

係に注目して、重冨は以下のような類型化を行な

生活改善のために必要な課題を洗い出し、その

っている（重冨 2012 p.12）
。

課題克服のための具体的な処方箋を考え、実施

(1) 地域社会共有資源管理

していく方式を採用している。その活動のなか

地域社会の資源を地域社会が管理運用す

で期待通りの成果をあげたケース、同時にうま

るタイプである。先にあげたコミュニテ

くいかなかったケースなどの事例を分析する

イ・フォレストプラグラムで、村が森林の

ことにより、外部アクターの働きかけに関する

管理・利用のルールを決め役割を村人間で

方法論の構築を目指す。

分担するものなどが該当する。
(2) 私的主体資源管理

参考文献
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平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要

MDG 達成支援に向けたセンターの活動と新規研究の始動
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）教授
北脇

秀敏

Center's Work Plan and Commencement of New Research Project for the Support of MDG
１. 研究プロジェクトの位置づけ

の達成への貢献を目指すこととした。

開発援助大綱が見直され、国際貢献も相手国へ
の裨益に加えて援助国の利益も重視されるよう

２．センターの研究目的

になってきた。国内では東京オリンピックの開催

本研究プロジェクトはポスト MDG において必

に向けたグローバル化の一環として観光産業の

要とされる国際貢献のあり方に関する研究を新

振興も大きな課題となっている。国際的にはポス

規に立ち上げるものであり、途上国の社会インフ

ト MDG として平成 27 年に国連総会で決議され

ラの充実による内発的発展を目指している。すな

た「Sustainable Development Goals が大きなメルク

わち開発途上国における「社会・経済基盤形成の

マールとなっている。

研究」「社会形成のための人材育成研究」「ビジ

こうした背景のもと、｢社会教育｣と｢開かれた

ネスによる持続可能な社会生成の研究」の３つの

大学｣を目指して 128 年前に建学された東洋大学

研究分野を通じてグローバル化時代の国際貢献

は、今日のグローバル化の波に対応して変革を進

手法を開発し、実践する。生活環境が劣悪で絶対

めている。大学が果たすべき３つの使命である

的貧困に悩む要重点的支援地域で必要とされる

「教育、研究、社会貢献」に対応し、教育分野で

国際貢献手法の実践的研究を目指す。センターで

は文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支

は、アジア地域における過去 13 年間の研究活動

援事業（タイプ B)」の採択に伴いグローバル人材

で国際共生や内発的発展に関する５冊の書籍を

の育成を進めている。また JICA の BOP ビジネス

発行するなど知見を蓄えてきた。この主旨を継承

連携促進事業をはじめとして ODA 案件を大学と

しつつも、さらに発展させた研究を行うため、セ

して受注するなど国際的な社会貢献を行ってい

ンターではフィールドをアフリカ地域に拡大し、

る。本構想の提案組織である東洋大学国際共生社

研究成果を ODA 案件等にフィードバックするた

会研究センターの研究者が所属する国際地域学

め、平成 27 年度～31 年度にわたる実践的研究を

研究科では、アフリカとのビジネス促進のための

展開することを目的としている。

ABE イニシアティブによる学生を平成 26 年度か
３．研究の特色と意義

ら受け入れ、国のアフリカ重視の政策と歩調を合
わせている。こうした背景のもと、小職がセンタ

本プロジェクトの学術的特色は、第一に複雑な

ー長を務める国際共生社会研究センター（以下、

事情を抱える途上国への国際貢献についての実

「センター」と称す）は、プロジェクト「アジア・

践的研究を行うために技術面、経済面、社会面、

アフリカにおける地域に根ざしたグローバル化

環境面など多くの専門分野にまたがる研究者が

時代の国際貢献手法の開発」実施を通じて SDG

連携して研究を進める点である。本プロジェクト
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に携わる研究者の多くは、学際領域である国際地

経済基盤形成」に関しては、SDG に示される 17

域学研究科に所属しており、地域開発や産業振興

ゴールに沿った研究を行う。すなわち①貧困撲滅

を分野横断的に研究することができる。このため

②飢餓・食料安全保障・栄養・持続可能な農業③

途上国で必要とされている内発的発展に絡む複

健康④質の高い教育・生涯教育⑤ジェンダー平

雑な問題を包括的に取り上げ、最適な解決へ向け

等・女性のエンパワーメント⑥水衛生⑦エネルギ

た指針を構築することが期待できる。また同研究

ー⑧経済成長・雇用⑨インフラ・産業⑩不平等削

科に国費等で受け入れた途上国の国家公務員が

減⑪都市・居住⑫消費・生産行動⑬気候変動⑭海

自国の発展に尽力していると共に、過去に RA と

洋資源・海洋⑮生態系・森林・砂漠・土地・生物

して勤務した多くの留学生が学位取得後母国の

多様性⑯平和で包摂的な社会・正義・能力のある

大学で教鞭をとっている。こうした人脈や研究活

組織⑰実施手段・グローバルパートナーシップ、

動の過程で構築したネットワークを活かしつつ

の各項目をカバーする。

研究を進めることが第二の特徴である。本研究で

第二の研究分野である「途上国における社会形

は現地に派遣中の同研究科所属の青年海外協力

成の人材育成研究」については国際地域学研究科

隊員や JICA 職員、国際コンサルタント、NGO、

が参画している「アフリカの若者のための産業人

企業等の実務家とも連携して途上国のフィール

材育成イニシアティブ(ABE イニシアティブ)」が

ドと密接な関係を持ちつつプロジェクトを展開

アフリカ地域の開発に与える効果をリアルタイ

する。

ムで検証するため、アフリカ拠点を形成するとと

本プロジェクトは、国際貢献手法の開発に止ま

もに研修員と連携を取りながら現地調査を行う。

らずフィールドにおける実践を伴うという点で

またセンターの RA 出身者が、現在多くのアジア

意義がある。東京のセンターに加え、アジアでは

途上国で大学教員となっているが、そのネットワ

タイにある本学事務所をはじめ、数カ所のアジア

ークやセンターの海外協定締結大学等を通して

拠点を活用し、実践的研究活動を行う。一方でア

各国の人材育成過程を検証する。さらにスーパー

フリカ地域は、天然資源の獲得の上でグローバル

グローバル大学創成支援事業や英語で講義を行

社会の国益が衝突する場であるとともに国際協

う各学部との連携により途上国の人材育成を検

力が最も難しい地域である。本研究プロジェクト

証する。

では、こうした難しい課題に取り組むためにアフ

第三の研究分野である「ビジネスによる持続可

リカにも研究拠点を設け、適正な国際貢献手法の

能な社会形成の研究」に関しては、産業界との連

開発のための実践を行うという点でも意義があ

携に加えて、すでに東洋大学として受注実績のあ

る。

る JICA の協力準備調査(BOP ビジネス連携促進)
や、草の根技術協力事業等に応募して実際に途上

４．研究内容

国において案件を実施することにより参与型観

先に述べたようにセンターでは、ポスト MDG

察による実践的研究を行う。

を視野に入れた「途上国における社会・経済基盤
形成の研究」、大学等における人材育成を視野に

５．研究体制

入れた「途上国における社会形成の人材育成研

上記の３つの研究分野をカバーするため、研究

究」、実践的研究を視野に入れた「ビジネスによ

メンバーは途上国開発協力に携わる本学専任教

る持続可能な社会形成の研究」の３つの研究分野

員を中心に構成し、緊密に共同研究を実施してき

を設定し、それぞれの研究分野が有機的に連携す

た海外の研究者等を加えた。研究員はアジアとア

ることによりアジア・アフリカにおける地域に根

フリカにおける国際協力・地域開発分野から国際

ざしたグローバル時代の国際貢献手法の研究を

貢献手法を研究する国際地域学専攻所属教員と、

行う。以下に各研究分野の内容を示す。

観光や交通手段の整備による途上国の産業振興
の分野と内発的発展手法を研究する国際観光学

第一の研究分野である「途上国における社会・
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(2)平成 28 年度の主要活動

専攻所属教員等から構成されている。研究プロジ
ェクト本部は白山キャンパスの国際地域学研究

平成 28 年度には、海外研究拠点を中心とした

科とし、従来連携を取ってきたアジア諸国では大

現地調査活動を強化するとともに、ミャンマー等

学のタイ、インド、マレーシアにおける在外事務

の東南アジア諸国において BOP ビジネス連携等

所を活用するとともに、学外研究者所属先の大

のスキームで事業期間２年の予定で JICA 案件を

学、政府機関等を中心とした研究拠点を設ける。

提案・実施する。センター研究員は調査団員とし

アフリカに関しては、ABE イニシアティブにより

てコンサルタント企業や製造業と連携して現地

社会人学生を受け入れるケニアや、研究員がフィ

で ODA 案件の実施を行う（産学官連携）。平成

ールドとしてきたウガンダ等のサハラ以南の諸

28 年度は、ABE イニシアティブで平成 26 年度に

国を中心に研究拠点を形成する。また研究助手を

受け入れたケニア人長期研修員が帰国するに合

雇用しフィールド調査と事務局運営担当とし、大

わせ、ナイロビに研究拠点を形成する。同時に、

学院博士後期課程の学生をＲＡとして雇用し、研

わが国の援助で水質保全を行っている世界的に

究補助に当たらせる。なお研究の作業監理は毎週

有名な世界遺産ナクル湖の環境と開発の両立を

行う事務局会議と毎月開催される全体会議、年１

議論するため、ケニアから専門家を招聘して平成

回の有識者から構成される評価委員会で行い、適

28 年秋に国際シンポジウム「（仮）アフリカにお

切かつ確実な遂行を担保する。なおセンターで

ける開発と環境」を開催する。なお、国際ワーク

は、３つの研究分野においてスムーズな進捗が得

ショップ、ニュースレター・年次報告書の刊行等

られるように、研究員等の組織は研究分野ごとに

は毎年のルーチンワークとして継続する。また次

グループ化するのではなく「国際貢献」「ビジネ

年度の活動に備え、本部から後援者の招聘国（未

ス」「アフリカ」の３テーマを設定し、各テーマ

定）に調査団を平成 29 年２月に派遣し、国際シ

にコーディネーターを配置した。

ンポジウム招聘予定者との交渉、研究テーマへの
協力依頼、共同研究者との打ち合わせを行う。

６．各年度の活動計画
(1)平成 27 年度の主要活動

(3)平成 29 年度～31 年度の計画

平成 27 年度は初年度であるため事務局の整備

東洋大学では観光分野の研究・教育を平成 29

を行った。また平成 27 年 12 月 11 日に国際シン

年度より一層強化する予定である。また東京オリ

ポジウム「グローバル化時代の国際貢献」を井上

ンピック支援のための協力協定を文科省（確認）

円了ホールで開催し、センターの５年間の活動予

と結んでいる。こうした動きと呼応して、平成 29

定の紹介や SDG と日本の今後の貢献に関する議

年秋に開催予定の国際シンポジウム「（仮）観光

論を深めた。また平成 28 年１月８日にはアフリ

産業における国際貢献－東京オリンピックを視

カ開発銀行等から講演者を迎えて国際ワークシ

野に入れて」ではアジア・アフリカの観光立国か

ョップ「アフリカと国際貢献」を開催、平成 28

ら政府要人を招き国際シンポジウムを行う。同時

年 １ 月 29 日 に は 国 連 World Tourism

に東洋大学では国際地域学部を改組し、国際イノ

Organization から講演者を迎えて国際ワークシ

ベーション学科を含む「国際学部」を設置するこ

ョップ"Responsible Tourism"を開催した。また

とにより国際貢献を大学の使命の一つと位置づ

平成 27 年度は活動報告として和文 1 号と 2 号、

ける。また研究開始３年目の平成 29 年度には、

英文 1 号を発行した。なお平成 28 年２月 21 日～

それまでの研究成果を取りまとめた書籍「（仮）

27 日にはケニアへ渡航し、協定先大学の開拓と平

グローバル化時代の国際貢献」を刊行する。

成 28 年度の国際シンポジウムへの招聘者の選考

平成 30 年度にはタイ、インド、マレーシアに
設置されている東洋大学の海外事務所をはじめ、

を行った。

海外研究拠点として協定を結んでいる研究機関
が位置するケニア（予定）、ウガンダ（予定）、
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バングラデシュ、中国、インドネシア等の各国で

生産活動に大きく貢献し、収入向上につながるこ

研究員による実践的な国際貢献手法に関する研

とを研究により把握してきた。このような井戸掘

究が行われる。また東南アジアにおける実践的国

削地域では、水管理委員会が効率的に機能し、地

際貢献の総括を行う。

下 200m～300m から揚水するためのポンプや駆

最終年度である平成 31 年度には、前年度まで

動のための発電機等の機械設備の維持管理や水

行って来た海外拠点における国際貢献手法の実

使用料金の貯蓄等の管理を行って来た。こうした

践研究の成果の定点観測結果が得られるため、そ

マネジメント組織を、今後電化を進める際に活用

の取りまとめと国際貢献手法の総括的書籍の編

すれば技術的・経済的に持続可能な形での開発が

集と発行、データの公表とアジア・アフリカにお

進められると考えられる。

ける研究成果を社会に還元させるための最終シ

ミャンマーにおける電化率は全土で約 32.4%で

ンポジウムの実施を構想している。またこれらの

あり、現在の国家電化計画では既存送電網から 3

情報を広く社会へ還元するため、公開講座等も開

マイル以内は速やかな送電線への接続が期待さ

催する。

れる一方、10 マイルを超える地域の電化は 10 年

以上の他、基本的に各年度共通の活動として途

以内に電化する目処が立っていない。このように

上国開発等の政府高官や専門家を海外から招聘

電化計画から取り残された地域においてはコミ

して国際シンポジウム／ワークショップを開催

ュニティベースの小規模な発電機の設置、小規模

する。また国内に向けた市民や実務者向けの公開

水力発電や太陽光発電などが選択肢としてあげ

講座の開催を年１回、研究プロジェクトの情報発

られる。センターの研究グループは、太陽光パネ

信を目的とした和文・英文ニュースレターの発行

ルやバッテリー等による電化を対象とした案件

をそれぞれ年３回、年次報告書の発行を年１回行

発掘のため現地調査を平成 27 年 12 月に行い、活

う予定である。

動を開始した。
現地調査では、BAJ の活動地域であるミャンマ

７. 新規案件へのアプローチ

ー中央乾燥地域の非電化地域においてソーラー

センターが重点分野として研究を行う SDG

パネルの普及状況、電気製品に対する住民の支払

は、多角的な分野にまたがる開発を目指すもので

い意思額の調査等を行った。また国策調査のため

あり、分野横断的な援助手法の開発に関する研究

村落開発を担当する中央省庁である畜水産村落

が望まれる。そのため小職らのグループは途上国

開発省の村落開発局を訪問し、センターで過去に

支援においても従来行われてきたようなセクタ

客員研究員として招聘した Dr. Zani min と情報

ー別の開発プロジェクトではなく、従来の援助の

交換を行った。また、国際協力機構のヤンゴン事

枠組みを超えるアプローチを模索している。すな

務所の水と電化の担当者やミャンマーで活動す

わち新しい試みとして、今まで小職らが進めてき

る NGO 等とも情報交換を実施し、関連プロジェク

た水供給セクターに関する研究に加えてエネル

トの進捗状況や周辺情報等を収集した。

ギー開発も含めた案件の形成と実施とを試みる

センターでは、単なる援助手法の研究に止まら

事とした。その具体的内容を下記に示す。

ず、その成果を実際の開発援助案件に活かすこと

小職らは日本の代表的な NGO の一つであるブ

を目的としている。上記の試みはその嚆矢となる

リッジ・エーシア・ジャパン（BAJ)のフィール

ものであり、今後こうした新規案件の発掘とセン

ドにおいて、井戸掘削による水供給施設の整備が

ターの研究活動とをリンクさせて行きたいと考

住民の生活をどのように改善するかの研究を行

えている。

ってきた。こうした地域では、伝統的水供給施設
であるため池からの水くみに伴う時間の損失が
住民の大きな負担となってきた。その近傍に掘削
された井戸は水くみ時間を大きく削減し、住民の
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平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要

防災・災害復興分野における国際貢献手法に係る研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）教授
松丸

亮

Research on International Contribution on Disaster Risk Management and Reconstruction
１. はじめに

の復旧も防災の範疇である。防災を「事前の備え

東洋大学国際共生社会研究センター（以下、共

～災害対応～復旧・復興～事前の備え」という途

生センター）のプロジェクト、「アジア・アフリ

切れのないプロセスとして扱う概念は、海外でも

カにおける地域に根ざしたグローバル化時代の

定着した概念である。

国際貢献手法の開発」は、今年度より文部科学省

災害が人々や人々の生活、社会や経済にネガテ

の私立大学戦略的基盤形成支援事業として採択

ィブなインパクトを与えるものであること、また、

された。筆者は、本年度より 5 年間の研究期間に

防災が事前の備えから災害を経て新たな備えま

おいて、防災・復興分野での国際貢献手法の開発

での途切れのない活動であることを考えると、防

に関する研究を行っていく予定である。

災（災害対策）により得られる効果というものは、

本年次報告では、プロジェクトの初年度である

以下の二つ、すなわち、「事前に対策を行うこと

ことを鑑み、防災・復興分野において国際貢献手

で災害によるネガティブなインパクトを減らす」

法の開発に関する研究を行っていく背景、意義、

ことと、「災害からの回復力を高めより早く復興

目的などを整理した後、これまで筆者が行ってき

する」という 2 つに集約される。

た関連研究と本プロジェクトにおける方向性概

しかし、筆者が主な研究対象とする開発途上国

観したうえで、今後４年間の研究の計画を示す。

に顕著な状況として、地方から都市への人口流
入・集中と、それに伴う災害に対して脆弱な土地

２. 研究の背景・意義および目的

への居住、慢性的な資金不足による、事前の対策

（１）研究の背景と意義

の遅れや復興の遅れがある。例えば、資金不足に

「災害対策基本法」では、『災害』を「暴風、

より事前の対策がない地域でひとたび災害が発

竜巻、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴

生すると、壊滅的な被害になり、被災者が受ける

火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若

経済的なインパクトは非常に大きく、人的資源と

しくは爆発その他その及ぼす被害の程度におい

物的な資産の両方を同時に失うことになり、災害

てこれらに類する政令で定める原因により生ず

から立ち直るのが非常に難しい状況に置かれる。

る被害をいう」と定義している。つまり、災害と

度重なる自然災害により繰り返される壊滅的な

は、異常な自然現象や事故などが人々の生活や経

被害は、開発を阻害し、貧困層の貧困を加速させ

済活動に負の影響を与えることと言い換えるこ

る負のサイクルとなり、社会が内包する課題を顕

とができる。さらに、同法では、
『防災』とは、
「災

在化させる。

害を未然に防止し、災害が発生した場合における

このような背景の下、開発途上国の防災分野を

被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることを

政府からコミュニティの全てのレベル、および、

いう」としている。防災という単語の感覚からす

関連する方面から強化するための方策と支援策

ると、災害の防止や被害の拡大を防ぐことのみに

（国際貢献手法）について研究を行うことは、開

捉えがちであるが、災害対策基本法では災害から

発途上国の開発の促進にとって意義がある。
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（２）研究の目的

表１ 「防災に関する発展段階モデル」

本共生センタープロジェクトの共通研究課題

段
階

が、
「アジア・アフリカ地域」と「国際貢献手法」
の開発であることを鑑み、本研究では、自然災害
を対象とした防災と災害からの復興分野におい

第１
段階

て、開発途上国が自律的に防災に取り組めるよう
な形を目指す上での支援方策を明らかにするこ
とを目的とする。

第２
段階

特に、政府レベルの能力強化、コミュニティ防
災活動の定着化、より良い復興に向けた被災者支
援、観光地を対象に持続的なビジネスに資する防
災についてその方策と支援策についての研究を

第３
段階

行っていく。
３. これまでの研究と本プロジェクトでの研究

第４
段階

の方向性
ここでは、筆者がこれまで行ってきた関連研究
と本プロジェクトの方向性について、
「２．
」で示

その国が持つ防災諸制度等
の内容
自然災害に関して全く事前の
備えをしていない。公共・個人共
に災害が起きてから個別の対応
をするのみ。住民のみならず行政
組織の構成員も自然災害や防災
に対する知識が少ない。
自然災害に関してある程度事
前の備えを行わないといけない
と感じており、ごく一部について
は構造物や予警報の実施をして
いる。しかし、防災を政策として
取り上げてはおらず、制度などは
未整備であり、防災を推進してい
く人材も限られている。
防災に関する制度がある程度
整っており、事前の備えに対する
投資（構造物および非構造物）も
ある程度行われおり、不十分では
あるが専門知識を持ち防災を推
進する人材もいる。
事前の備えに対する投資や制
度などがほぼ整備されており、あ
るレベルまでの自然災害に対す
る備えができている。備え以上の
災害については、保険などの市場
によるリスクシェアリングのシ
ステムが機能し始めている。

目安とする
指標の範囲
GDP／
HDI
人
2,000
0.5
ドル
以下
0.5

3,000
ドル

0.6

0.7
0.75

10,000
ドル

0.8

20,000
ドル

0.85
以上

出所：松丸（2009）

した研究課題ごとに論じる。
本プロジェクトでは、このモデルを改良するこ

（１）政府レベルの防災能力強化

とで、政府レベルの防災能力強化を効率的に支援

政治家や政府職員の防災分野に関する意識向
上も含めた形での防災行政に関する能力強化は、

するツールを開発・提案をしていきたい。

防災・復興を適切に進めていく上で最も重要なこ

（２）コミュニティ防災活動の定着化

とであり、1995 年の第 2 回国連防災世界会議で採

コミュニティレベルの防災能力強化は、政府レ

択された「兵庫行動枠組（HFA）
」において特に強

ベルの防災能力強化とともに、HFA において強調

調された点であり、HFA の採択以降、開発途上国

された分野である。特に、開発途上国では、政府

の防災能力強化に対し多くの支援がなされそれ

による防災投資があまり期待できないことから、

は一定の効果が得られたところであるが、この分

被害軽減における自助・共助の強化、つまりコミ

野の能力強化は依然として高いニーズがあり、多

ュニティ防災の推進は被害軽減に直接寄与する

くの支援が引き続き行われているところである。

手段として有効とされている。

能力強化の対象は様々であり、相手国の社会的

筆者は、これまで、スリランカやフィリピンを

能力に応じた支援が求められているところであ

対象にコミュニティ防災に係る研究を行ってき

るが、効果的な支援策検討のための方法論は十分

た。特にスリランカでは、JICA の支援活動の一部

な状況にあるとは言えない。筆者はこのような状

として行われた、コミュニティ防災能力強化活動

況に対応するために、日本およびいくつかの開発

に長年（2005 年から 2013 年）までにわたり従事

途上国の事例から「防災は社会システムの一部と

してきており、コミュニティ防災活動にかかるマ

してとらえることができ、社会の発展段階と関連

ニュアルや教材の整備なども経験した。

づけて考えることができる」という作業仮説の有

JICA の活動が終了した後も複数回にわたって

効性を検証したうえで、その検証過程で導いた

スリランカを訪問し、コミュニティ防災活動の状

「防災に関する発展段階モデル」（表１）を提案

況と課題を分析してきている。特に、コミュニテ

し、それに応じた支援を行うべきであると提案し

ィ防災活動支援後活動の現状をコミュニティの

てきた（松丸 2009）
。

特性に着目して考察し、コミュニティ防災を推進
する要素（表２）を明らかにした（松丸 2015（2））
。
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表２ コミュニティ防災活動の持続的推進に係

（３）より良い復興にむけた被災地支援

る要素

災害を防ぐ施設が少ない開発途上国では、大規

要素

内容

模災害を受けやすい。大規模災害で被災した多く

リーダー
の資質

活動の継続にはリーダーあるいはリーダーグ
ループの資質が影響している。活動が継続し
ている 3 つのコミュニティでは、リーダーグ
ループの中に、比較的知識レベルの高い核と
なるリーダー（小学校校長、地方議会議員、
IT 技術者）が存在していることが共通した特
徴である。また、核となるリーダーを他のメ
ンバーが支える構造になっている。

の被災者の復興過程をよりよくすることは、被災

リーダー
とコミュ
ニティの
関係

活動が継続できているコミュニティでは、リ
ーダーグループとコミュニティ住民の間に一
定の信頼関係がある。コミュニティ住民から
その地域の防災活動をリードする人々として
認知されており、様々な防災に関する相談を
受け、信頼をされている。

ステーク
ホルダー
の関係

JICA 専門家が雇用したファシリテーターとコ
ミュニティのリーダーグループ、特に核とな
るリーダーがキーとなるステークホルダーで
ある（図１）
。コミュニティ防災活動の持続に
は、コミュニティ内部の努力に加え、防災に
関して様々な相談ができるパートナーが外部
にいることが重要である。

者の早期の生活再建を果たす上で重要な課題で
あり、被災地を被災以前より強くすること（Build
Back Better、図３）は、度重なる災害による開
発の阻害を食い止めることとなる。

出所：Ian Davis 他編（2015）

図２ Build Back Better の考え方
今後は、インドネシアやフィリピンにおいてこ

出所：松丸（2015（2）
）を基に作成

れまで行ってきた、被災者の生活環境にかかわる
研究や復興時の居住地選択に関する研究（井内、
松丸、マリ 2015）をさらに進化させ、これまで行
ってこなかった精神面での復興にも焦点を当て
てより効果的な被災者支援および Build Back
Better に係る研究を行っていく。
（４）観光地と防災－持続可能なビジネス
共生センタープロジェクトは、
「国際貢献」、
「ア
フリカ」、
「持続可能なビジネス」という 3 つの研
究サブテーマを設定しており、筆者は、「国際貢
献」にかかる研究を主として行っていくものであ
るが、筆者が近年取り組んでいる「観光地の防災」
は、「持続可能なビジネス」というサブテーマに
も通じるものである。
すでに、日本とスリランカの観光地（江の島お

出所：松丸（2015（2）
）

よびヒッカドゥア）において、観光客、地元住民、

図１ コミュニティ防災におけるステークホル

観光産業従事者の防災意識調査を始めており、そ

ダーの関係（スリランカの場合）

の結果の一部を報告しており（松丸 2015（1））
、

今後は、コミュニティ防災の先進国と言われる

今後は同様の調査をフィリピン等に広げていく

フィリピンでの調査を進め、スリランカとの比較

とともに、調査内容を深化させ、観光地での防災

研究を行う等し、コミュニティ防災活動の支援手

計画立案のための支援手法の開発などにつなげ

法と定着化に係る方策を明らかにしていきたい。

ていきたい。
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４. 研究計画

地方に立地していた部品工場が操業停止に追い

表３に今後の研究計画を示す。

込まれ、重要部品の供給が滞り、その結果として、
途上国で行っている自動車などの最終組立が出

表３ 研究計画

来なくなり、最終製品の生産に支障をきたした。

年度

内容

2015 年度
（実施済み）

 これまでの研究のレビュー
 研究計画の立案
 現地調査（ネパール震災後の被災差生
活と復興について）
 アフリカにおける研究協力先開発、研
究テーマ発掘

2016 年度

2017 年度

2018 年度

2019 年度

同様の影響は、2011 年のタイ洪水でも確認されて
いる。もはや、災害は一部地域の問題ではなくグ
ローバルな影響を持つ問題であり、各国における
防災が重要になってきており、本共生センタープ
ロジェクトで国際貢献手法を開発する意義は大

 コミュニティ防災および防災と観光
にかかわる国際貢献手法研究のため
の共同研究の開始（スリランカとフィ
リピンを想定）
 上記に係る現地調査の実施
 関連研究に関する学会報告

きく、今後 5 年間そのための研究を進めていく。

 政府レベルの防災能力強化にかかわ
る国際貢献手法研究の深化とこれに
係る現地調査の実施
 関連研究に関する学会報告
 共生センターで刊行する書籍の執筆

するプロジェクトの実施などにも積極的に取り

 研究の継続（詳細は未定）
 関連研究に関する学会報告
 現地調査

井内加奈子・松丸亮・マリリズ（2015）災害後のコミュニ

また、プロジェクトの「国際貢献」サブテーマ
のコーディネーターとして、研究員間の研究調整
と協働の推進による研究効果を高めること、海外
の共同研究先などの開拓、実際に国際貢献に寄与
組んでいきたい。
参考文献
ティ移転に関する制度と移転のパターンに関する研
究：インドネシアメラピ火山災害後の事例に着目して

 研究の取りまとめ
 共生センターで刊行する書籍の執筆

都市計画論文集 Vol.50 、No.3、 p.431-437 日本都市
計画学会（2015 年 11 月）

出所：筆者作成

北脇秀敏他編（2014）国際開発と内発的発展:フィールド
から見たアジア発展のために．朝倉書店

なお、大規模災害の発生後には機動的に現地調

災害対策基本法．

査を行い、災害の発生原因の確認や被災者の生活

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO223.html

状況等を行うとともに、復旧や復興に関しての国

兵庫行動枠組み

際貢献にかかる提言を行っていく。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kikan/
kosshi.html
松丸亮・柴山知也（2009）国の発展段階に応じた防災分野

５. おわりに

への支援に関する一考察．国際開発学会第 20 回全国

災害には開発を阻害し貧困を加速させる側面

大会論文集、2009 年 10 月

があるが、一方、開発には災害を増大させるとい

松丸亮・川口竜馬（2015）
（1）江の島･片瀬海岸･鵠沼地区

う側面もある。都市の開発による居住不適地の市

来訪者の津波防災意識について．平成 27 年度全国大

街化やタイの工業団地の洪水災害の事例にも見

会第 70 回年次学術講演会、2015 年 9 月
松丸亮（2015）
（2）スリランカにおけるコミュニティ防災

られるように、都市域の拡大や産業の立地（開発）

活動の継続性とコミュニティの特性に関する考察：

が新たな災害を生み出しており、これも、開発の

JICA プロジェクト実施コミュニティにおける分析．国

側面から見て防災が課題となる理由である。

際開発学会第 26 回全国大会発表要旨集、2015 年 11 月

災害のインパクトは、基本的には災害が発生し

松雪美帆子他編（2016）グローバル時代のアジア都市論：

た地域や国に限定されるが、被災地域の特性によ

持続可能な都市をどうつくるか．丸善
Ian Davis 他 編 （ 2015） Disaster Risk Reduction for

っては、災害の影響が、時には世界経済にも及ぶ。

Economic Growth and Livelihood: Investing in

特に、生産の国際分業が進んでいるような分野で

Resilience and Development．Routledge

は、特定地域での災害が、結果として世界規模で
影響をする。例えば、東日本大震災の場合、東北
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平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要

アジアにおける適正技術を用いた水と衛生に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

国際地域学部

助教

眞子

岳

Appropriate Technology of Safe Water Supply and Hygiene in Asia Countries
１．序論

２．今年度の研究状況

開発途上国では、安全な水供給率と適切な衛生

今年度の研究では、主にネパール国（9 月）と

施設へのアクセス率を向上させることが重要視

ミャンマー国（12 月）における調査研究を行った。

されている。昨今発表された MDGs（Millennium

ミャンマーの調査研究結果は本報告書には提出

Development Goals；ミレニアム開発目標）の後

日の関係上反映されていない。そのため、ネパー

継 で あ る SDGs (Sustainable Development

ルにおける調査研究結果を下記に記載する。

Goals；持続可能な開発目標)において、
「すべての

（1） 背景と目的

人に対する、持続可能な水源と水と衛生の確保す

2015 年 4 月 25 日、11 時 56 分（現地時間）に

る」ことを目標として掲げていることからも、開

ネパール中央部のゴルカ地方で M7.6 の地震が発

発途上国での水と衛生問題の解決は急務である

生した。ゴルカはカトマンズから西へ約 76km 離

ことが解る。

れた位置にあるが、カトマンズにおいても歴史的

筆者が所属する国際共生社会研究センター（以

建造物を中心に大きな被害が出た。同年 6 月 7 日

下、センター）では、国際貢献と持続可能なビジ

にも M4 から M6.8 の余震が断続的に発生してい

ネスをテーマとし、水と衛生の分野を専門として

る。
2015 年 6 月 25 日の時点で、
死者約 8,790 人、

調査研究を実施している。筆者は、安全な水の供

負傷者約 22,300 人、大きな被害が発表されてい

給と、水供給施設または村落内の衛生環境の向上

る 。 こ の 震 災 を 受 け て 国 際 機 関 WFP(United

を目指すには、国際貢献（内発的発展手法）やビ

Nations World Food Programme：国際連合世界

ジネスの手法が適切であると考えている。国際貢

食糧計画)や UNICEF(United Nations Children

献の手法では、主に援助対象者に国際機関か二国

Fund：国際連合児童基金)などの国際機関よる支

間援助機関などによる「援助」という手法がある

援活動が行われている。わが国も政府がネパール

のは、よく理解していることであろう。しかし、

政府からの要請を踏まえ、緊急援助物資の供与お

重要なのは、対象者自身が自分達で発展して行こ

よび 1,400 万ドルの緊急無償資金協力の実施、国

うという意思や意欲を与えるような国際貢献、つ

際緊急援助隊（救助チーム、医療チーム、自衛隊

まり内発的発展手法が重要であると考える。また、

部隊）を派遣し、被災者に対する緊急人道支援を

対象者の多くは開発途上国内で、貧しい地域に住

実施している。さらに、JPF（ジャパンプラット

んでいることが多いため、意思や意欲を向上させ

フォーム）が資金を提供する形で NGO が現地入

るために経済成長できることを示すことが必要

りしたほか、もともと現地で活動していた日本の

である。そのために、ビジネスという手法を導入

NGO も支援活動を実施している。特に水・衛生

し、内発的に発展できるビジネス手法が社会問題

に関しては UNICEF と協力体制をとり現地へ支

を解決できると考えている。

援を実施していたとされている
研究全体の目的は、災害時にいかに効果的、か
つ現地に即した形で安定した水供給を行うこと
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ができるかということにあり、本報告書では震災

いる。管理人を決め井戸の清掃や水質管理を行

から約3ヶ月が経過した被災者の生活や衛生環境

っていることから、維持管理は適切に実施され

を水使用という点に着目して調査を行い、明らか

ていると判断できる。

になった水供給手法や水質管理について報告す

水道水は従量制で課金（メーターで計測）す

る。

るシステムで、一世帯当たり水への支出は約200

（2） 対象地域

～300Rs/月とのことである。さらに水使用形態

筆者は2015年8月4日から9日の間、都市部のカ

を見てみると、飲用水源として水道水を利用し

トマンズ市内やパタン地区、山岳地域であるシン

ており、それ以外の用途には地下水を用いてい

ドゥパルチョークのチョウタラにて現地調査を

る。これらの理由は、ネパール、バングラデシ

実施した。聞き取り調査を用いて被災者の水使用

ュやインドで見られる地下水のヒ素汚染を住民

形態解明に努めると同時に、被災者が使用してい

が懸念したためと考えていたが、地下水ヒ素汚

る水についても水質実測(大腸菌群及び大腸菌)

染の知識はなく、地下水飲用による一般的な健

を行った。

康被害、下痢疾病への懸念であった。無料の地
下水より支払いが生じる水道水を利用している

３. 現地調査結果

ことから健康への意識及び地下水への不信感が

（1） 都心部観光地における震災状況

強いことが伺える。

首都カトマンズは世界遺産が多いことでも知
（3） キャンプ地における水使用形態

られている。特にバクタプルやナラヤン、パタン

筆者が現地調査を行った2015年8月初旬時点で

には屋根を持つ塔や寺院があり世界遺産登録さ
れている有名な観光地であるが、地震による被害

も、多くの人々がキャンプや仮設の住宅で生活

は歴史的建造物において、顕著であった。ネパー

を続けていた。被災直後の生活は、生活再建に

ル従来の工法は、土とレンガを用いて建設された

向けた第一歩として重要な時期であるが、キャ

建物であり、いわゆる「柱」がないことが特徴で

ンプや仮設住宅での生活では生活環境が悪化す

ある。しかし同様の構造を持つものであっても全

る場合が多く、その環境を良好に保つことが課

く被害が無いものもあった。これらの被害は観光

題となっている。本調査ではバクタプル、サノ

業に大きな経済的打撃を与えているため、瓦礫の

バシャム、チョティパチ地区のキャンプ地にて

撤去や早急な改修、修繕を実施する必要がある。

調査を実施した(図1)。

破壊された瓦礫は歴史的文化遺産の一部であり、
バクタプル地区

再利用の可否を含め慎重に処分する必要があり、

1)

瓦礫処理の進捗に遅れがでていると推測される。

バクタプル地区は地震によって倒壊した住居な
どが多く、瓦礫も多く残っていた。緊急避難用

（2） パアンにおける被災状況と水使用形態

の住居として一般的なテントやトタンを用いて

パアン地区は伝統的なチョーク（中庭のよう

建設された仮設住宅が点在している。これらの

な広場）を中心とした４から５階建ての住居が

仮設住宅は主にNGOや海外の援助団体からの寄付

密集した地域からなる住宅地域である。訪問し

で建設されており、主に9m2(3mx3m)の広さであ

たチョークを中心に52世帯（約400人）が住んで

る。

おり、チョークには共同井戸と貯水タンクが設
サノバシャム地域

置されていた。また、公共の水道も通ってお

2)

り、井戸と水道の両方の水使用について調査し

サノバシャム地域では、学校の校庭をキャンプ

た。

地とし、ネパール軍、中国やドイツの援助によ

井戸は、建設費の50％を政府の援助で賄い、

って供給されたテントに約80世帯が暮らしてい

残りの50%を住民が負担して建設されていた。各

る。テントで複数の家族が同居する場合には同

世帯は60,000Rs（日本円で約7万円）を支払って

等のカーストで住んでいるが、敷地内では異な
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るカーストが混在しており、水利用や支援物資

ーバーが備蓄されており、水供給のシステムが比

の配分に関して、カーストによる差別などが確

較的整っているといえる。被災者に供給されてい

認された。被災地域ごとにカーストを考慮した

る水からは、塩素臭が確認でき、水質管理が実施

適切な支援等が今後必要であると考える。

されていると判断できる。援助団体の撤退後の乾

生活用水タンクには、ネパール政府によって供

期の水供給については懸念される所ではあるが、

給された水道水が貯水されており、5時から7時

調査期間が雨期であり、山岳部の被災地では水資

（AMとPM両方）の間使用することが可能であ

源が豊富であったため、水供給の問題は見られな

る。この水は全ての用途に使用されていること

かった。

が聞き取り調査より明らかになっていることか

チョウタラ市役所によると、人口の95%、約

ら、乾期時にも適切な水量が供給されるか懸念

5,000世帯に影響が出ており、30以上のNGOが活

される。さらにこの水からは大腸菌群が検出さ

動しているとのことである。現地では国際機関

れており、未処理の水を飲用している場合は下

であるIOMやUNDP、赤十字・赤新月社が人道支援

痢疾病なども懸念される。

や医療、水供給支援などを実施していることが
確認できた。

チョティパチ地区

3)

水使用形態についてみると、赤十字・赤新月社

チョティパチ地区のキャンプサイトには、約

がチョウタラから少し離れた地域の滝を水源に、

1,800世帯(約10,000人)がテントで暮らしてい

被災地域まで水を引いており、キャンプ地へ供給

る。当キャンプ地のリーダーによると、地震発

していた。また赤十字・赤新月社のキャンプ地内

生から約20日間がもっとも切迫した状態であ

には水浄化装置や塩素剤、プラスティックの水サ

り、当初供給された水の水質に問題があった。

ーバーが備蓄されており、水供給のシステムが比

そのためボトルドウォーターを購入し、飲用や

較的整っているといえる。被災者に供給されてい

手洗いを行っていたが、その後UNICEFの支援に

る水からは、塩素臭が確認でき、水質管理が実施

より水質の良い水が供給され、現段階では、水

されていると判断できる。援助団体の撤退後の乾

量・水質と共に適切な水が24時間給水可能であ

期の水供給については懸念される所ではあるが、

る（表1）。簡易トイレについても様々なドナー

調査期間が雨期であり、山岳部の被災地では水資

がキャンプ地に設置しているため、一定の環境

源が豊富であったため、水供給の問題は見られな

が保たれており、その運転維持管理も住民へ委

かった。

託(800Rs/日)されていることが確認され、低い
カーストとされる住民の収入源にもなってい

４.

る。



結論
在来の工法で建築された建物に被害が顕著
である。しかし、構造が同様なものであっ

4)

山岳地チョウタラにおける水使用

ても被害の大きさが異なる。都市部と農村

チョウタラ市役所によると、人口の95%、約

部では被害の様相が異なり、壊滅的被害を

5,000世帯に影響が出ており、30以上のNGOが活

受けている農村も有る。

動しているとのことである。現地では国際機関



であるIOMやUNDP、赤十字・赤新月社が人道支援

被災者のキャンプ地では、同等のカースト
でテントに住んでいるが、カーストによる

や医療、水供給支援などを実施していることが

差別などが確認されたため、カーストを考

確認できた。

慮した適切な支援等が必要である。

水使用形態についてみると、赤十字・赤新月社


がチョウタラから少し離れた地域の滝を水源に、

キャンプ地における水質調査結果から、多

被災地域まで水を引いており、キャンプ地へ供給

くの大腸菌群が確認された。一方、病原性

していた。また赤十字・赤新月社のキャンプ地内

大腸菌は確認されなかった。

には水浄化装置や塩素剤、プラスティックの水サ
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テントに貯水のされた飲用水はテント内で

蓋付きのバケツに保管されているが、大腸

（2） 研究計画
今年度は、水と衛生についてネパール、ミャン

菌群汚染が確認された。


マーにおいて調査を行ってきた。

調査期間が雨期であったことから、山岳部

来年度からは ABE イニシアティブの学生とア

の被災地では水資源が豊富であるため、水

フリカのケニア、タンザニア、南アフリカにて水

供給に問題は見られなかった。一方、都市

供給と衛生に関する研究を実施することになっ

部のキャンプ地では、雨期においても時間

ている。そのため、水源が少ない地域における水

制給水を実施しており、乾期には慢性的な

供給について調査研究を実施していく。またネパ

水不足になっていることが明らかになっ

ールの調査からも宗教と水供給は深く関わって

た。


いることから、宗教学、社会学、文化人類学など
水道インフラが被災し、仮復旧により水を

分野横断的な研究を実施してきたい。

供給しているのも見受けられた。復興のた
めの本格的な復旧も必要であるが、安定的

参考文献

な水供給を確保するために乾期の水不足解

1) “Nepal Earthquake 2015, Post Disaster

消に向けた取り組みも同時に行うことが必

Needs Assessment, Vol. A:Key Findings”,

要である。

National Planning Commission, Ministry of
Finance,pp108, 2015

上記の報告内容は、筆者の論文「2015 年ネパール地震 3 か月後の

2) 「ネパールにおける大地震に対する緊急人道

被災者の生活状況―被災者の水使用に着目してー」
、国際開発学

支援」、外務省掲載資料

会、2015 年 11 月から引用したものである。

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000082679.
pdf）、2015年10月30日現在

５．今後の研究展望
（1）

3）
「2015 年ネパール地震 3 か月後の被災者の生活

ネパールとミャンマーにおける調査

状況―被災者の水使用に着目してー」、国際開

本報告書にあるネパールの研究結果は、ヒンド

発学会、2015 年 11 月、眞子岳、松丸亮

ゥー教による水使用の差別を確認できた。これは
雨期に行った調査結果から明らかになったもの
で、乾期は雨期より喫緊な状態になりことから、
適切な水供給形態を提案する必要があると考え
られる。ネパール政府の見解では、宗教による差
別はないとされているが、村落部などでは現在差
別は大きく存在している。宗教の差別による水使
用形態の変化は、宗教事態を変える Behavior
Change が必要になることから早急には困難であ
る。そのため宗教習慣に沿った水使用携帯を検討
する必要が今後でてくる。
ミャンマーにおける研究は、本報告書では述べ
ていないが、中央乾燥地域において水供給と衛生、
さらに電化に関する研究を行ってきた。中央乾燥
地域では、水源は 300m 掘った深井戸、もしくは
雨期に貯まった池の水である。地下水は中央乾燥
地域では有料であり、池の水は降水量によるもの
なので持続的ではないため、持続可能な水供給手
法を模索している。
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１．Introduction

and their full participation essential to achieve

In 1979, the United Nations described the

sustainable

state of the world’s women as follows:

2012).

“ Women constitute one half of the world’s

Significant achievements have been observed

population, they do two-thirds of the world’s

since then and include: “ more girls enrolling

work, they earn one tenth of the world’s

in school; more women working; more

income and they own one hundredth of the

getting elected and assuming leadership

world’s property including land.” (United

positions; preventing and redressing violence

Nations,1979).

against women and girls on the public policy

Since the release of the 1987 Brundtland

agenda: women with greater legal rights to

Commission Report entitled “Our Common

access employment, own and inherit property

Future, the world has moved on towards

and get married and divorced on the same

sustainable

terms as men.” ( UN Women, 2015).

development”

defined

as

development.”

(UN

Women,

“ development that meets the needs of the

Education advancement of women has been

present without compromising the ability of

linked to better household and health care

future generations to meet their own needs."

management, employment, more agency and

Sustainable development also highlighted the

empowerment for women, among other

important links of the social, economic, and

interrelated benefits. Gender equality and

environmental dimensions.

better benefits for women result in better,

The subsequent 1992 Earth Summit resulted

interactive improvements for the household

in the Rio Declaration and Agenda 21 which

and communities and the inclusion of policies

“ laid out a global framework for addressing

that are good for “ care” of people, including

the challenges facing the global community in

women, “is an essential foundation of

the three central dimensions of sustainable

sustainable

development” and which stated in its

( UNRISD, 2014)

Principle 20 that women have a vital role in

While much progress has been made to

environmental management and development

improve the lives of women throughout the
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development

outcomes.”

world, there remains so much more still to be

gender equality and women empowerment

done. The positive changes mentioned earlier

(OECD, 2015) , poverty reduction, and

have not been uniform for women and men,

over-all sustainable development globally,

diverse among women, across geographical

this research aims , firstly, to move forward to

locations, between and within countries,

find global data and policy suggestions about

across ages, classes, cultures and physical

what initiatives best accelerate the active and

abilities or disabilities. Specifically, despite

continuing engagement of women for poverty

advances in education, “only half of working

reduction, gender equality, and sustainable

age women are in the labour force (compared

development. The research will also identify

to 3/4 of working age men), women are not

successful women change agents in selected

given equal pay for equal work and women

communities

work more hours, large numbers of women

document their contribution for and their

still unable to exercise their rights to even

journey towards sustainable development of

basic levels of health care, water and

their households and communities. Finally,

sanitation.” (UN Women, 2015,).

this research intends to examine and analyze

Through the years, initiatives to achieve

if

sustainable development, for the benefit of

documented, in previous reports and in our

and involving women have been practiced

own proposed case studies, have been

successfully at variously interrelated levels,

sustained or not and to trace and analyze the

from

regional,

factors affecting the continuing engagement

national, global levels and involving various

of women for household and community

stakeholders

sustainability.

household,
among

community,
individuals,

groups,

women’s

of

Asia

and

participation

Africa

observed

and

and

organizations, governments within and across

For Year 1, literature review will be

countries globally. Despite these efforts,

conducted to produce a report about global

however, the challenge remains: how to

initiatives for active women participation for

accelerate the goal to achieve sustainable

development of sustainable households and

development for households , communities,

communities. The research for this first year

and societies with women rights at the center.

will also include case studies of successful

Another hurdle to overcome is how to sustain

women

the active engagement and participation of

communities of Asia and Africa culled from

women for sustainable development of

literature. Within the first year, the selection

households and communities locally and

of Asian and African communities to be

globally.

included for field research and case studies of

change

agents

in

selected

actual women engagement for sustainable
２．Research Objectives and Plans

development will be finalized and the criteria

With the unfinished business of attaining

for selection clarified and reported.
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For Year 2, field research will be conducted to

agents

document and report about a) the state of

households and communities? What factors

development of households and communities

influenced

within the selected sites, b) the gender

continuation

situation, and, c) the participation of women

participation? How do the results of our own

within

and

research results compare with the data

communities. Participation “ involves more

obtained from literature review about women

than giving disadvantaged groups ( like

participation for sustainable development for

women) a voice at the table; it is also about

households and communities, about the

(i) strengthening their capacity to gain control

drivers or deterrents to their participation, and

over

and

about the initiatives and related factors that

decision-making processes within households

positively accelerate sustainable development

and communities and (ii) enhancing their

and women’s participation for households and

capacity

communities.

the

selected

resource

to

households

mobilization

exert

claims

on

external

for

sustainable
their
or

development

participation

and

withdrawal

of

of
the
their

stakeholders and institutions that affect their
lives.” (UNRISD, 2014). The second year

３．Current Research Output

research report intends to identify the women

Women participation for sustainable

change agents and analyze their contribution

development of households and communities

for sustainable development in the respective

has

households and communities included in the

literature review and in an exploratory

study.

fashion, through field visits of certain

For Years 3-4, the research focus will be on a

communities in Japan and in the Philippines.

longitudinal case study of selected women
engaged

in

sustainable

household

been

investigated

globally

through

Some initial results include:

and

(1) As mentioned in the Introduction, the

community development in Asia and Africa.

unfinished goals of the Millennium

The research for this period will pay attention

Development era, specifically relevant

to the wider context of internal and external

for this research, gender equality and

factors that may influence the active and

poverty reduction, have been carried over

continuing

engagement

for

as the post-sustainable development goals

household

and

development

posing continuing challenges , especially

of

women

community

within the selected research sites.

to the vulnerable groups, including
women;

For Year 5, a final publication will be

(2) Another significant result of the literature

produced that will present and analyze the

review is the clarification of the need to

results of the field research and case studies

ensure “substantive equality or de facto

for Years 3 and 4. Who are the women change

equality”
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which

is

concerned,

implementation

of

community

additionally “ with the effects of laws,

and

policies and practices and with ensuring

projects such as waste management and

that they do not maintain, but rather

sanitary water supply. In the communities

alleviate, the inherent disadvantage that

of Sitio Paypay and Sitio Igot in the

particular

municipality of San Francisco, Camotes

groups

experience.”

(UN

in Cebu, women leaders were involved in

Women, 2015);
(3) Reports about women participation and

health and disaster management and other

case studies of successful engagement of

community projects. Women were also

identified women globally are also

involved in production of banana chips

available with a discussion and analysis

and other food for sale. Elderly women

of initiatives showing various types of

and men were also active in attending

women participation and consequent

meetings and events for their sector.

results

for

sustainable

development,

generally, for communities and societies,
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rather than households.
(4) Community visits to Kofu, Yamanashi
Prefecture in Japan showed women
participation as farmers, as product
sellers,

as

shop

dealers,

as

food

processing workers, and migrant Filipino
women

as

church

and

Filipino

community leaders, caregivers, teachers,
and entertainers.
(5) In several communities visited in Cebu,
Philippines, various types and extent of
women participation were observed.
Specifically,

in

the

relocated

community

Danglag

in

the

newly
of

formed
Barangay

municipality

of

Consolacion, the active engagement of
women as community leaders negotiating
with

various

authorities

about

relocation-related needs and services was
observed. Women were also active in
organizing the residents for community
land repayment schemes , for planning
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Family Policy Analysis Using De-commodification and De-familiarization Index
-Approach to Development of Family Policy Analysis Method １．研究の背景

めぐる研究をふまえて、アフリカ諸国を中心とし

近代以降の福祉への社会的取組（社会福祉）は、

た発展途上国の社会福祉・社会保障政策（社会政

社会・経済の発展のなかで慈善事業や博愛事業が

策）の分析に向けて、水端として家族に着目し、

課題と範囲を拡大し、次第に社会全体の生活問題

その分析枠組を検討しようとするものである。

とのかかわりを広げていく過程の中で発展して
きた1。産業化の中で、疾病や加齢、不安定就労や

２．家族政策分析の意義－なぜ家族か

不慮の事故に伴い、従前の生活の維持が困難にな

先進諸国では、政府や市場、相互扶助組織（市

るケースが顕著にみられるようになり、このよう

民社会）による社会福祉の供給が始まる以前、す

な場合に政府や民間市場が社会福祉資源を供給

なわち近代資本主義社会の発達以前の生活は、お

するようになったのである。社会福祉は、近代資

おむね家族や共同体を中心とした支え合いによ

本主義社会におけるこのような政府や市場・相互

って維持されてきた。その後、前述のように産業

扶助組織を主な供給主体として、19 世紀後半から

社会の発展の中で生活維持困難が社会問題化し

20 世紀にかけて飛躍的に発達した。

ていくにつれ、相互扶助組織による援助が制度化

20 世紀後半には、ヨーロッパや北米を中心とす

し、福祉国家の発達とともに、政府主導で社会改

る先進諸国において、福祉国家の発展経路やその

良や社会保障制度の導入が行われるようになっ

背景要因の分析と類型化に関する研究が蓄積さ

ていった2。主たる生計の担い手の事故・低所得・

れていった。しかし、発展途上国に関する研究は

失業・疾病等の稼働困難による所得の減少を補い、

20 世紀末になっていくつか見られるようになっ

育児・介護（ケア）などの無償労働を有償化し、

たが、体系化・類型化の蓄積はそれほど進んでい

親族等の扶養がない貧困者の生活を支えてきた。

ない。

慈善事業や博愛事業、市場によるサービスの販売、
政府による福祉制度の整備と実施である。

したがって、発展途上国における社会保障・社
会福祉制度の整備を進めるのであれば、産業構造

しかし、今なお家族は最大の福祉供給主体であ

や家族構造に適応する制度の構築、専門職人材の

る。家族の性的・経済的・生殖・教育的などの伝

開発、課題の抽出をめざし、情報収集を行う必要

統的機能の多くは、近代化とともに主に社会福祉

がある。特に、日本においては情報が希薄なアフ

の供給主体によって外部化されてきた。しかし、

リカ地域に重点を置く必要性は高い。さらに、収

情緒安定化、ケアを含めた社会化・安定化機能に

集した情報の分析だけでなく、社会福祉の内発的

関しては、いまだに外部化されない部分が多く残

発展を促進するための援助の在り方について事

っている。
このような、社会福祉分析における変数として

例収集をしながら検討していく必要性もあるだ

の家族の重要性に加えて、20 世紀後半以降先進諸

ろう。

国で顕著に表れてきた家族構造の変容が、家族政

本稿は、こうした社会福祉制度の整備とそれを
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策、あるいは社会政策における家族の視点の重要

として商品化しなくても）生活を維持できる程度

性をさらに高めている。産業構造と家族・人口構

のことである。病気やけが、加齢などの生活リス

造の変容は、それを前提としてきた社会福祉の機

クに直面したときに、労働によって得られる収入

能を縮小させ、ときには逆機能をもたらすことも

がなくても十分生活できる社会環境は、自分を商

あるからである。

品化する必要性が低い「脱」商品化が進んだ状態

例えば、定型化された業務による大量・安価な

といえる。また、階層化は、この脱商品化が社会

生産を追求してきた 20 世紀後半の日本社会では

の構成員に対してどのように、どの程度適用され

婚姻した夫婦が男性を主たる生計の担い手とし

るのかを表す。彼は、階層化を用いて給付の偏り

て家庭を形成する「標準型家族モデル」を前提と

とその背後のメカニズムを示した。

して、男性の終身雇用、女性の専業主婦に適した

一方、脱家族化は、福祉国家または市場の働き

社会保障、雇用環境が整備されてきた。しかし、

を通じて、福祉や介護に関する家庭の責任がどの

これに適合しない家族環境下では貧困リスクが

程度まで緩和されるか、その程度を意味する。つ

はるかに高くなり、標準型家族モデルにあてはま

まり、個人の生活保障が家族に委ねられずに社会

らない人びとの社会的排除を進行させた。こうし

が引き受ける程度のことである。家族の多様な機

た戦後の家族モデルは 20 世紀末以降の低成長時

能である物質的充足や高齢者・子どもの世話（ケ

代に入ると雇用環境の不安定化と子育ての経済

ア）、さらには社会化機能や情緒安定機能などが

的負担とあいまって少子化を進行させた。さらに、 社会によって保障されていれば、「脱」家族化が
市場経済のグローバリゼーションの拡大と知識

進んだ状態といえよう。

基盤産業の進展によって、もはや働き方・人生が

20 世紀の福祉国家は、社会福祉・社会保障制度

定型化できなくなったにもかかわらず、この新た

の整備を通じて、もっぱら労働力の脱商品化を図

な変化に対する社会保障制度の未対応が、主に若

ってきた。しかし、脱家族化が進まなければ家族

年層の生活を圧迫し、貧困を増大させた。結果と

の扶養とケア責任は家族に残される。この場合、

して、子どもを産み育てる世代の貧困が、子ども

若く、家族が定型的に構築される人口未成熟な社

の貧困状態を生み、次世代の育成を阻んでいる。

会では、脱商品化の諸制度は一定程度機能する。
しかし、高齢化が進み、家族規模が小さく複雑化

３．脱商品化と脱家族化そしてトレード・オフ3

した人口成熟社会では、標準型家族を前提として

比較福祉国家研究の嚆矢となったＧ．エスピン

整備した脱商品化の諸制度は、家族へケアの過重

－アンデルセンの福祉資本主義レジーム論は、福

負担を迫るなど、機能不全に陥る可能性がある。

祉資本主義（国家）の三つのレジームのメルクマ

したがって、脱家族化を図ることは、脱商品化と

ールとして、脱商品化指標と階層化指標を用いた。

同様に、生活を安定させるために不可欠である。

福祉国家は、近代化に伴う社会の経済的発展に伴

ところが脱商品化と脱家族化は、現在のところ、

い単線的に発達するともっぱら説明されてきた

トレード・オフに近い関係にある。
（図１参照）

が、1970 年代以降、先進諸国間の福祉国家とし
ての性格の違いが顕著になる中で、彼のレジーム
を枠踏みに用いた福祉国家の類型化は多様性を
説明する有効なロジックとなった。
ここで指標として使用された「脱商品化」につ
いて、エスピン－アンデルセンは、個人あるいは
家族が市場参加の有無にかかわらず社会的に認
められた一定水準を維持することがどれだけで
きるのか、その程度を意味する、と説明している。
つまり、有償労働につかなくても（自らを労働力
図１
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脱商品化と脱家族化のマトリクス（筆者作成）

例えば、子どものいる家族は、収入を確保しな

念しようと考える親もいるから、脱家族化は進ま

がら子どものケアを確保しなくてはならない。そ

ない。とはいえ、脱商品化が進むわけでもない。

こで、親の少なくとも一人が出産とケアに専念で

収入が減るため有償労働へのインセンティブが

きるよう、出産休暇や育児休業（親休暇等）制度

働き、商品化が進む。この場合、親の片方が有償

が整備されてきた。しかし、出産・育児のための

労働を増やし収入を確保するしかないので、家庭

出費の増加が見込まれるにもかかわらず、一方の

内の役割分業が強化され、家族化が進むことにな

親が休暇に入ることで所得が低下すれば、生活が

る。すなわち、休暇制度も保育サービスも十分な

苦しくなる。そのため、親たちは子どもをあきら

質を伴い、利用が実質的に保障されていることが、

めるか、苦しい生活の中で子育てをするか、産後

脱商品化と脱家族化を進めるカギになる。

すぐに仕事に復帰するか、いずれかを選択しなけ

脱商品化は 20 世紀型の工業社会の貧困リスク

ればならない。そのときに、従前の収入をカバー

に対応して進められた。しかし、人口・家族構造

する手当金が支給され、休暇後の仕事への復帰が

を含めた社会環境の変化のために脱商品化だけ

保障されれば、親たちは自分を商品化する必要が

では貧困リスクを回避できない状況にある。21

低くなり、特に理由がない限り一時的にケアに専

世紀の現在、脱商品化と脱家族化を両立させる制

念するだろう。休暇とその間の所得が十分に保障

度設計が求められている。

される限り脱商品化は進む。ところが、子どもの
ケアは家族が自前で確保する必要があるから、脱

４．発展途上国に応用可能な比較分析方法の開発

家族化は進まない。

に向けて

では、所得の代替保障がある育児休暇の代わり

これまで、先進工業国家を前提に議論を進めて

に、ケアの現物給付が用意されていたらどうなる

きた。こうした議論は、どのようにすれば発展途

だろうか。保育施設などにおける保育サービスの

上国に応用可能だろうか。最後に今後の分析方法

提供が十分にあり、その質が高ければ、家族はケ

の開発に向けた論点を提示し、結びとしたい。

アをする必要がなくなる。所得の代替保障がない

（１）福祉国家に対する批判と先進工業国家にお

ため、仕事に復帰するインセンティブが働き脱商

ける課題

品化は進まないが、自分で家族のケアをする必要

脱家族化は、離婚やひとり親などライフコース

性が低い「脱」家族化が進む。

の多様化に伴う貧困リスクや、少子・高齢化に伴

このような脱商品化と脱家族化のトレード・オ

うケア負担リスクなど家族の失敗に伴うリスク

フに近い関係の成立には条件がある。この二つの

を軽減する。しかし、家族の崩壊や出生率の低下

モデルケースは、それぞれ十分な所得の代替保障

をもたらしかねないとして、プラスの側面はあま

のある休暇制度と、質の高い保育サービスのいず

り評価されてこなかった。

れかが実質的に整ったケースである。しかし、た

しかし、図２にみられるように、先進諸国間に

とえば休暇制度が整備されていても、実際に休暇

おける状況は、脱家族化への批判を否定している。

取得によって職を失うおそれがあれば、休暇をと

脱家族化の代表的な指標となる女性の就労率と

らないようにするか、職をあきらめるかしかない。

出生率をみてみよう。OECD によれば 2000 年代半

どちらであっても脱商品化は進まない。それどこ

ばにおいて準加盟国を含む 31 か国の女性の就労

ろか、子どものケアを第三者に委託するための費

率と出生率は正の相関関係にあることがわかる。

用を稼がなければならないので、有償労働へのイ

課題はそれだけではない。安価な非熟練労働力

ンセンティブ、すなわち商品化が進むことになる

が流入し労働市場の不安定度が増す中で、単独の

か、または仕事をあきらめて育児に専念すること

稼ぎ主が安定的に家族を扶養することはもはや

で家族化が強化されることになる。同様に、保育

困難である。このときに、家族の扶養に伴う経済

サービスの質も条件となる。もし保育サービスの

的負担やケア負担の増大が、家族によるリスクの

質が低ければ、預けずに自分で子どものケアに専

低減、つまり出産控えによって回避されようとし、
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少子化につながる。これを克服するには家族の負

い。それには、次世代の良好な育成環境が必要で

担を軽くする脱家族化が不可欠である。図３にみ

ある6。すなわち、家族員の商品化の度合いにかか

られるように、女性の就労率と子どもの貧困は負

わらず子どもが一定水準の生活を送り成長する

の相関関係にある。

ことのできる脱商品化と、これと両立する脱家族
化を図ることが不可欠である。
（２）発展途上国の分析への応用に向けた課題
このような議論を発展途上国に直接応用する
ことができないことは言うまでもない。近代化の
一定の段階まで福祉国家は単線的に発達し、こう
した議論は当てはまらないからである。発展途上
国における女性の就労は、もっぱら生活環境のハ
イリスクとそれに伴う経済的困窮が理由であり、
貧困家庭ほど女性の就労率は高くなる。
また、出生率は文化的・宗教的背景によって変
化する。産業構造や社会環境の変容とこれらに伴
う労働集約性の変化も就労率に影響し、就労のジ

図２

ェンダー構造も変える。さらに地域間のバリエー

女性の就労率と合計特殊出生率

ションも変数として考慮に入れる必要がある。

4

（OECD のデータ を用いて筆者作成）

とはいえ、このような議論は、安定的な生活を
保障するシステムを選択し、持続可能な社会を作
るための手がかりとなるであろう。脱家族化と脱
商品化の人びとの福祉にもたらす機能を念頭に
おいて、各国間の比較分析、システムの安定性を
考えることができる。
脱商品化と脱家族化は、産業構造の変容や人口
（家族）構造の変容など、社会環境の変化に社会
福祉の諸制度を順応させるために、今なお分析視
角として有効である。具体的な発展途上国の社会
政策分析への応用については、未だ緒に就いたば
かりであるが、今後の研究課題とする。
図３

女性の就労率と子どもの貧困
1

三浦文雄（1985）
『社会福祉政策研究』全国社会福祉協
議会、4-5 頁
2 藪長千乃、清水由賀（2014）
「社会福祉の内発的発展」
『国際開発と内発的発展』
、朝倉書店、77-83 ページ。藪
長千乃（2015）
「東アジアにおける社会福祉の内発的発
展に関する研究に向けて」
『平成 26 年度国際共生社会研
究センター研究概要』
3 藪長千乃（2015）
「北欧５か国における家族政策の相違
―脱商品化、脱家族化からみた家族政策分析への試論」
『ビョルク』第 127 号、北海道スウェーデン交流協会
4 OECD(2007), Babies and Bosses-Reconciling Work and
Family Life, OECD 及びそのオンラインソース
5 ibid.,
6 OECD(2006), Starting Strong II, OECD

（OECD のデータ5を用いて筆者作成）

一方、脱商品化は資本主義社会における市場の
失敗に伴う貧困リスクを軽減する。しかし、労働
インセンティブの低減や、財政負担の大きさ、こ
れらによる企業の国際競争力の低下等が主な批
判として指摘されてきた。市場経済のグローバリ
ゼーションが進み、情報や労働など資源の国際移
動が飛躍的に進んだ 21 世紀において、労働生産
性を上昇させ、高い付加価値を生み出す労働力を
育成することが国際競争力の強化には欠かせな
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平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要

わが国の経験をふまえた都市と複合した交通インフラ開発による
新たな国際貢献方策の考察Ⅰ
－発展途上国における港湾都市形成に向けて－
国際共生社会研究センター

客員研究員
金子

彰

A study on new contribution method on transportation infrastructure development combined with
urban development based on Japanese experiences I
- To form port-cities on developing countries タリゼーションの進む発展途上国でも重要な課
題であるが、港湾都市とは異なる問題であり次
の課題として取組むこととし本研究においては
港湾都市に焦点をあてて研究することとした。
さて、発展途上国がグローバル化の中で国際
貿易による発展を図るためには国際水準のコン
テナ港湾とその効率的運営が必要となる。しか
し、それが立地する都市や地域との関係は必ず
しも明確ではない。
これまでは発展途上国の港湾施設整備に対し
て ODA による支援が行われてきた。わが国にお
いては港湾施設の整備や管理運営に加えて港湾
空間の高度な利用も港湾行政の役割として取組
まれてきた。このため港湾都市という考え方が
理解されてきたが先進国のウォーターフロント
開発においても、このような位置づけが明確で
はないことが多い。このような問題においては
後で述べるようにわが国の経験が有効 2)と考え
られる。しかし、わが国における実務的な成果
を発展途上国に適用する国際貢献についての研
究は十分ではない。
本研究においてはわが国の経験をふまえ、発
展途上国において港湾都市の考え方も念頭にお
いたグローバル化に対応する港湾のあり方およ
びそのための国際貢献の方策について議論する
こととした。
(2) 発展途上国における現状
発展途上国の港湾の現状を一般論として述べ
ることは容易ではないが、多くの主要な港湾は
植民地時代に近代港湾の整備が始められている。
またその背後に行政、経済の拠点となる都市が
形成された。しかしながら、それは当時の海運、

１．新センターにおける研究内容
(1) 背景
都市はそのはじめから交通と密接な関係をも
って発展してきた。同時に交通の進歩とともに
その関係も変化してきた。陸上交通でみればは
じめは徒歩や馬車とそのための道路が長い間都
市の立地を規定しその内部の骨格を形成してき
た。その後幹線鉄道網が形成され、次いで市街
鉄道や都市近郊の鉄道の整備により都市は拡張
したが、さらに自動車の普及すなわちモータリ
ゼーションにより都市そのものが大きく変化し
てきた。このため、現在先進国ではコンパクト・
シティが推進されている。一方、特に物資の長
距離大量輸送は古くから水運によって担われて
きた。河川や帆船のネットワークは都市の発展
を先導してきた。蒸気船の普及から始まり船舶
の大型化が進み多くの都市は交易による経済力
により巨大化していった。しかし、後で述べる
ようにコンテナ化は都市と港湾の関係に大きな
変化をもたらしている。
さらにこれらの交通インフラは公共財という
ことで公共により整備、運営されてきたが、民
営化が促進されることにより地域への社会経済
効果より収益が重視され、公共交通の縮小や港
湾と都市が分離されるようになってきた。
このうち、鉄道整備と連動した都市開発特に
郊外住宅開発については、イギリスやアメリカ
の動きを踏まえつつ、わが国では独自の形で民
間企業による鉄道整備とそれに連動した住宅都
市開発が進められ 1)今日の大都市郊外を形成し
た。これについては、交通インフラと都市のあ
り方の大きな課題でありわが国のみならずモー
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基本的にはわが国の経験も概ね同様である。し
かし発展途上国にいかに適用するかということ
については検討されていない。
発展途上国への協力においては、これまでの
交通インフラとしての港湾と都市を別のものと
して国際協力を行っていたが港湾の発展という
立場からも問題がある。この報告書にも示され
ているようにすべての港湾／港湾都市に一律に
適用できるものはありえないが計画における基
本的な考え方を示すことは有効と考えられる。
そこで、本研究においては「わが国の経験も
ふまえた都市と複合した交通インフラ開発とい
う概念を整理するとともにこのために必要とさ
れる計画プロセスと事業手法もあわせた計画手
法を考察し、これを発展途上国に適用するため
の国際貢献方策を提案する」ことを目的とする。
(4) 研究の方法
本研究の研究方法の概要は以下のとおりであ
る。すなわち
1) 先進国の調査成果、主として OECD の調査結
果の報告書 4)をふまえ、研究の目的と枠組
みを明らかにする。
2) 既存の港湾都市やウォーターフロントに関
する文献 5)を収集、整理・分析し、国内外
の
①海運の発展に伴う都市形成の変遷
②港湾都市の現状と課題
③現在のウォーターフロント開発の事例、政
策、計画手法
3) わが国の代表的な港湾都市について具体的
なプロジェクトを選定し既存資料および現
地調査により計画の考え方、現状の課題お
よび今後の方向を明らかにする。
4) 日本の技術協力における港湾、都市、地域
および交通に関する調査報告書をもとに発
展途上国の港湾と都市の関係についてどの
ような検討がなされていたか考察する。こ
こでは調査の対象として近年の JICA 調査
の報告書を取り上げる。
5) わが国のウォーターフロント開発を含む港
湾都市の専門家および発展途上国の港湾関
係者との意見交換により実際に生じている
課題を明らかにする。
6) 以上の検討をふまえ、本研究の結果として
1.3 に示した研究の目的に示した内容を明
らかにする。

荷役方式や港湾建設技術に基づいたものであり
工業製品の輸出などが経済に大きな地位を占め
るようになってきた発展途上国においては不十
分なものとなってきた。さらにかつては整合性
がとれていた背後都市との関係をみても、特に
交通、土地利用、環境、産業などに不整合がみ
られるようになっている。
このため国際幹線ネットワークに対応した大
規模な港湾開発が進められているが課題も多く、
上述の都市活動との不整合が解決されていると
は言い難く港湾機能の向上のネックになってい
るとともに都市の活動のネックになっている。
これらの港湾においては港湾機能の近代化と
同時に背後都市との整合が発展の課題となって
おり背後都市の活動や都市環境の維持に支障と
なっている。しかしこれらについては港湾と都
市の両者にまたがることから各々についての調
査はなされているものの発展途上国の現状をふ
まえた体系的な政策形成には至っていない。
さらに、発展途上国の港湾においても大型コ
ンテナターミナルにおいては先進国と同様民間
の世界的な港湾ターミナル企業の整備、運営に
よっており、従来とは異なる状況となっている。
したがって、発展途上国の港湾当局も従来と
は異なるより広い視点から戦略的に計画・整備、
管理・運営を行うことが求められている。その
中で港湾都市としてのあり方、公共と民間の分
担と協調を考慮することが必要となっている。
なお、発展途上国の港湾において資源輸出に
特化した港湾や広域的な海上中継機能に特化し
た港湾 2)については背後都市と関係なく立地す
るものであること、その他国内輸送、島嶼、河
川・内陸港湾などは規模が異なるためここでは
議論の対象としない。
(3) 研究の目的
発展途上国においても港湾と背後の港湾都市
は相互に連携して発展してきたが今日港湾と都
市は相互に異なる方向を指向するようになった
ためにかえってお互いの発展に負の影響をおよ
ぼしあっている。これに対しわが国はじめ先進
国においては相互に調和することが港湾の発展
に重要との認識が成されつつある。先進国の港
湾については経済協力開発機構(OECD)による主
要港湾に関する大規模な調査とその結果をとり
まとめた報告書 4)が公表されており、その中で
港湾都市形成が港湾の発展のために重要である
こと、また指向する方向が異なる港湾と都市の
整合ある発展の考え方や方策が述べられている。
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２．5 か年の研究計画
[平成 27 年度]
平成 27 年度においては研究の第 1 段階として
資料収集ならびに研究の枠組みを設定する。結
果のポイントについては後述の「4.本年度の研
究成果」に示す。
[平成 28 年度]
平成 28 年度においては日本の技術協力にお
ける港湾、都市、地域および交通に関する調査
報告書を収集する。これら文献について整理、
分析を行い課題を整理する。また引き続き関係
者との意見交換などをおこなう。
[平成 29 年度]
平成 29 年度においては、これまでの文献調査
および現地調査によりわが国の代表的な港湾都
市について計画の考え方、現状の課題および今
後の方向を明らかにする。現地調査の対象とし
ては横浜、神戸およびその他複数の港湾都市を
取り上げる。
[平成 30 年度]
平成 30 年度においては、都市と複合した交通
インフラ開発という概念を整理するとともにこ
のために必要とされる計画プロセスと事業手法
もあわせた計画手法の考察を行うとともにその
発展途上国への適用のための課題の検討を行う。
このためにいくつかの発展途上国の港湾都市に
関する現地調査を行う。現地調査の対象として
東南アジアの複数の港湾都市を取り上げる。
[平成 31 年度]
平成 31 年度はこれまでの研究のまとめとし
て発展途上国における港湾都市という都市と複
合した交通インフラ開発の必要性と課題を整理
するとともにそのための計画プロセスと事業手
法もあわせた計画手法を考察し、そのための国
際協力による国際貢献方策を提案する。その中
で個別プロジェクトの枠をこえたより総合的な
計画手法、ステークホルダー間の調整プロセス
をふまえた計画プロセスなど従来とは異なる手
法を提案することになる。

発展途上国における地域計画手法やインフラ整
備のための制度形成などについて研究を行って
きた 7)。これらは当センターの持続可能な発展
や内発的発展のための手法開発という研究の方
向の一部をなすものである。詳細は省くがこれ
らは限られたトピックについての調査、研究で
あったが貴重な知見が得られた。その中で課題
としては個別プロジェクトの枠をこえたより総
合的な計画手法、ステークホルダー間の調整プ
ロセスをふまえた計画プロセスの重要性が示さ
れた。筆者のこれまでの具体的な経験を当セン
ターにおける研究の成果を合わせ新たな国際貢
献を行おうとするものである。
当センターの目標については東洋大学のホー
ムページに示されているがその中で「そのため
に時代グローバル化時代に即した内発的発展を
社会的インフラの充実を通して実現する普遍的
手法の開発を目指して」8)いると述べており本研
究はその一環をなすものである。
４．本年度の研究成果
本年度は研究の初年度として既存文献などの
収集、整理を行った。収集した文献を大まかに
整理すると以下のようになる。
（文献リストは紙
幅の関係で省略する）
（１）ウォーターフロント開発プロジェクトに
関するもの：例えば代表的のものとして 1986 年
に刊行された「都市のウォーターフロント開発」
9)
や 2009 年にみなとみらい 21 の詳細計画をまと
めた「都市づくり戦略とプロジェクト・マネジ
メント」10)がある。
（２）港湾の歴史からアプローチしたもの：例
11)
えば 1989 に刊行された
「港の世界史」
がある。
（３）港湾政策の中でウォーターフロント開発
をとりあげたもの：多数あるがそのスタートと
なったものとして 1985 年に刊行されたものと
して「21 世紀への港湾」12)があげられる。
（４）港湾の立場から港湾都市を見て議論した
もの：例えば 1994 年に刊行された「港湾都市」
13)
があげられる。
（５）港湾や水際を利用した都市形成とその変
容に関するもの：河川などを含むと多数の文献
があるが 2013 年に刊行された「水の都市 江
戸・東京」14)や 2014 年に刊行された「水都ブリ
ストル 輝き続けるイギリス栄光の港町」15)が
あげられる。
（６）水際空間計画の事例と方法論に関するも
の：例えば 2014 年に刊行された「親水空間論

３．これまでの研究とセンターとの関連
筆者はこれまで実務においてウォーターフロ
ント開発を含む港湾の再開発プロジェクトに参
加するとともに、発展途上国におけるインフラ
整備に関して JICA 長期専門家としての経験を
有している。さらにこの問題についてわが国や
発展途上国の関係者とのさまざまな意見交換を
行ってきた 6)。また、当センターの研究として
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時代と場所から考える水辺のあり方」15)がある。
以上に加えて横浜における港湾都市形成につい
て整理した調査報告書を収集している 17)。
また、先進国を事例とした先行研究について
3)に示す OECD の調査結果を整理しわが国にお
ける計画、実施と比較、評価し、第 76 回ウォー
ターフロント研究サロンにおいて OECD におけ
るみなとまちづくりとして報告 18)し、わが国の
専門家との意見交換を行った。なお OECD の調査
は港湾と都市はかつては手を携えて発展してき
たが今日では異なる方向を志向しているが、港
湾都市という概念を入れることにより港湾は地
域の市民から支持され競争力をもって発展する
ことができることをその結論として述べている。
わが国における具体的な取り組みもこの結論を
支持するものと考えられる。
この先進国の取組みおよびわが国の具体的な
取り組みについて説明し、発展途上国の港湾実
務者と意見交換を行った。わが国と異なる制度
や整備資金の不足などもあり、港湾が円滑に機
能していない現状が明らかになり、その解決と
将来の発展のためには産業、環境、交通など港
湾の内部のみならず立地している都市、地域を
広く見たうえで本研究で取り上げているような
対応が必要と考えられた。
本年度に得られた成果はまだ十分体系化され
たものではないため、来年度以降引き続きその
実践への適用を目指していくこととしている。

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)
13)

注および参考文献
1)
郊外住宅地形成と交通については先進国
でも国毎に全く異なる状況にある。これに
はモータリゼーションの進展のみならずそ
れ以前の歴史的な経緯が影響している。わ
が国の交通・開発企業の中には発展途上国
においてわが国の経験を踏まえた事業を実
施している事例もありそれも含めさらなる
検討が必要となる。
2) 文献 12)参照
3) 超大型コンテナ船による幹線コンテナ輸送
から各国の小規模コンテナ港湾への小型コ
ンテナ船への積替えに特化した港湾。幹線
航路に近接した大規模・高能率の施設で大
ターミナル企業により運営されるが多くの
場合背後地域・都市とは基本的に関係を持
たない。
4) Edited by Olaf Merk “The competitive
-ness of Global Port- Cities; Synthesis
Report“ OECD(2013) なおこの総括報告書
の他９つの個別ケーススタディの報告書が

14)
15)

16)

17)

18)
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港湾と都市が一次産品の輸出や植民地統治
のために整備された。今日当該国の首都あ
るいは経済の中心都市であり同時に貿易の
拠点港となっているものも少なくない。こ
れらの港湾や都市には様々な課題があり、
本研究の主たる対象となる。
藤野陽三・赤塚雄三・金子彰・堀田昌英・
山村直史共著(2011)「海外インフラ整備プ
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ダグラス・M・レン著 横内憲久監訳 (1986)
「都市のウォーターフロント開発」鹿島出
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１. COP21 パリ合意までの動向と展望

ットホーム」を制定、2015 年までに交渉を終え、

世界の CO2 排出量は急激に増加しており、1990

2020 年に発効するものとされた。この全ての主要

年の CO2 大気中濃度 280ppb(0.028%)は既に 400ppb

排出国を対象とした意義は大きく、京都議定書と

と約 1.5 倍となっている。これらは、中国・イン

異なり先進国のみならず中・印・墨・伯など多く

ドをはじめ急速に発展するアジアなどの発展途

の経済大国も義務を負う。また、京都議定書の「第

上国の増加が顕著であるためであり、今後の地球

2 拘束期間（2013 年から 20 年まで）
」では、EU 他

温暖化対策の鍵であると言われている。

は入るが日本・カナダ・ロシアは入らないことを

一方、わが国においては、東日本大震災による

表明。京都議定書が、世界全体の排出量に占める

原子力発電所の停止などにより、既に批准してい

割合の 26%（2009 年当時）をカバーしていたのに

る京都議定書遵守の対応はなされたものの、発電

対して、第 2 約束拘期間では 15%程度にとどまる。

部門における化石燃料の比率は約 90％と、今後の

さらに、発展途上国の地球温暖化対策を支援する

対応には困難な局面に直面している。

「緑の気候基金」を設置することに合意した。こ

現状の上記国際スキームは、1997 年京都で開催

のように先進国が年間 1000 億ドル規模を拠出し、

された第 3 回気候変動枠組条約締約国会議 COP3

気候変動への緩和と適応、さらに技術移転のため

で採択された。これは、先進国全体の CO₂など温

の地球温暖化環境対策資金とした。

室効果ガス排出削減義務を、2008 年～2012 年の
期間中に、1990 年に比べて少なくとも 5%削減す

３. COP18 ドーハ会合について

るものである。

第 18 回国連気候変動締約国会議 COP18 は、2012

その後、
2009 年コペンハーゲン開催 COP15 では、

年 12 月 8 日、新枠組策定に向けた交渉作業計画

産業革命以降の気温上昇 2℃以内に抑えるべく採

などを盛り込んだ「ドーハ・クライメート・ゲー

択されたコペンハーゲン合意にて、世界全体の長

トウェイ」（ドーハ合意）を採択した。その間で

期目標として産業化以前からの気温上昇 2℃以内

は、途上国支援や新たに設定する京都議定書第２

に抑えること等を定め、これが今般の COP21 パリ

約束期間のルールを巡って、先進国と途上国の間

合意において踏襲された。

の意見の隔たりが大きく、調整が難航した。2020
年に発効を目指す新たな国際枠組に関しては、

２. COP17 ダーバンの成果

2015 年までの作業計画の策定が最大の課題で、

2011 年南アフリカ・ダーバンで開催の COP17 で

2014 年に交渉文書の素案を作成し 2015 年 5 月ま

は、以下のような合意が採択された。

でに交渉文書をまとめ、本年 12 月の COP21 パリ

京都議定書の義務期間：ポスト京都 2013 年以

で合意するとされた。

降の約束について、全ての温暖化ガス主要排出国
に削減義務を課す新たな枠組み「ダーバン・プラ
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題をとらえ、持続可能性の観点から、低炭素社会
構築へ向けた環境投資をより一層増加させるこ

４．COP21 パリ会合について
第 21 回国連気候変動締約国会議 COP21 は、2015

とになろう。また、低炭素社会への技術革新が何

年 11 月 30 日から 12 月 12 日（１日延長）
で開催、

より望まれており、新技術や製品・サービスに多

2020 年以降の新たな枠組みとし、京都議定書以来

くの需要が生まれ、そのビジネスチャンスは大き

となる「パリ協定（Paris Agreement）」を採択、

くなる。つまり、製品の低炭素化で差別化を図る

法的拘束力を持つものとし途上国も含め全ての

ことで、競争優位を確保することもできる。さら

国が削減目標を自主的に示すことを合意した。

に、CSR の観点から社会ニーズへの対応で、信用

同会議初日には 150 を超える国の首脳が参集する

やブランドイメージへの貢献も期待できる。

という例年にない政治的モメンタムの高まりの
６．省エネルギー確保とアジアとの連携

中で開始し、同会合ファビウス COP 議長：仏外務

前述のようにアジアをはじめとする発展途上

大臣は、各国と緊密な対話を進め常に透明性と公
平な参加機会を確保して慎重に進行を行うなど

国が、経済成長・人口増に伴って CO2 排出量が急

卓越したリーダーシップの下で、各国の信頼性を

増する中で、同諸国における社会・産業活動の基

確保し、合意に至ったものである。

盤として、先進国によるエネルギー技術を中心と

同協定の重要な点は、地球の平均気温上昇を 2℃

した『技術移転』が果たす役割への期待が寄せら

未満との目標のみならず、1.5℃未満に向けて努

れ、具体的な資金援助スキーム等が定められた。
一方、わが国の省エネルギー対策については、

力する旨を決め、今世紀下半期のうちには世界全
体の人為的な排出と人為的な吸収を均衡させる

産業界は世界に冠する省エネルギー技術を有し、

という、排出をほぼゼロにさせる中期目標を明確

行政においても既に省エネルギー法に基づきト

に設定し、各国の目標や行動を 5 年ごとに提出・

ップランナー方式が導入等の顕著な成果をあげ

見直しを行う仕組みとして構築したこと、そして、 ている。
このようなことから、アジア諸国とわが国との
排出削減のみならず、適応、損失と被害、技術移
転、能力構築、資金供与などについて、先進国の

エネルギー・環境協力を展開すべく、同諸国のエ

責任や役割はもとより、途上国の役割についても

ネルギー・産業・社会構造の分析とともに、各国

適切に盛り込んだ包括的な協定となっている。各

に導入可能な政策・制度・技術の提案を行うこと

国の行動は、国別約束（Nationally Determined

による連携を強化すべきである。このため、アジ

Contributions(NDCs)）と呼ばれ、2020 年までに

アへのエネルギー・環境技術移転を促進するため

正式に提出することになるが、この約束の達成自

の新たなメカニズム構築が望まれる。
例えば、本分野への意志と能力を有する大学間

体に拘束力はかからないため、各国の主体的な行
動とその強化に委ねられることになる。ただし、

において、その制度設計等検討、省エネルギー基

各国は政策措置を実施することが義務付けられ

準等法制度研究、関連する社会制度等の分析を共

るとともに、国別約束の目標や行動の情報の透明

同して行い、行政の施策及び産業界の対応に活用

性を確保し、その進捗を 5 年毎に評価する仕組み

される基礎資料を提示するとともに、所要の人材

も義務付けられ、これからの各国の取り組みは、

教育・育成を行うことを目的し『アジア・エネル

国際的に監視され、管理されていくことになる。

ギー環境ゲートウェイセンター（仮称）
』などの
設立を検討することも有益である。

５．今後の展望

さらに、これら先進国からの技術移転に加え、

わが国の政府・産業界は、京都議定書履行のた

国際協調による技術移転が有効と考えられ、それ

め、海外より膨大な量の CO₂排出枠を購入した。

を促進するための対策も望まれる。例えば、IEA

この結果、ようやく国際的な法的義務遵守がなさ

（国際エネルギー機関）の気候変動対応技術活動

れた。今般のパリ協定の合意を受けての、産業界

実施協定（Climate Technology Initiative：CTI）

の対応においても、省資源・省エネルギー他の課
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の下での活動（日・米・欧等による国際活動；筆

を及ぼす可能性も指摘されている。さらに太陽光

者が事務局）のように、これらの課題に対応すべ

発電、風力発電等のようにエネルギー変換効率や

く、適切な技術の選定・技術移転・能力向上・金

設備利用率（各々わが国では 12％と 20％）が低

融支援など、一体的移転ワンストップ・サービス

く、利用効率の面での課題を有する。
例えば、図 1 に羽田空港隣接の大型太陽光発電

でなさしめるべく志向、活動している。

の公表実測出力値をとりまとめたものを示すが、
まさに天気と気候に依存することが良くわかる。

７．途上国での新エネルギーの展開
新エネルギーは、前述の地球温暖化問題への対

このための対応の一つの方向が、今着目されて

応はもとより、エネルギー・セキュリティの確保

いるスマート・コミュニテイであり、情報通信技

の観点からも積極的な開発・導入を行っていく必

術により蓄電・出力平準化を行うことにより地域

要がある。このため、産官学における技術開発・

社会全体のエネルギー需給の最適化を行うもの

産業化への努力とともに、今般導入された電力固

で、その概念を図 2 に示す。また、これら出力の

定買取制度のように、社会における幅広い利用を

安定のためには大規模なバイオマスへの期待も

促進するための制度・助成を国が行うなど、社会

大きく、その国内外での展開が肝要である。
このための人材育成については、経済外部性が

システムとしての導入促進へ向けた行政の努力
が、わが国はもとより世界各国でも行われている。

大きいことから、産業界からは国が主導的に実施

一方、新エネルギーをとりまく環境は、一部の

すべきとの声が強く、大学等における技術移転分

環境グループの主張によるようなバラ色ではな

野での教育の拡充、同教育における積極的なイン

く、むしろ克服すべき課題が多くある。しかしな

ターン・シップ・海外派遣など、基盤的な教育・

がら、社会システムとして社会・経済に組込んで

研究から大型技術開発までの幅広い人材育成を、

いくことが、地球環境のためのみならず、豊かな

産官学が密接に協力しながら進めていくことが

地域社会の創造や新規産業・雇用の創出に資する

望まれる。

とともに、先行した国・企業が当該分野で「グロ
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ーバル・スタンダード」を構築しまさにトップラ
ンナーとなろう。
他方、新エネルギーに過大な期待や幻想を有す
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太陽光発電、風力発電といった自然条件に左右
される新エネルギーは出力が不安定であり、その
エネルギー を利用できる機会や地点が限られ、
新エネルギーの電力系統への連系が増加するに
つれて、電力品質が悪化し、一般需要家への影響
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図 1．川崎メガソーラーの出力推移
図２．スマート・コミュニテイの概念図

（出典：東大・早野研究室 HP）

（出典：経済産業省発表資料）

写真１．COP21 パリ会合・会場入口
（出典：12 月 3 日筆者撮影）

写真２．同・日本パビリオンの入口
各国同様の施設を設け、展示・セミナー他実施
（出典：同左）
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1. はじめに

能か検討する。

近年、発展途上国の持続可能な発展や内発的成

手法としては、経済学における比較制度分析

長に関する議論が盛んになっている。従来のトッ

(comparative institutional analysis)を用いる。

プダウン型の国際協力に限界が見える中、適正技

比較制度分析は社会の仕組みと仕組みの間に生

術や BOP ビジネス、ソーシャルビジネスなどのボ

じる（相互）補完性 (complementarity)とそこで

トムアップ型の手法の重要性が指摘されている。

生まれるインセンティブに注目する分析手法で

こうしたいわゆるソーシャルイノベーションま

ある1。これまでわが国の戦後経済システムなどを

たはソーシャルデザインと呼ばれる最近の分権

対象に研究が進められてきたが、途上国の社会シ

的な社会変化に関する研究が蓄積されてきた。例

ステムについての研究は限定的である。そこで、

えば、スタンフォード大学のフィランソロピーと

本研究では途上国におけるボトムアップ型のア

市民社会センター (Center For Philanthropy and

プローチのひとつであるソーシャルビジネスに

Civil Society, Stanford University)が発行す

注目し、それがトップダウン型のアプローチとど

る Stanford Social Innovation Review (SSIR)

のような補完性とインセンティブを生み出すか

は 2003 年に創刊されたソーシャルイノベーショ

検討する。特に、ミャンマー国の中央乾燥地域を

ンに特化した刊行物であり、この分野における最

フィールドに調査を行い、安全・衛生的な水供給

新の研究成果が掲載されている。ソーシャルイノ

や電力供給に着目して研究を行う。

ベーションの成果については評価を俟たねば成
らないが、途上国の発展において重要な要素とな

２．研究の背景

っていることに異論はないだろう。その一方で、

筆者はこれまで比較制度分析の手法を用いて、

国際機関などによるトップダウン型の援助は未

戦後住宅システムの研究などを行ってきた2。そこ

だに大きな影響力を持っている。特に、途上国に

では持ち家政策における終身雇用や年功賃金制

おける各種インフラの整備などにおいては非常

などの労働市場の仕組みやマクロ経済の条件な

に重要な役割を果たしていることは事実である。

どの間に多くの補完性が存在し、人々が持ち家を

途上国の持続的な発展を実現するには、こうした

取得するインセンティブを持ったことを説明し

トップダウン型とボトムアップ型両者のアプロ

ている3。

ーチを統合して考えることが重要である。しかし

また、それと同時に 2014 年よりミャンマー国

ながら、従来の研究は、両者のどちらかに焦点を

の中央乾燥地域においてフィールドワークを行

当てたものが多かった。そこで、本研究では、ト
1

比較制度分析については青木・奥野 (1996)、岡崎・奥
野 (1993)などを参照されたい。
2 松行・松行 (2015)など。
3 戦後住宅政策については平山 (2009)などを参照せよ。

ップダウン型とボトムアップ型アプローチの間
にある種の好循環が生まれる条件について考察
を行い、どのような条件下で持続可能な発展が可
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い、インフラの整わない農村における水環境や電

３．ソーシャルビジネスの設計と補完性

力供給に関する調査を行ってきた（図 1 参照）
。

ミャンマーの中央乾燥地域の一部は既に電化
がなされているが、多くの農村はまだ電化されて
いない。また、この地域では水道のインフラ整備
も進んでおらず、一部の村落には深井戸があるが、
多くの村落ではいまだに雨水や溜池の水に依存
しているような状態である。
インフラの整わない村落では、NGO などが中心
になり深井戸が設置されている（図 2 参照）が、
その費用はトップダウン型の援助によるもので
ある。

図 1 ミャンマー中央乾燥地帯の農村（著者撮
影）
特に、ソーシャルビジネスによるボトムアップ
手法による持続可能な発展についての検討を行
ってきた。当初は水や電気に関するソーシャルビ
ジネスによる持続可能な成長についての検討を
行っていた。しかし、ミャンマー国政府は 2015
図 2 深井戸（著者撮影）

年に世界銀行の支援を受けながら、2030 年までに
全国を電化する計画を策定した。これは国家電化
計画 (National Electrification Plan: NEP)と

こうした農村で持続可能な発展を実現するた

呼ばれる国家プロジェクトである。ミャンマーで

めにはボトムアップアプローチが重要である。実

はこれまでも電化が政策的に進められ、2015 年時

際、中央乾燥地域の農村ではソーラーパネルが一

点で国全体の約 3 割が電化されている。NEP はこ

定程度普及し、村民達は電球を点けたり、テレビ

れを 2030 年までに総電化する計画であり、これ

を見たりしている（図 3）
。

までの電化の約 2 倍の速度で電化していくもので
ある。このような国家的なインフラ整備が進む中
で電気に関するソーシャルビジネスを普及させ
持続可能な発展を促すためにはできるだけ NEP と
相乗効果を持つような形でソーシャルビジネス
を設計するのが理想的である。
このような経緯があり、筆者はミャンマー国に
おける国家的なインフラ整備計画である NEP とソ
ーシャルビジネスの関係について比較制度分析
を行い、どのような制度設計をすれば適切なイン
センティブを引き出し、持続可能な発展が可能か
検討することとした。
図 3 ソーラーパネル（著者撮影）
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各種のソーラーパネルは適正技術であり、既存

（１）オフグリッド地域における電力供給を成功

のインフラを補完するものである。持続可能な発

させるためには、村落での管理組織の良好な運営

展のためにはこのような補完性を多く生み出し

が重要であり、そのためには既存の水管理委員会

ていくことが重要である。本研究では適切なソー

を元にした組織運営が有効である。

シャルビジネスを設計し、既存の制度または社会
的な仕組みと補完性を生み出し、持続可能な発展

（２）既に、太陽光発電により揚水を行い、地域

を実現することである。前章で述べたように、ミ

通貨を用いて、水などの取引を行っている村落が

ャンマーでは 2015 年に NEP が策定され、国家プ

ある（図 4 参照）ことから、現地の住民は、水

ロジェクトとして電化が進む予定である。この様

供給と電力供給を組み合わせることに抵抗が少

な状況で補完性を生み出すにはどうすればいい

ないと考えられる。

だろうか。
NEP は大別すると、ふたつの部分から構成され
る。ひとつは電化である。この計画においてコス
トを最小限にしながら電化を進めるために、既存
のインフラから近い地域から電化を進めていく
計画である。これが電化計画の中核となり、いわ
ゆるオン・グリッド (On-Grid)の部分の計画とな
る。計画によれば、従来の 2 倍程度の速さで電化
図 4 地域通貨（著者撮影）

が進むはずであるが、仮に計画通りに電化が進ん
だとしても、総電化が達成されるのは 15 年後で
ある。その間、長い間電化されない地域、いわゆ

（３）水供給という既存の仕組みとオフグリッド

るオフグリッド (Off-Grid)の地域が存在する。

地域での電化という仕組みの間に相乗効果（シナ

こうしたオフグリッド地域については、ソーラー

ジー）を生み出し、NEP との間にも相乗効果を生

パネルやバッテリーを設置したり、地域によって

み出すことにより、効果的な地域経済発展を促進

は小水力発電により電力の供給を行う予定であ

することができる。

る。
本研究では、このような環境下でどのようなソ

ここで提案しているソーシャルビジネスは NEP

ーシャルビジネスの設計をすべきか検討を行っ

というトップダウン型の政策と補完性を持つよ

ている。私たちが対象とするのは前述のオフグリ

うに設計されていることに注目したい。また、そ

ッド地域である。ここでは電化の時期が 2015 年

れだけではなく、既存の社会的な仕組みである水

から 2030 年までの間で、場所により異なる。ま

管理委員会とも補完性を持つように設計され、補

た、電化されるまでは、NEP により、太陽光や賞

完性が入れ子構造で入るように設計されている。

水力などによるローカルな発電システムが導入

現段階では、ソーシャルビジネスの設計は未だ初

される予定であるが、それにより可能になるのは

期の段階にあり、今後それを補完性に着目して精

日常生活用の電球 1～2 個の使用やテレビ視聴程

緻化していく。現地調査を進め、具体的なビジネ

度である。このような状況下で持続可能な発展を

スプランを作成し、それが実行可能か検証してい

可能にするソーシャルビジネスを設計すること

くことが今後の課題となる。

が本研究の課題である。
４．おわりに

これまでの調査および分析により、水供給とオ
フグリッドの電力供給を組み合わせたビジネス

今年度の研究では、まず、ソーシャルビジネス

モデルを有力なモデルとして選出することがで

による持続的発展を分析するツールとして、社会

きた。その理由は以下の通りである。

制度を分析する比較制度分析の手法を採用し、ト
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ップダウン型のアプローチとボトムアップ型の
アプローチの間に補完性を生み出すようなソー
シャルビジネスの設計を行った。同時に、トップ
ダウン型のアプローチであるミャンマー国にお
ける NEP の調査を行い、
実態を把握するとともに、
それに対応したソーシャルビジネスモデルの検
討を行い、水供給と電力供給を組み合わせたモデ
ルを有力な候補として選出することができた。今
後はこうしたモデルの精緻化と実証可能性の検
討を行っていく。

参考文献
1) 青木昌彦、奥野正寛 (1996)．
『経済システムの比
較制度分析』東京大学出版会．
2) 岡崎哲二、奥野正寛 (1993)『現代日本経済シス
テムの源流』日本経済新聞社．
3) 松行彬子、松行輝昌 (2015)．戦後住宅政策の比
較制度分析「現代社会研究」
、12、pp. 155-162．
4) 平山洋輔 (2009)．
『住宅政策のどこが問題か』光
文社．
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１. 研究背景

旧高級住宅地の都市スラムであるプノンペン市

近年、カンボジアにおいて水道普及が盛んに実

ブーディン地区から無作為に 42 世帯(平均世帯人

施されている。これに伴い、UNICEF、NGO、企業

数 6.2 人)を選定した。この地区には上水道が整備

によりカンボジア各地で手洗い促進啓発活動が

されており、各世帯は家屋内給水により台所で流

行われている。

水を用いて手洗いを行うことが可能である。一方

ところが、カンボジアの都市部（水道整備地域）

で、カンダール州ルー村はプノンペン市から車で

と村落部（未整備地域）における住民の手洗い行

南に約 40 分程度の場所に位置する農村であり人

動状況、洗浄剤利用状況、家計の手洗い用洗浄剤

口は約 900 人である。調査対象世帯は無作為に

の支出状況に関する実状を明らかにした先行研

70 世帯（平均世帯人数 5.7 人）とした。この村に

究はほとんどない。都市部（水道整備地域）の貧

は一部、簡易水道が整備されているものの、水道

困層および村落部（水道未整備地域）の手洗いに

料金が高額なことから、住民は生活用水として水

関する実態を明らかにすることは、カンボジアを

売りから購入した河川水、井戸水、雨水をピエン

事例に途上国における手洗いを通した衛生改善

(水がめ)に貯水し利用している状況である。その

において重要な情報になると考えられる。

ため、この村では手洗いに使用可能な流水は得ら

そこで、本研究ではカンボジアにおける今後の

れない。

水道普及に伴う手洗い促進に際し考慮すべき要

現地調査は前述の各調査対象地において 2013

件について、都市部（水道整備地域）と村落部（水

年８月、2014 年１月、４月、８月に実施した。

道未整備地域）における手洗い行動、洗浄剤保有

現地調査項目は、
（１）手洗い前行動、
（２）手洗

状況と手洗いへの利用状況、家計支出額、家計の

浄剤保有状況と手洗いへの利用状況、（３）家計

手洗い用洗浄剤の支出額状況を比較し検討する。

支出額、（４）家計の手洗い用洗浄剤の支出額状
況とし、聞き取り調査やモニタリング調査等を実

２．研究内容

施した。

2013 年以降の約２年間で、カンボジア都市部お

３．結果
(1) 手洗い前行動

よび村落部における水と衛生に関する現地調査
を実施してきた。

各調査対象地域において回答者の約 90 %が手洗

都市スラムと村落部における手洗い行動や状

い前行動として行う項目は、都市スラムで３項目

況の違いは明らかにされていないため、調査対象

（仕事、掃除、料理）、村落部で１項目（料理）

地域として都市スラムであるブーディン地区と

のみであった。また、各調査対象世帯では全体の

村落部であるカンダール州ルー村を選定した。ブ

70 %が排泄時紙類使用後に手洗いを実施していた

ーディン地区はプノンペン市中心地に位置する
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が、排泄時水洗い後の手洗い実施回答者割合は、

教育費への支出割合とエンゲル係数が高いため、

都市部が村落部の約４倍を示した。このように、

両地区における現在の経済状況では他費目から

都市部と村落部で手洗い前行動に差が出ること

100

洗浄剤保有割合と手洗いへ
の利用割合（％）

は、水供給レベルの違いが手洗い状況に影響して
いると推察された。
(2) 手洗浄剤保有状況と手洗いへの利用状況
都市スラムと村落部の洗浄剤保有と洗浄剤利
用状況を把握するため、両地域の洗浄剤保有割合
と手洗いへの利用割合を図-１と図-２に示す。全
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品目の洗浄剤保有割合は村落部に比べ都市スラ

0

7
液体石鹸

固形石鹸 食器用洗剤 洗濯用洗剤

ムで高く、地域間で約２倍の開きがあることが明
らかとなった。両地域ともに液体石鹸保有割合は
図-1 都市スラムの洗浄剤保有割合と手洗いへの

他品目の保有割合に比べ低いが、都市スラムでは

利用割合

液体石鹸保有世帯の多くが液体石鹸を手洗いに
利用していた。一方、村落部では洗濯用洗剤の保
有割合および手洗いへの利用割合が都市スラム
の約７倍高い値を示した。液体石鹸と洗濯用洗剤

100
洗浄剤保有割合と手洗いへ
の利用割合（％）

の使用価格原単位には約 17 倍の差があることが
わかった。
４. 都市スラムと村落部の経済状況
都市スラムおよび村落部の両地域とも家計支
出額層が低下するにつれ、世帯数が増加する傾向
にあった(図-3)。しかし、都市部の家計支出額は
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村落部より約２倍高いことや、都市部では 700 ド
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ル/世帯・月以上の支出額層に属する世帯が存在
図-2 村落部の洗浄剤保有割合と手洗いへの利用

していたことから(図-4)、都市スラムと村落部の
地域間経済格差が生じていると考えられた。一方、

割合

両地域のジニ係数は 0.3～0.4 の間であり、多少
格差はあるものの競争の中で向上には好ましい
面もあるという状況であることが分かった。カン

洗浄剤へ支出移行することは困難な状況である

ボジア統計書 2010 年８と本調査のデータ比較に

と考えられた。

より、都市部におけるジニ係数に時系列的変化は

洗浄剤への支出割合は、村落部で３%以上６%未

見られなかったが、村落部のジニ係数は同州にお

満の世帯が全体の 30 %、都市スラムで２%以上３%

ける 1999 年当時の数値に比べ約２倍であった。

未満の世帯が 90%を占めていた。村落部における

以上のことから都市スラムと村落部には経済格

洗浄剤への支出割合が都市部に比べ高いことは、

差があり、さらに村落部では経済格差が拡大し続

都市部と村落部で販売されている洗浄剤の価格

けているということが推察された。

がほぼ均一であるものの、地域間の経済状況に格
差が生じているためであると考えられた。次に、

項目別家計支出額については、洗浄剤への支出
額の割合が都市部で２%、村落部で３%と大きな差

適切な手洗い剤への移行および潜在需要把握の

はみられなかった。一方で、各地域では共通して、

ために、家計支出額に対する洗浄剤への支出額上
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限値を「手洗い剤への必要上限額」とし、さらに

額の約８%以内で各地域で適切な手洗い剤である

家計支出に占める洗浄剤支出割合の上限を「手洗

液体石鹸や固形石鹸の購入を促すことができる。

い剤への支出限度ライン」として定義した。この
仮説を用い、各地域１点の例外を除き、両地域に
おける必要上限額が 20 ドル/世帯・月であること
がわかった。さらに、支出限度ラインは都市スラ
ムで８%、村落部で７%であることが明らかとなっ
た。以上のことから、家計支出額が都市スラムで
約 270 ドル/世帯・月以上、村落部で約 250 ドル/
世帯・月以上の世帯では、固形石鹸から液体石鹸
へ移行できる可能性があり、一方でこれらの金額
以下かつ支出限度ライン以下に属する世帯では、
洗濯用洗剤や食器用洗剤から固形石鹸へ移行で
きる可能性があると推察された。
図-3 都市スラムと村落部の家計支出額分布

上記の結果をふまえ、カンボジアにおける水道
整備と経済状況が手洗いに及ぼす影響について
考察する。水道普及状況と手洗いの関係について
は、都市スラム（水道整備地域）と村落部（水道
未整備地域）における手洗い行動の比較により、
水道未整備地域でも手洗い習慣はなされており、
さらに動物由来感染症への意識がある手洗い行
動（餌付け後と動物接触後）がみられた。しかし、
排泄時水洗い後の手洗いのように、家屋内給水整
備の有無が影響を及ぼす手洗い項目があること
がわかった。また、都市スラムのようなトイレと
シャワー室の合設は村落部でみられないため、水
道整備状況に加え、住環境の違いも手洗い行動の

違いに関係すると考えられた。これらのことから、 図-4 都市スラムと村落部の家計支出額
今後の水道普及に伴う石鹸を用いた手洗い促進
５．今後の研究について

のためには家屋内給水設備の整備を行う必要が

2012 年４月以降、カンボジアやバングラデシュ

あるといえる。
経済状況と手洗いの関係については、都市スラ

において水と衛生に関する研究を行ってきた。特

ム（水道整備地域）と村落部（水道未整備地域）

にカンボジアでは、地下水のヒ素汚染問題、水処

では地域間で経済格差がみられ、洗浄剤への支出

理、水供給手法について現地調査を実施している。

額平均値に差はなかった。村落部の低所得者層と

これらの調査により得たデータは、東洋大学大学

中間層では経済状況が手洗いに利用する洗浄剤

院紀要への投稿や論文執筆に使用してきた。現在

品目の選択に影響を及ぼしていると推察された。

も調査で取得したデータを分析し、海外雑誌や学

が、高所得者層では習慣やその他の因子が関係し

会雑誌への投稿を予定している。

ていると考えられた。
次に、洗浄剤への支出額と家計支出額の関係図
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Exploring behavioral intentions in new urban areas of motorcycle-dependent cities
with regards to urban transport are reflected by social
orderliness attitudinal-aspects of car and public
transport (Choocharukul et al, 2006; Van and Fuji,
2011).
Although people’s travel behaviors are
related to attitudinal image variables for cars and
public transport, the levels of variables’ impacts vary
across different urban transport contexts such as
Thailand and Japan (Choocharukul et al, 2006). It is
argued that a new situation of urban transport, which
is
different from chaotic situation, might result in
significant changes in travel behaviors. How is future
motorcycle use in new urban contexts different from
the conditions of motorcycle use popularity?
Within the transport literatures, the factors that
make people more or less likely to use motorcycle are
classified
in
socio-demographics,
travel
attributes, contexts. Previous studies discuss little
about
psychological determinants of motorcycle
use. In exploring mode choice behavior in Taiwan-a
motorcycle dependent region, Chen and Lai (2011)
found that intention and habit have more significant
effects on motorcycle use than socio-economic factors.
Moreover, person norm toward environmental friendly
is found to be determinants for the usage of private
vehicle (automobile and
motorcycle) under the
fuel price rise (Chang and Lai, 2013). While
motorcycle is used as an effective solution for the area
overwhelmed by traffic congestion, it is also
regarded as unsafe mode due to high traffic accident
related to motorcycle ride in developing countries
(Tsao, 2010; Esmael, 2013). Therefore, traffic
awareness determinants related to safety and
congestion should be consider as new psychological
variables in this research.

1. Introduction
Motorization
is
accelerating
in
many
metropolitans of developing countries. It is
characterized by not only the growth of car ownership
and usage but also the similar trend for motorcycle in
emerging economies. Motorcycle becomes an
important aspect of
motorization, particularly in
Asia. In last decades, the process of urban expansion
results in significant changes in transportation patterns
including the demand for long-distance travel and car
use. Transit alternatives such as mass rapid transit
(MRT) and bus rapid transit (BRT) have been
introduced for improving service quality of public
transport and tackling traffic congestion in city center.
This process results in new land use patterns such as
car–oriented
suburbs
and
Transit
Oriented
Development area. The changing context challenges
motorcycle mobility in some developing-country
megacities.
Previous studies on motorcycle use have been
conducted in both developed and developing countries
such as Taiwan, Thailand, and Indonesia. It is found
that the broader literatures focus in the regions
different from the case in which motorcycle becomes
a dominant mode in urban transport. In order to fill
this gap, this study aims to explore behavioral
intentions with regarding to urban developments and
new transit alternatives in motorcycle dependent cities.
Ho Chi Minh City (Vietnam) is selected as
representative of developing-country megacities for
this research.
In developing-country megacities, urban
transport problems are described by particular
characteristics such as premature congestion,
deteriorating environment, high concern in safety and
security, low affordability for the poor (Gwilliam,
2003).
Therefore, traffic condition of developing
nations is more chaotic than that of developed
countries (Van, 2011). The differences are found not
only in vehicle performances and public transport
systems but also in people’ travel behaviors relating to
driving and law enforcement. The unique contexts

2. Study area
Located in the southern part of Viet Nam, HCMC
has an area of 2,095 km2 and includes 19 urban
districts and 5 rural districts. The total population of
HCMC is over 9 million that is expected to grow to
13.8 million by 2025 (Ministry of Transportation,
2013). By May 2012, the number of private vehicles
89

The surveys were conducted mainly at residential
households where household representatives accept
interviews. The priority time is evening for weekdays
or day time for weekend. Extra questionnaire sheets
were also collected at public places such as local
councils, supermarket, schools, and universities where
there are many local residents visiting every day. After
removing incomplete responses from the initial
questionnaires (N=230), 215 usable samples were
obtained for further analysis.
3.2. Measures
Socio-demographics
The survey contained a list of socio-demographic
variables that may help to explain travel behavior.
Individual information includes gender, age,
occupation, and driving license. Household
information on monthly income, size, residence type,
and vehicle ownership were also required.
Travel patterns
The survey measured travel data including
commuting modes, mode use frequency, commuting
duration, commuting trip length, and travel expense.
Traffic awareness and behavioral intention
Attitudinal items regarding safety preferences,
traffic concerns, and behavioral intentions such as
bus ridership, MRT use, motorcycle use, and car use
were measured in four-point Likert type format from
1(“Strongly disagree”) to 4(“Strongly agree"). The
reason for no neutral scales is to limit lexicographic
behaviors of participants.
Details of traffic
awareness items are found in Appendix.

in HCMC is 5.6 million including 503,952 cars and
5,145,516 motorcycles (Department of Transportation,
2014). Public transport system has only bus and taxi
while mass rapid transits are being implemented. In
2009, it is estimated that public transport usage
accounts for only 7.2 % of travel need while this
figure is 5.4% for bus transport. Currently, the first
two MRT routes, namely MRT 1 and MRT 2, have
been launched in HCMC. Their construction will be
finished in 2019 and 2020 respectively.
When the economy of Vietnam transferred to
market oriented in 1986, urban development in
HCMC has progressed rapidly. The increase in urban
population associated with economic growth and
motorization has led to an expansion of urban areas.
Urban growth was mainly attributed to residential
projects and industrial facilities sprouting in the areas.
Residential development has emerged rapidly in two
last decades. This process can be classified as: (1)
spontaneous residential projects by small private
developers; (2) residential projects by private
domestic developers; and (3) large scale urban
development by professional developers. In last
decades, most of urban developments have been
largely in the peripheries of the existing built-up areas
and toward the northeast, northwest and north of the
city along the existing primary roads (JICA, 2004).
3. Methodology
3.1. Sampling and survey
The survey was carried out in November and
December, 2014. Survey sites are mainly located in
specific wards of district 2 (Thao Dien, Binh An, and
An Phu), Ho Chi Minh City, Vietnam. Used to be
suburban area, district 2 was urbanized rapidly in last
two decades. There are many residential developments
in survey site. Most of
projects have been not
finished yet while some developments are still under
construction.
Category

4. Analysis and comparison
4.1. Behavioral intentions
In general, the rate of bus ridership intention is
always lower than that of other behavioral intentions
(see Table 3). The next rates are identified relating to
motorcycle, car, and alternative transit. About 44% of
respondents want to have more bus ridership rather
than mainly use private vehicles. In addition, 68% of
respondents are willing to have alternative transits
those are not influenced by traffic congestion to travel
to city center. It means that if public transport
provides good services in punctuality, speed, and
frequency, it is more considered than conventional bus.
More than half of respondents (57%) really want drive
motorcycle as less as possible. However, this rate is
not so high to confirm most of people want to stop
using motorcycle as main travel mode. Since the
survey site is located in a newly development area that
is far from city center and is adjacent to highway
where there is a high volume of daily traffic, people
might have safety awareness in motorcycle use,
particularly for long-distance trips. Finally, the rate
of commuters who want to have more car use
frequency is around 63 %. It can be explained the
survey was conducted in new residential areas where
high income households account significant

Description

Gender

Male (60%), Female (40%)

Age group

<22 (7%), 23-30 (36%),
(40%),

30-40

>40 (18%),

Household
< 10 (8%), 10-20 (44%),

income
(mil. VND)

>20 (47%)

*

Vehicle
ownership
Commuting mode

Motorcycle (98.6%), Passenger car
(19%), Bicycle (46%)
Motorcycle (89%),

Car (5%), Bus

(2%)
* 10,000 VND  0. 5 USD (2015)

Table 1: Sample characteristics
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percentages of samples.
Behavioral
intention

Item

Bus ridership
Alternative
transit use

Strongly
disagree

Somewhat
disagree

Somewhat
agree

Strongly
agree

Q13

15

40

30

14

Q14

4

28

41

27

Motorcycle use Q15

7

36

35

22

Car use

7

31

38

25

Q16

5.3. Comparison
Figure 1 (a,b,c,d) presents how behavioral
intentions change by different quartiles of traffic
awareness. It is found that the intentions of bus
ridership and motorcycle use are related to bus safety
belief. Moreover, motorcycle use awareness
influences on bus ridership intention and car use
concern affects MRT use intention.

Response (%)

Table 3. Responses to behavioral intentions
5.2. Factor analysis
Factor analyses were conducted for identifying
primary components of traffic awareness (see Table 4).
Only attitude items having factor loading >=0.5 are
noted. As a results, some factors were identified,
namely as Motorcycle use awareness, Car use
awareness, Bus safety belief, and Congestion
concern. Factor score are calculated by regression
method and are normalized to set the neutral position
at zero. These values were quartiled for further
comparisons (see Table 5).
Factor

Item

Mean

Factor loading

Motorcycle use awareness

Q1

3.13

.632

(F1)

Q2

2.65

.539

Q3

2.92

.780

Car use concern

Q4

2.88

.665

(F2)

Q5

2.78

.781

Q6

3.29

.620

Bus safety belief

Q7

2.75

.762

(F3)

Q8

2.80

.834

Q9

2.99

.713

Q10

2.76

.647

Q11

3.23

.711

Q12

3.00

.741

Congestion concern (F4)

(a)

(b)

(c)

Table 4: Items’ mean score and factor loadings
F2

F3

F4

Min

-3.68

F1

-2.87

-2.91

-3.44

Max

2.39

2.33

2.11

2.58

25

-0.76

-0.67

-0.71

-0.71

50

0.01

0.08

0.05

0.10

75

0.67

0.65

0.76

0.68

Percentiles

Table 5 Value limitations and percentiles of factor
scores normalized

(d)

Figure1: Behavioral intentions by traffic awareness
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for Transportation, Vol.9, 2013.
6) Japan International Cooperation Agency (JICA),
The study on urban transport master plan and
feasibility study in Ho Chi Minh metropolitan area
(Houtrans). ALMEC Ltd, Ho Chi Minh City, 2004
7) Gwilliam, K., Urban transport in developing
countries, Transport Reviews, Vol.23, No.2,
pp.197-216, 2003.
8) Ministry of Transportation: Transport Master Plan
toward 2020 and vision after 2025. Tedi South Co.,
Ho Chi Minh City, 2013 (in Vietnamese)
9) Tsao, S., Inducing Motorcycles to Public
Transit-Taipei in Ieda, H. (eds) Sustainable Urban
Transport in an Asian Context. Springer, Japan,
pp.189-176, 2010.
10) Van, H.T and Fujii, S., A Cross Asian Country
Analysis in Attitudes toward Car and Public Transport,
Journal of the Eastern Asia Society for Transportation
Studies, Vol.9, 2011.

6. Discussion and conclusion
It is found that congestion concern is less likely
to affect behavioral intentions. It indicates that
existing traffic has not reached the levels of worsening
condition yet. The introduction of mass rapid transit
systems will be important contextual factor affecting
behavioral intentions in comparison with urban
context. People who have car use concern intend to
use alternative transits to overcome future traffic
congestion. This finding suggests that car use will be
more influenced by traffic congestions in comparison
with motorcycle use.
Motorcycle use awareness makes commuters
want to have more bus ridership rather than mainly
use private vehicle. However, motorcycle use
awareness has no influences on less motorcycle drive.
It can be explained that motorcycle use becomes a
habit that is stronger than awareness of motorcycle
ride. The intention of having more car use might be
explained by other psychological factors different
from traffic awareness. The belief in bus use safety is
a determinant for commuters’ intentions of bus
ridership and motorcycle use. It indicates that
planning for bus service should focus on safety
enhancement to encourage more bus ridership in new
urban areas. Finally, practices in MRT operation
should concentrate on travel cost and station parking
for shifting people from
private vehicle to mass
rapid transit.
In conclusion, the study has analyzed
behavioral
intentions with regarding to urban
developments and new transit alternatives in a
motorcycle-based context. The results show that
motorcycle use awareness has little impacts on
motorcycle use reduction in new urban areas. Further
practices should improve public transport service to
increase public perception on transit safety belief.

APPENDIX
Items on traffic awareness and behavioral intention
Q1

It is unsafe for driving motorcycle on highways.

Q2

It is impossible to drive motorcycle in bad weather.

Q3

I feel unsafe in driving motorcycle when I see bus
fleets on streets.

Q4

It is risky to drive passenger car in such conditions
overwhelmed by motorcycles.

Q5

I always feel nervous in travelling by car

Q6

I almost remember to fasten seatbelt when I get in a car.

Q7

Taking transit is safer than driving car.

Q8

I like to be a passenger than a driver even though I have
a chance to drive.

Q9

References
1) Chang, H.L. and Lai, C.Y., Reduction of Private
Vehicle Usage in Response to Fuel Price Rise: A
Comparison between Automobile Drivers and
Motorcycle Riders, Journal of the Eastern Asia
Society for Transportation Studies, Vol.9, 2013.
2) Chen, C. F. and Lai, W.T., The effects of rational
and habitual factors on mode choice behaviors in a
motorcycle-dependent region: Evidence from Taiwan,
Transport Policy, Vol.18, No.5, pp.711-718, 2011.
3)Choocharukul, K., Van, H.T. and Fuji, S.,
Psychological determinants of moral obligation of car
use reduction and acceptance of car use restriction in
Japan and Thailand, IATSS Research, Vol.30, No.2,
pp.70-76, 2006.
4)Department of Transportation, Programs for traffic
congestion mitigation. Ho Chi Minh City, 2014
5) Esmael, M. O. , Sasaki, K. and Nishii, K., Road
Traffic Accident Trend in Developing Countries- The
Policy Implications, Journal of Eastern Asia Society

Using public transport make me feel safer in daily
travel.

Q10

I would like to leave my home early or to remain in my
office late until traffic congestion eases.

Q11

If possible, I try not to travel in peak hours to avoid
traffic congestion.

Q12

Traffic congestion influences much on my daily trip.

Q13

I intend to have more bus ridership rather than mainly
use private vehicle.

Q14

I really want to drive motorcycle as less as possible.

Q15

I always want to have more car use

Q16

I am willing to use alternative transits those are not

frequency.

influenced by traffic congestion to travel to city center
even thought I never or rarely use public transport.
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Research on Social Networking Service for Youth Education
- A case study of Nepalese Youth
revolutions and it has been consistently growing in
popularity (Preeti Shrivastava, 2012). We consume
most of our time in virtual world instead of real one in
different aspects of life, and no imagination could
exist without computer along with the internet. Today
the basic term for communication has become
electronic, sociologically some of the same concepts
have been changed but in different manner as
face-to-face has become computer to computer. Dunne,
Lawlor and Rowley said; SNSs are a form of virtual
community, with sites such as Bebo©, Facebook© and
MySpace© attracting millions of users worldwide,
many of those have integrated the uses of these sites
into their daily routines.

1. Introduction
Social Networking Service (SNS) is a powerful
platform for virtual social lives where people can
communicate with other people, sharing same or
different cultural background, opinion and information
through communication opportunities. The worldwide
growth of social communication network has gained
the incredible pace and popularity. Face-to-face
communication in interpersonal relationship has been
gradually replaced with communications via
technological devices.
Information communication technology is given as
first priority in recent education system at global level
concerning the quality of education. Through different
social networking services, the prevalence of ICT has
been increasing rapidly, at the same time because of
the generality of SNS and awareness of ICT education,
most of the young generation have an ability to use
social networking services such as Facebook,
Twitter©, YouTube, Google+ etc. The facts are
applied not only to educated generation but also for
most of younger generations. However, the huge mass
of the youth have been using such SNS as an
entertainment and fun, the data of inappropriate
exploitation of SNS young users are greater than
others’. As for the generality of young SNS users, this
research explores that SNS can be an important tool
for study purpose.

This study examines the young generation’s
attachment toward social communication networks
and its direct and indirect effects to their education.
The study particularly focuses on 15-24 age group
who are involved in any educational institutions.

Figure 1. Framework of research

Social networking service proves to be a vital tool in

There are millions of resourceful materials available
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advance communication technology in recent years.
According to population census 2010-2011, Nepal
currently consists of 26.5 million people whereas 84%
have direct access to telephone, among those
Telephone users 74.33% are using mobile phone. As
well as there are all 75 district has available the access
of internet whereas 28.92% of country’s population
are using internet via computer, laptop, tablet and
smart phone etc. (Nepal Telecom Authority, 2013).

on social sites, which can be used as personal,
educational, professional or for other various purposes.
Such resourceful services makes education easy and
accessible by providing necessary materials of
relevant contents. These kinds of materials and
resourceful sites make the modern education
extremely simpler.
As well as such SNSs like Facebook, Twitter©
Google+© etc. are encouraging to share the
excitement, problems and information between friends.
It can be a good medium to solve the problem and
dilemma regarding personal, professional and
educational among friend circle. According to
researchers, social networks improve communication
skills, enhance participation as well as social
commitment, reinforce peer support, and ensure
realization of education based on collaboration
strategies (Filiz Tiryakiogly, Funda, 2011).

Along with the development of communication
technology in Nepal, ICT education has been
expansion as compulsory education throughout the
country. To approach among each people of the nation,
ICT education has been included in school education
as an important course, and different private
organizations or institutions have been providing
training and courses for those who do not have
computer and internet courses in their academic
education.

2. Case study in Nepal
Nepal is an underdeveloped country in South Asian
region, where about one-quarter of its population
living below the poverty line. Due to political turmoil
and unstable government for several decades, the
nation’s economic development has been directly
affected, whereas approximately 71% of total
population are dependent on traditional farming. Still
40% of total population are illiterate (Literacy
Mapping Team, 2013). In particular, the
unemployment rate for youth (aged 15-24) has risen in
urban areas, from 13.0% in 2008, similarly 1,700
people every month migrate to foreign countries; India,
Gulf regions, Malaysia or other Asian countries for
seek the job (International Labour Organization, 2014).
As well as many Nepali traveling abroad to study are
influenced in their choice of destination by host
country immigration and workplace laws. As often
they need supplemental income to help fund their
education, due to a lack of jobs in Nepal. They are
looking for post-graduation employment opportunities
as routes to future careers (World Education News and
Reviews, 2013). According to UNESCO institute of
statistic there were over 24000 Nepalese student
studying overseas in 2010.
However, Nepal has taken a big leap in the sectors of

In spite of remarkable development on ICT education
in most of the cities and metropolitan, majority of
rural areas are out reach of the education and ICT.
However, in rural school courses has been included
the computer and internet subject theoretically, due to
the particular reasons such as lack of appropriate
budget, geographical difficulties and lack of proper
infrastructure, most of the rural school could not able
to provide the adequate computer and internet services
to their student. In the previous research of particular
village, it is found that, most of the student of grade 6,
7 and 8 can explain the definition of internet,
computer parts and program but they had never
experienced to use the computer in real life.
Internet has been expanded to some of the rural areas
of Nepal because of which the youth of those regions
are accessing or aware of the most common visited
social sites like Facebook, Twitter, YouTube, Google
as communication or social network. Recently there
are 18,97,840 Facebook users in Nepal which is
6.56% of total population and these users are mostly
from the age group 18 to 24. The user ratio is
increasing day by day (Chalaune Ankalal, Rabin,
2012). People are using SNS such as Facebook to
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presuming that such behaviour of group discussion
can be obtained from the different views to help their
subject difficulties by the opinion and comments of
different people.
To make the research context clear and simpler, the
figure of research is prepared.

express emotions, behaviours, daily routines and
information. However, these SNS are also been used
for different purpose such as business advertisement,
journalism, publishing and introduction for different
organizations.
In Nepal there is a big difference in number of users
between the users from urban areas and the users from
rural areas. Likewise, the big numbers of the youth are
living in other countries than the situation of users can
be different, therefore to consider the differences of
users by the number and user’s situation, the research
area is selected in 3 different areas: Rural, Urban, and
Living abroad.
3. Research Objectives
The Objectives of this study are to explore the
prevalence of SNS among younger generation
considering the effect to their education that is based
on literature reviews, research question, background
and context of research. Research objectives are
included the following:
1. To identify the effects of social networking
service on youth’s life and on their education.
2. To evaluate social networking service as an
effective
tool
to
enhance
educational
environment.
3. To promote SNS’s advantages on education to
develop quality education of youth.

Figure 2. Figure of research context

According to Figure 2, the youth are taken as the
research respondent (age of 15-24). There has been
quantitative improvement on education in Nepal but
there are dis-satisfactory results regarding qualitative
education. Therefore, to be noted the factors;
‘increased ratio of SNS users, user’s intention to use
such popular networking services and SNS use for
educational purpose’, SNS will be analyze as an
effective tool to enhance educational environment
among youth. Based on the literature reviews some
questions are prepared in hypothetical way to simplify
the objective of the research.
1.
How SNS has been affecting in daily lives of
younger generation?
2.
How those youth who are far from the higher
education have been using SNS?
3.
How can SNS become an important resource
tool for education?

4. Research Context
Among the mass of users, many have a perception of
SNS as the form of entertainment, less likely people
are using such tools as an educational purpose
specially the youth users. However, users have been
adopting the updated information through these tools
because of the nature of sharing information,
uploading contents, receiving others uploaded societal
contents and messages. Such performance influences
positive and negative on the intellectual development
of the youth.
In the educational
about their subject
close friends or
education faculty

5. Literature review
Interpersonal relationships build learning communities
and engage student, Buzzetto’s research explored the
efficacy of social networking systems as instructional
tool by examining the use of Facebook in courses at
US Mid-Atlantic minority-serving University by
examining student perception as well as by analyzing
content. Buzzetto found that students perceive to use
of Facebook positively as a tool to enhance
communications,
community
building
and

way; younger people can discuss
difficulties and problem with their
friends circle regarding similar
or different faculty. It can be
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engagement however, educators do not want to see
social
networking
services
replace
course
management systems like blackboard. In, their
findings it should encourage college faculty to adopt
the use of social networking services as part of the
teaching and learning process with a specific focus on
building learning communities and increasing student
engagement. At the same time, the research finding
encourage faculty should continue their use of
traditional learning management systems using SNS
simply as means of augmenting instruction.
According to Buzzetto findings, the traditional
teaching (blackboard), learning and social network
service learning were compared. From the comparison
of two different methods of teaching and learning it
has been found out the both learning methods are
equally important on education. However, the
literature doesn’t found the clear analysis that SNS
can be an effective tool for teaching and learning
method. The literature research has not been seen to
be focused on the increasing ratio of user as an
important factor. It shows that Education oriented
analysis has not been focused under user intention
toward SNS.
In the research of Filiz, the University’s instructors
have been surveyed as research sample, and Facebook
has been examined as SNS tool. It has been found out
that the literature research has analyzed only the
instructor’s whether they have been using SNS as an
educational tool. However, it has not clarified whether
SNS can be effective tool for education and the
negativity or the weak aspects of SNS user intention
are also neglected.
Although this research proposal has prepared base on
different literature research, this study will try to
include those areas of content where literature
research has not been found so clearly.
References
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Role of Japanese companies to reduce environmental solid waste load generated by them in
countries such as Thailand — Aiming to create a sound-material cycle society through private
initiative—
１. 研究の背景

会形成のための一環をなす仕事に移行したこと

筆者は、タイ王国(以下、タイ)において環境事

を示し、更に、その現場は国内から海外へと展開

業としての廃棄物最終処分場経営の一環として、

して行った。

新規の廃棄物最終処分場を建設するための環境

センターの研究に密接な、筆者の環境事業及び

影響調査を開始したところ、ＮＧＯを含む住民の

エネルギー事業の活動実績は、鉱山経営に資する

強力な反対運動に遭遇した。反対運動の主要な原

技術要素の展開に基づいている（図１参照、筆者

因として、それまでの製造業を中心とした日系企

作成）
。

業のタイ進出における環境負荷の増加が挙げら
れた。このような国を跨いで生じる環境負荷増加
の問題を解決するための一助として、修士論文を
作成した（内容は、第２章で記載）
。
「国際共生社会研究センター」（以下、センタ
ー）における研究では、日系企業のタイへの進出
による固形廃棄物（以下、廃棄物）の環境負荷の
移転による影響と改善についての考察を深める
と共に、ＡＳＥＡＮ地域及びアフリカへの研究の
展開を図りたい。
図１

２．研究業績とセンターとの関連

筆者のバックグランドと環境・エネルギー事業の展開

(1) 研究業績
鉱山経営の各要素技術は、探査、採鉱、選鉱、

筆者の研究業績は職歴に沿うものである。非鉄
金属鉱山会社に入社後、１５年間は金属鉱床の探

製錬及び運搬であり、この過程を経て地金を生産

査・操業、その後１２年間は発電用地熱蒸気の探

することができる。鉱石の探査は最終的な鉱山開

査・開発・操業に従事した。更に最近の１０年間

発のＦＳまでを見通して実施する。個々の技術に

は環境事業（汚染土壌の調査・浄化、リサイクル

着目すれば、探査は汚染土壌調査の手法に、採鉱

を含む固体・液体廃棄物の処分場経営）に取り組

は廃棄物最終処分場運営に、選鉱はプラント技術

んだ。これらは、資源・エネルギーの大量生産大

としてリサイクル・廃液処理施設運営に、製錬は

量消費を維持するための仕事から、資源循環型社

廃棄物焼却施設運営に、運搬は全体を繋ぐ流通と
97

して貢献している。

負荷を低減し、ＡＳＥＡＮ各国の循環型社会形成

それぞれの事業分野における主な研究実績及

への貢献を図るための施策を提案した（図２参

び業績は以下のとおりである。
＊非鉄金属鉱床の探査：

照）
。

①化学的な手法で、

鉱床下部に存する変質鉱物の生成を解析する探
査手法１）等を用い、黒鉱鉱床（日本に特有な金銀
銅鉛亜鉛を含む鉱石）の発見約２０万トン（粗鉱
価値

９０億円）、②変質鉱物の光学的分析装置

の製作及び探査ソフトウェアを構築し、それを活
用した鉱床探査システムを開発２，３）、更にそれら
を JICA 関連を含む国内外で販売。
＊地熱発電用蒸気の探査・供給設備運用： ①
電力会社と共同で秋田県南の上の岱地熱発電所
（ ２８ MW、 建設費 ２００ 億円）の 立ち上 げ・
運営４）（写真１参照）、②再生可能エネルギー電
図２ 日系企業共同体の施策取り組み（修士論文）

力固定価格買い取り制度による大型地熱発電所
建設の最初の取り組みとなる山葵沢地熱発電所
（秋田県南）の初期調査・ＦＳ５）の実施。

＊CSR 活動強化： タイでは、
「地域社会協定」
、
「Community fund」、
「学生インターンシップ」、
「学
校等へのコンピュータ等の提供」を強化し、事業
実施の円滑化及び地域貢献を図った。
(2) 研究業績とセンターとの関連
１）センターの活動
センターの活動は、2001 年～2008 年に第一期
の活動が開始され、第二期は､2010 年～2014 年、
現在の第三期の活動は昨年の 2015 年～2019 年の
予定で進行中である。このプロジェクトは、「ア
ジア・アフリカにおける地域に根ざしたグローバ

写真１ 上の岱地熱発電所（建設中）

ル化時代の国際貢献手法の開発」目指している。
研究分野は、①途上国における社会形成の人材

＊環境事業： タイ王国に位置する米国資本の

育成研究、②途上国における社会・経済基盤形成

廃棄物処分場等の買収・経営・運営円滑化のため

の研究、及び③ビジネスによる持続可能な社会形

６）

の施策提案（修士論文 ）、環境事業のため台湾

成の研究となっている。更に、ポストＭＤＧであ

における駐在員事務所の立ち上げ・運営、国内の

るＳＤＧへの貢献を目指している。

汚染土壌調査・浄化事業の実施（国内シェア 10%）。

計画のポイントは以下のとおりである。

修士論文の骨子は、「廃棄物に関し循環型社会

2015 年度：体制の整備、及びワークショップ開

形成の切り口で、日系企業のＡＳＥＡＮ各国への

催等による各種情報の収集。

海外進出と、循環型社会形成の構築を開始した各

2016 年度：アフリカのケニアをターゲットとし

国との関連を調査し、タイでの業務経験を踏まえ

た、ナイロビでの拠点形成、及びナクル湖の環境

課題を明確化した。更に課題解決のため、日系企

と開発両立のための議論。

業グループの共同体創設により、進出国での環境

2017 年度：2020 年の東京オリンピック開催を
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視野に入れ、アジア・アフリカの観光立国からの

実施の基礎モデルを構築する。

要人参加国際シンポジウム開催による観光分野
の研究・教育の強化。

(2) 研究の内容・方法

2018 年度：タイ、インド、マレーシアに設置さ

①「固形廃棄物排出管理指標（以下、廃棄物指

れている東洋大学の海外事務所等のある各国に

標）」作成：日本と直接投資・貿易で密接な関係

おいて実践的な国際貢献手法の研究実施。

のある各国を対象に、日本との２国間におけるマ

2019 年度：過年度まで行って来た成果である国

クロな「廃棄物指標」を作成する。この指標によ

際貢献手法の実践研究の定点観測結果に基づき、

り、日本と相手国の２国間におけるお互いの相対

その取りまとめと書籍の編集、データの公表と成

的な廃棄物発生依存度・環境負荷をマクロに把握

果の社会への還元。

することができる。
②「廃棄物指標」の詳細化：日本及びタイの２

２）筆者の研究業績との関連

国間を対象に、廃棄物発生量把握の精度向上・時

センタープロジェクトの対象国は、アジア・ア

系列解析・地域単位の考慮等、「廃棄物指標」作

フリカ地域であり、筆者の研究対象国であるタイ

成の詳細化を図る。これにより、２国間の廃棄物

からＡＳＥＡＮ及びアフリカ地域への展開と整

発生の相互依存度・環境負荷をミクロに定量的に

合的である。また、図２で示したように筆者が当

扱うことが可能になり、「廃棄物指標」の適正値

初考えていた大凡の研究期間は 7 年間であり、セ

の検討ができる。

ンタープロジェクトはこの期間に収まっている。

③「事業運営モデル」の構築：タイにおいて、

研究分野については、第 1.2.1 項②の「途上国

「廃棄物指標」の適正値を達成するため、日系企

における社会・経済基盤形成の研究」に属すると

業共同体における廃棄物処理・管理を含む事業の

考えられると共に、③の「ビジネスによる持続可

運営を検証することのできる、
「事業運営モデル」

能な社会形成の研究」にも関連している。

を構築する。

ＳＤＧとの関係では、ＳＤＧ１２の「責任ある

④「事業運営モデル」による試行：タイを対象

生産と消費」、ＳＤＧ１７の「持続可能な開発に

に開発した「事業運営モデル」をＡＳＥＡＮ地域

向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナ

及びアフリカ地域向けに展開すると共に、関連国

ーシップを活性化する」、及びＳＤＧ７の「すべ

での試行を図る。

ての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的
なエネルギーへのアクセスを確保する」に貢献す

(3) 先行研究等

ることができると思われる。

限定された廃棄物等発生量の研究、あるいは投

筆者の研究業績は、国を跨いだ環境問題を解決

資・貿易構造の研究等、個々の研究は存在する。

するための基礎となるものであり、これを発展さ

日系企業の環境に与えるインパクトを検討・モデ

せることが、センタープロジェクトのような多様

ル化し、目標を設定した環境改善の研究は見当た

な視点からの研究アプローチに符合している。

らない。
各種の環境指標が提案されて来ているが、その

３．センターにおける筆者の研究内容及び計画

1 つとして製品の使用に伴う環境負荷をライフサ

(1) 研究目的

イクルとして捉えようという発想でのバーチャ

タイを含むＡＳＥＡＮ地域及びアフリカ地域

ルウォーターの概念７）がある。原材料・製品の輸

において、その国へ進出したあるいは進出を予定

入に着目し、輸入することによってその生産に必

する日系企業が、できるだけその国の国情に左右

要な分だけ自国の水を使わないで済んでいる。言

されずに日系企業共同体として、安全・安心に廃

い換えれば形を変えて水を輸入していることに

棄物（含、リサイクル物）の処理を実施し、環境

なるという考え方である。
カーボンフットプリントも、製品が生産され廃

負荷低減により循環型社会構築へ貢献する事業
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棄されるまでのＣＯ２排出を計算するものである。
これら環境負荷指標の考え方は、ライフサイクル

地質」
、31 巻、p115-122．
2)

Tsuneshi INOUE, Hiroyuki TAKAHASHI, Takafumi

での原材料・製品使用の責任にまで及ぶものであ

TSUJIMOTO,

り、今までのＧＡＴＴ／ＷＴＯ体制での貿易ルー

OHKURZA(1992)

ルから一歩踏み込んだものになってきている。

IDENTIFICATION OF ALTERATION MINERALS BASED

Yasushi

YAMAGUCHI,

Tsutomu

AUTOMATED

FIELD

:

「廃棄物指標」の概念は上記の考え方を取り込

UPON REFLECTIVE SPECTROSCOPY,ABSTRACT 29th

んだものである。一方、途上国での環境負荷を発

INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS, KYOTO

生させ製造された製品をある国が輸入する場合

LAPAN/VOLUME 3 OF 3/ Ⅱ -16-7 O-2 3002/24

に、何らかの規制を果たそうという動きもあるが、

AUGUST-3 SEPTEMBER.

当研究ではこの分についても、輸入者側がその排

3)

出責任を持つべきという立場に立っている。

内田清孝、井上常史(1993).島根県大森鉱山周辺
における岩石の分光反射スペクトル測定による

本研究の成果は、ＡＳＥＡＮ及びアフリカ各国

変質分帯－手法の検討－．「資源地質」、43 巻、

等へ水平展開できる。

p65-77．
4)

(4) 研究計画

井上常史(2005).クリーンなエネルギー開発と
地下水コントロール－地熱蒸気供給を例とし

第３章の第 3.1 節と第 3.2 節に記載した筆者の

てー.「日本地下水学会ホームページ」
、湧水め

センターにおける研究を、図３に研究計画として

ぐり、コラム、第 4 話．

示した。

5)

Tsuneshi Inoue, Masaru Suzuki, Keiichi Yamada,
Masaru Fujita, Shinji Fujikawa, Shigehisa
Fujiwara,

Ichiro

Matsumoto,

Kitao(2000) ： GEOLOGICAL

Koji

STRUCTURE

AND

SUBSURFACE TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE
WASABIZAW

AREA,

AKITA

PREFECTURE,

JAPAN,Proceedings World Geothermal Congress
2000, Kyushu-Tohoku, Japan/ May 28-June 10,
2000,p2093-2097.
6) 井上常史(2015).（修士論文）資源循環型社会形
成の側面から見たＡＳＥＡＮ各国への日本企業
進出の課題と施策の方向性 － タイ王国での廃
棄物処分場経営経験に基づいて、p1-91．
7) J. Anthony Allan” Water Stress and Global
Mitigation:

図３ 筆者の研究計画とセンタ－の計画

Water,

Food

and

Trade”,

http://cals.arizona.edu/OALS/ALN/aln45/alla
n.html, referred on November 19,2015.

４．今年度の研究成果
平成 28 年 1 月からＲＡとしての採用であり、
平成 27 年 12 月までのセンターでの成果は無い。
参考文献

1)

橋口博宣、相沢恒、山田亮一、井上常史(1981).
黒鉱鉱床周辺の探査範囲限定の方法(1).「鉱山
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Ⅱ．持続可能なビジネス

１．活動概要

平成 27 年度国際共生社会研究センター 活動概要

持続可能なビジネス

活動概要

国際共生社会研究センター テーマコーディネーター
大学院国際地域学研究科（国際地域学部）准教授
島川 崇
１. はじめに
開発途上国が貧困や格差等の社会的な問
題を解決し、内発的かつ持続可能な発展を
遂げるためには援助漬けの状態を作り出す
のではなく、地域にその利益を還元できる
ビジネスを創発することが求められている。
しかし、現状では先進国へ利益が還流して
しまうスキームを導入し、貧困から脱却で

２. 各研究員の研究テーマと研究活動

きない事例が多く報告されている。ここで、

(1) 金承珠研究員

学の立場として産学連携でビジネス創発の

金研究員は、「ニューツーリズムに関す

研究をするにあたり、ただ産業側の意向に

る開発手法に関する研究」をテーマに研究

沿う形での研究を推進するのではなく、真

を行っている。

に開発途上国にその利益を還元することが

(2) 藤稿亜矢子研究員

求められている。そのビジネスを一過性の

藤稿研究員は、「環境配慮型ツーリズム

ものにするのではなく、持続可能に発展で

の理論と実践に関する研究」をテーマに研

きるためには、産業側、先進国側に倫理と社

究を実施している。

会的責任を問い続けなければならない。そ

(3) 島川崇研究員

こで、ビジネスセクターでは、所属全研究員

島川研究員は、「パラオの観光ビジネス

がそれぞれの研究フィールドの中で、特に

における現状と課題」をテーマに研究を実

観光開発の現状においての倫理と社会的責

施している。

任を統一テーマとして研究を推進して行く

(4) 徳江順一郎研究員
徳江研究員は、「ホスピタリティ産業に

所存である。

おける事業展開とサステナビリティ」をテ
ーマに研究を実施している。
(5) 堀雅通研究員
堀研究員は、「井上円了の観光行動と交
通利用」に関して研究をしている。
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大学内研究所は往々にして同分野の研究

方から 15 名の参加があった。基調講演の

員同士がその分野での専門的論理で内向的

中でハーモニー課長は、UNWTO の紹介お

研究が展開される傾向があった。これに対

よび世界の観光の動向を概観したのち、世

し国際共生社会研究センターの活動は、学

界で観光の果たしている役割が増加して

際的な専門分野の研究員が集結することに

いることを主張された。その一方で深刻な

よって、研究において新たな視点を見出す

環境破壊など観光には負の側面もあり、そ

ことができ、大変有益であると考えられ

の負のインパクトをできるだけ低減する

る。しかし、その利点を生かした研究成果

よう、持続可能な観光が求められていると

を伝えるテーマ内でのシステムが整わず、

いうことを述べられた。UNWTO としては

残念ながら厳しいご指摘を受けてきたこと

持続可能な観光を実現するために 17 の目

も事実である。

標を設定し、それを実現するために、世界

そこで、次年度から、持続可能なビジネ

観光倫理憲章を制定した。観光が社会的に

スチームは、思い切って一つのテーマに沿

責任を果たしていくためには、この持続可

って研究を進めることができないか、構想

能性を実現することに加え、障がいの有無

を練ることにする。この構想が実現出来れ

に限らずだれでも観光ができること

ば、より統一感のある研究成果を見出せる

（Accessible Tourism）も重要であるとの

との確固たる信念を持っている。当センタ

見解を述べた。その基調講演を受けて時間

ーでの活動を生かし、真に社会の要請に応

いっぱいまで活発な質疑応答が展開され

える研究を実現していきたい。

た。国際観光学科は 1 年後に学部化をする
と同時に UNWTO の賛助会員となること

3．それを受けてのワークショップ開催

を目指して現在鋭意準備をしている。セン

～まとめにかえて～

ターとしても今後 UNWTO とのさらなる

その決意を受けて、1 月 29 日 13：00 か

国際連携を構築していく所存である。

ら 125 記念ホールにて持続可能なビジネ
スチーム主催で国際ワークショップが開
催された。今回は UNWTO（国連世界観光
機関）アジア太平洋地域オフィスのハーモ
ニー・ラム課長を迎えて、「Responsible
Tourism」と題して基調講演をいただいた
のち、参加者全員でディスカッションを行
った。この国際ワークショップは、国際観
光学科が経済産業省の「サービス経営人材
育成支援事業」の採択を受けて「産学連携
観光人材育成プログラム」が実施されてい
るが、そのプログラムとの共催で行われ、
センターと観光人材育成プログラムの双
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２．研究報告

平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要

ニューツーリズムに関する開発手法に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

国際地域学部

助教

金

承珠

A study on the development approach of New Tourism
１. 研究の背景
近年、広い範囲の地域資源・特性を活用して地

２. 今までの研究について

域活性化推進に取り組むことができるニューツ

研究者は日本のいくつかの温泉地（伊香保温泉、

ーリズムが注目されている。観光庁によるニュー

小野川温泉、野沢温泉、元湯温泉、肘折温泉の 5

ツーリズムの概念は「従来の物見遊山的な観光旅

つの温泉地）を調査対象地とし、地域の共有資源

行に対して、これまで観光資源 としては気付か

として競合性（あるいは控除性）が高く、枯渇性

れていなかったような地域固有の資源を新たに

資源である温泉資源の持続的利用や温泉地とし

活用し、体験型・交流 型の要素を取り入れた旅

て持続的環境形成について研究を進めてきた。

行の形態」であり、活用する観光資源に応じて、

近年の日本各地の温泉地は観光地化によって

エコツーリズ ム、グリーンツーリズム、ヘルス

温泉資源は市場経済のなかで商品化され、過剰な

ツーリズム、産業観光等があげられている。

私的利益の追及による温泉資源の衰退・枯渇問題

さらに、観光立国推進計画にもニューツーリズ

の深刻化が現れ、いかに温泉資源の需要と供給の

ムが位置づけられ、観光庁は平成 19（2007）年

バランスを維持していくのかが重要なかなめと

から平成 21（2009）年の 3 年間「ニューツーリ

なっている温泉地が増加した。

ズム創出・流通促進事業」を実施し、全国で 143

共有資源に関する研究の第一人者である

件の実証事業を採択し、地域独自の資源を活かし

Ostrom は「どうすれば商品化が共有資源の維持

た新たな旅行商品の創出・流出に国をあげた政策

管理に有益となるように使えるかを提示する必

や様々な取り組みが行われている。

要性がある」と述べている。すなわち、資源の商

研究員は、日本国内・海外のニューツーリズム

品化を経済効率性だけではなく、資源の持続的お

による地域活性化の先進事例を研究することで、

よび地域社会の持続性を考慮に入れて進めるこ

特に地域資源や特性を活かした持続可能なニュ

とが重要であると指摘している。

ーツーリズムの開発手法について考察および整

上記の Ostrom 考え方に準ずる温泉資源の商品

理を行う。そして、ニューツーリズムの中でも特

化、すなわち温泉資源の安定的・持続的利用する

にヘルスツーリズムに着目し、観光地活性化に関

ため、注目を浴びているのが「温泉の集中管理」

する日本や海外の先進的な事例、観光客を対象と

であると考え、温泉地の安定的な源泉管理方法の

したアンケート調査を実施し、観光目的や訪問地

一つとして用いられている「温泉の集中管理」を

に対するニーズ分析、行動分析等を行うと共に現

温泉資源の「共有資源の維持管理できる有益は使

地調査では地域特性を活かした観光地づくりの

い方」と捉えて、その実態や今後の展望を考察し

実態とアンケート調査内容を比較する事によっ

た。さらに、温泉の共同的な管理やそれを含む地

て、「持続可能なビジネス」の観点から持続可能

域の維持管理（エリアマネジメント）が各地で模

な観光地づくりの方向性について考察を行う。

索され、地域の状況に応じて温泉資源管理のさま
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ざまな展開が見られることから各調査対象地の

観光の在り方と創出する営み」という内発的観光

温泉地における源泉管理形態のモデル化を試み

開発（endogenous tourism development）定義

た。また、モデル化した温泉管理形態を用いて日

に基づき、山形県の小野川温泉を事例として取

本全国の源泉管理主体を対象にアンケート調査

り上げ、源泉利用・管理をいかに変化させ、安定
的な温泉利用を追求してきたのかについて、歴史
的な地域共同体（温泉資源利用・管理に関わる）
の活動を整理した。そして、持続的な温泉観光地
の実現のための自律的な地域主体の役割の重要
性について考察し、①開湯から現在まで温泉利用
者らは自発的に温泉利用・管理を担う組織を結成
し、温泉利用規約に基づき、各温泉利用施設の温
泉利用の仲裁役や取締役として温泉利用秩序を
維持していたこと、②昭和以降から「温泉地の自
然と温泉保護」のため、外部による温泉地域の開
発に対し、地域住民の私的・個別的意見を公共的
意見としてまとめ、地域の住民参加を、促し、行
政に働きかけ、源泉や自然資源を保護し、温泉地
としての環境維持できる重要な役割を果たして
いることを明らかにし、小野川温泉が時代の変化
や外部による地域開発に対して、地域観光の持続
的な発展を図ることができたのは地域資源（地域
環境を含め）の特徴を知り尽くしている温泉共同
体が地域主導的に重要な役割を果たしているこ
とを示した。

を実施した結果、温泉の集中管理は個人の私的な
源泉利用を抑え、必要以上の源泉利用を防ぎ、安
定的な温泉利用量を維持していくために有効的
な方法であったのが明らかにした。

図１～5 各温泉地の温泉資源管理形態
さらに、「温泉の集中管理」の実施主体が行政

３. 今年度の研究成果

であっても、地元の源泉利用者の地域の内発的な

今までの日本の各温泉地を研究対象地におい

必要性によって実現されているため、温泉資源は

て「持続的な観光地づくり」、
「内発的発展」をキ

現在でも地域住民（温泉資源利用者）による「共」

ーワードとした研究を進めていくと共に新たな

的管理で源泉利用の秩序は維持されていること、

国際共生社会研究センターにおいては「国際交

枯渇性資源である温泉資源は源泉利用者間の競

流」を新たなキーワードとして加え研究活動を実

争性が高い資源であるため、将来的に温泉資源利

施していく予定である。
その研究の一環として平成 27（2015）年から

用をめぐる諸問題が起こる可能性はどこの温泉
地においても潜んでいる。そのため、地域の自然

は韓国の済州オルレと九州オルレを事例として

的・社会的の条件を考慮したうえ、「温泉の集中

取り上げ、オルレに関する事業や組織間の業務協

管理」を取り入れることは有益な源泉管理方法で

定の内容に着目したうえ、両国の各オルレを訪れ

あるという結論に至った。

た観光客を対象に行った観光満足度等に関する

さらに、東洋大学国際共生社会研究センター

調査を分析し、国際交流を通じた観光地振興の視

の研究においては温泉地の「内発的発展」に着
目したうえ、石森（2001b）の「地域の人々や集
団が地域固有の自然資源や文化資源を持続的に
活用することによって地域主導による自律的な

点から今後の地域活性化の可能性について研究
を進めていく。
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（１）済州オルレについて

の支援金に頼らず、済州オルレの記念品の販売利

韓国の済州島には平成 19（2007）年 9 月に第 1

益、企業と個人の後援金から組織の運営や済州オ

コースがオープンして以来、平成 24（2012）年

ルレコースの整備にかかる資金までまかなって

まで 26 コースが開発されている済州島の海岸沿

いる。

いの自然や文化に触れながら歩くトレッキング

（２）九州オルレについて

コースのことである。各コースは平均 15km であ

平成 23（2011）年 8 月に一般社会法人九州観

り、所要時間は 5 時間～6 時間と設定している。

光推進機構は平成 23（2011）年 8 月に済州オル

また、コース周辺のレストランや喫茶店を利用し、

レと業務協定を結び、平成 23（2011）年の東大

食事や休みをとったり、コースの終点周辺の宿泊

震災の影響もあり、激減した韓国人旅行者数を回

施設の利用できるようなコース設定であり、済州

復させるための新しい取り組みとして「九州オル

オルレを訪れた観光客の消費が地域の還元につ

レ」を立ち上げた。社団法人済州オルレと業務協

ながる仕組みづくりを考慮したものである。平成

定を結んだことによって「オルレ」ブランドの使

20（2010）年の文化体育観光部が実施した調査に

用許可を得たことをはじめ、「九州オルレ」のコ

よると済州オルレ来訪者数約 46 万人であり、来

ース開発及び認定審査、済州オルレと同様のコー

訪者の一人当たり平均消費金額は約 39 万ウォン

ス標識の適用可能、運営に関する持続的なコンサ

であったため、その年の総消費金額は 1,796 億ウ

ルティング提供を受けることができる。平成 24

ォンであると推算した。さらに、平成 26（2014）

（2012）年 2 月に１次コースとして佐賀県の武雄

年に済州道の農村活性化支援センターは済州オ

コースを含む 4 つのコースをオープンして以来、

ルレの景観価値は年間 350 億ウォンであると分

現在は九州の７県に 15 コースがあり、平成 27

析した。このように済州オルレは近年、韓国の健

（2015）年に第 5 次「九州オルレコース」募集が

康づくりや Healing など健康ブームに伴いかな

行われた。

り大きな経済効果をもたらしているといえる。

図 6．済州オルレコース

図 7． 九州オルレコース

（出典：済州オルレホームページ）

（出典：九州オルレホームページ）

さらに、済州オルレは民間非営利団体である

九州オルレ選定における考え方は済州オルレ

（社）済州オルレがオルレコースの開設の原則・

造成原則に基づいており、詳細の内容は表１よう

基準・コース選定や管理、イベント開催に関する

である。

業務、オルレボランティア育成、オルレコース周

しかし、九州観光推進機構は九州オルレのマス

辺の宿泊施設やレストランのコンサルティング

コミに対する情報発信や旅行会社の招請、旅行商

及び経営者のサービス教育まで担当し、行政から

品造成を担当しており、九州オルレコースの運
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受け入れた地域の新たな内発的発展による地
域活性化、ニューツーリズムによる持続可能
な観光地づくりなど多角的な研究を進めてい
きたい。

営・管理は各コースの選定地域の九州オルレ担当
組織が行っていることが済州オルレとの大きな
違いである。
表 1．九州オルレの造成原則

参考文献
1）石森秀三（2001b）
「21 世紀における自律的観光
の可能性」
『国立民族学博物館調査報告 』23、5~14
頁。
2）小野川源泉協同組合（2006）
『小野川温泉の五十
年先を見据えた土木行政に対する自然・温泉保護の
取り組み』小野川源泉協同組合所蔵資料。
3）河野哲郎（2013）
「九州オルレによる韓国からの
誘客の取り組み」
、
『國立公園』717、6～9
4）韓魯安（2006）
「地域共同マネメントの観点から
持続可能な観光を考える」『人間社会環境研究』12、
119~136 頁。
5）済州発展研究院（2014）
「済州オルレ探訪客現状
と運営改善法案」

現在、済州オルレと九州オルレの今後の調査の
ために各オルレの現地調査や管理・運営組織を訪
問し、各オルレに関するヒアリング調査は数回行
っている。さらに、平成 27（2015）年 11 月には
九州オルレに現状や今後の取り組み、済州オルレ
との連携・交流を把握するため九州オルレシンポ
ジウムに参加した。また、11 月末には九州オルレ
の「八女コース」で行われたコースオープン 1 周
年記念イベントも参加者の約 100 名を対象にア
ンケート調査を実施し、九州オルレ「八女コース」
の訪問者の満足度と満足度を構成する要因と

リピート意向の分析を行う予定である。
済州オルレと九州オルレの事例は観光によ
る国際交流の側面だけではなく、済州オルレ
の地域住民が中心となり、地域資源の保護し
ながら活用する新たな地域資源の活かし方を
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1. Introduction

became merely a form of tour which enjoys the

The concept of ecotourism was born in the early

natural area and its wildlife. On the other hand, the

eighties when it was first suggested as an effective

concept of sustainable tourism emerged since the

tool to raise funds for nature conservation as well as to

nineties in consequence of various challenges of mass

create financial incentive and awareness for local

tourism as well as of ecotourism. The concept is also

people, in the IUCN 3 World Park Congress. It was

based on the “sustainable development” strategy as

also expected to contribute to local communities’

was ecotourism. Sustainable tourism is namely

welfare by creating additional income. The ecotourism

regarded as a form of tourism which includes

concept was stemmed from a newly emerged strategy,

socio-economical and ecological sustainability, but

“sustainable development”, which was first appeared

there is not an exact definition yet. According to a

in the World Conservation Strategy (IUCN, WWF and

definition by Swarbrooke (1998), sustainable tourism

UNEP, 1980). Thus, ecotourism is a tool for

could be defined as tourism which is economically

conservation and local development. In recent

viable but does not destroy the resources on which the

definition, it is defined as “responsible travel to

future of tourism will depend, notably the physical

natural areas that conserves the environment, sustains

environment and the social fabric of the host

the well-being of the local people, and involves

community. This definition seems one of the most

interpretation and education; education is meant to be

precise and comprehensive definitions, and the author

inclusive of both staff and guests” (TIES, 2015).

thus focuses on it as a basic one. In reality, the lack of

rd

The ecotourism definition has been evolved in

generally accepted definition has actually lead

keeping with ecotourism development, although the

confusions and problems to realize the sustainable

basic key concept always includes 1) fundraising for

tourism. If one calls for a sustainable tourism in a

conservation;

targeted area, how planning and evaluation could be

2)

financial

benefits

for

local

community; and 3) environmental education.

done without a basic definition and principles? This is

However, degradations of natural environment by

the trigger of the author’s research about ecotourism

ecotourism have been widely witnessed across the

and sustainable tourism.

globe according to its expansion. Because an

2. Research objective and plans
The author uses the term “conservation-based
tourism” in her research here because both ecotourism
and sustainable tourism do not have any accepted
definitions and principles, which means there are no
common perceptions of them internationally, as

ecotourism site is often set up in a treasurable natural
area where a vulnerable ecosystem remains, the
impacts from the tourism is serious. Additionally,
most of tour operators have been running their
“ecotourism” without considering the basic principles
that are explained above. As a result, the “ecotourism”
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explained above. The practices of them are thus

strategy for conservation and tourism development is

various and it is difficult to clarify and evaluate which

priority. Possible sites will be selected after two year’s

one is a real sustainable tourism, or an ecotourism. It

research. Currently, Cambodia or Indonesia would be

it is a serious problem for the development of

candidates because of their national policy are

conservation-based tourism although the needs of

strongly related to conservation and tourism.

such tourism are rapidly increasing now a days.

Fifth year: Final analyses and producing practical

Therefore, the author’s research aims to build

outputs. The theoretical framework and guidelines for

theoretical framework and practical guidelines for

conservation-based tourism would be presented,

conservation-based tourism, which could be used by

hopefully both in English and in Japanese.

the tourism industry including the local government

stakeholders need to be in the development process. In

3. Current research
The author has been conducting preliminary
research on tourism development in Cambodia since
2015, which includes literature research, secondary
data analyses, and field research. Especially,
community-based ecotourism is one of crucial tourism
developments for the country in order to keep a
balance between conservation and economic benefit.
A part of results is presented here.

addition to such an institutional diversity, the author

(1) Community-based ecotourism in Cambodia

and the project practitioners. The author has been
involved in nature conservation fields more than a
decade, where her prior researches focus on
institutional diversity for conservation and sustainable
development. The most important actor for both is a
local community; therefore participatory approaches
are prerequisite. This approach is also important for
conservation-based

tourism,

where

all

the

regards that certifications and carrying capacity are

In Cambodia, both natural resource management

also key contents for more practical methodology of

and tourism development are essential for the

conservation-based tourism. The research plan of five

country’s sustainable development. Although there is

years is as below:

a slow but steady trend of urbanization in the country,

First year: The major research is literature research

about 73% of people still live in rural areas and they

globally. Ecotourism and sustainable tourism are

are directly dependent on natural resources (Ministry

related to both “sustainable development” and to

of Planning, 2014). For example, the forests are an

“sustainable industry”, although sustainable tourism is

important natural resource that is central to rural

much closer to “sustainable industry”. The literature

livelihood strategies as almost 76% of people relay on

research should includes those two different streams.

fuel wood and 8 % relay on charcoal for daily cooking

The author collects and analyses as many as literature

(National Institute of Statistics, 2014). At the same

and secondary data through international database as

time, Cambodia’s forests are rich in biodiversity and

well as from international organizations.

provide potential for the ecotourism development

Second year: Conducting field research on several

(SCW, 2006). Therefore, most of ecotourism sites are

sites, mostly in tourism advanced countries that are

placed in the remaining forest areas for the purpose of

regarded as model cases of conservation-based

sustainability of both natural resource management

tourism. This research is expected to provide useful

and the local community’s livelihood.
Tourism has been identified as one of the priority

information about successful practices and further

sectors in the Rectangular Strategy1 of the country

challenges. Possible research sites will be selected
after the comprehensive literature research of the first
year.

1

The Rectangular strategy of Cambodia is the on-going
national strategy and the rectangular includes “Growth,
Employment, Equity and Efficiency”.

Third to fourth year: Conducting field research on
several sites in developing countries, where the
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Figure 1.

Actual CBET (including CBT) sites in Cambodia

*①~⑧ represent the number of CBET sites in each province.

Figure 2.

CBET contributions to conservation efforts: a case from Chambok CBET

(Royal Government of Cambodia, 2012). In the Law

villages with approximately 13,694 occurring in the

on Tourism, the purposes of the law include

country (SCW, 2006), but villages are not in the

conservation of the natural resources, culture and

administrative order. A Commune with several

customs as well as poverty reduction (Article 2;

villages are the major actor for CBET. Currently, there

Ministry of Tourism, 2009). For those objectives,

are 55 CBET (including community-based tourism:

community-based ecotourism (CBET) gains much

CBT) sites in 16 provinces as shown in Figure 1, and

attention and expecxtation in the country. Cambodia

most of them are supported by foreign donors.

has 24 provinces and each province is divided into

According to the Ministry of Tourism, the coastal

185 district, which is further divided into communes

zones such as Koh Kong and Kampot have become

totaling 1,621. The commune are then divided into

progressively popular and the easy access from
115

Phnom Penh increase the tourism market potential for

information about the actual condition of CBET in

those areas. There remains submontane and lowland

Cambodia. Lacking of information often causes

evergreen dense forests in those areas, especially in

lacking of marketing, which ends up a failing tourism

Koh Kong, and subsequently, endangered wildlife

site; it is therefore not optimistic if substantial CBETs

species are still living there including the elephants

in the country are now contributing to sustainability of

(SCW, 2014). Because of such abandoned biodiversity,

natural resource and of local community’s livelihood.

Chi Pat CBET in this province, supported by Wildlife

Considering CBET is one of important scheme for

Alliance, is now regarded as the best CBET site in the

sustainable development in the country and that it

country (Figure 1). Along the Mekon River, Kampi in

should be a form of sustainable tourism, the future

Kuratie province is also popular CBET site thanks to

research is expected to evaluation of CBET as well as

Irrawaddy Dolphin (Figure 1). The dolphin is

to provide a practical guideline.

endangered and rare species in the world, which
attracts many people from different countries. The
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Current Situations and Challenges of Tourism Business in Palau
１. 研究の背景

が現れるロングビーチ、石灰岩が削られて泥とな

パラオはグアム・サイパンの南、フィリピンの

って海中に堆積したミルキーウェイ等ビーチリ

東に位置する 200 の島からなる島嶼国である。美

ゾートとしての見どころが多いが、ロックアイラ

しい島々の景観が広がり、世界遺産にも登録され

ンドは世界遺産に登録されていて、厳格に保全が

ている。また太平洋戦争での激戦地としても知ら

行われているため、船舶も近づくことができない。

れ、ペリリュー島、アンガウル島を中心に当時の

そのため、ロックアイランドを見学するにはセス

戦跡が多く残っている。

ナで空からの眺望を楽しむことになる。

多くの島嶼群のうち有人島は 10 にも満たない
と言われ、そのうち 16 の州があり、州政府によ
って地方自治が行われている。伝統的な酋長制度
も並存している。パラオには州単位の酋長で構成
される酋長協議会がある。
全域が熱帯雨林気候で、年平均気温は 27℃と温
暖である。
知る人ぞ知るという存在だったそんなパラオ
が一躍有名になったのが昨年 4 月 8 日と 9 日に行
われた天皇皇后両陛下による戦没者慰霊訪問で
ある。パラオは国を挙げて歓迎し、ペリリュー州
図１ 世界遺産に登録されている

は今年から 4 月 9 日が祝日になるという。国旗は

ロックアイランド

青地に黄色の丸、これは日の丸に倣ってデザイン

（以下写真はすべて筆者撮影）

された。パラオ語には日本語由来の言葉が多くあ
り、今でも親日の国民が多い。

２．パラオ観光発展のプロセス

パラオはホワイトサンドのビーチが点在して
おり、それがビーチリゾートとなっているが、現

パラオは 1994 年の独立以来、主要産業がマグ

在のところ、5 つ星リゾートは東急系のパラオパ

ロ漁などの漁業、タロイモ栽培などの農業くらい

シフィックリゾートのみである。4 つ星リゾート

しかなく、かつてはリン鉱山があったが競争力を

は日航系のパラオロイヤルリゾート（ニッコーパ

失っているため、観光で国の財政を支えていくし

ラオ）があるが、高級リゾートと称していいのは

かなかった。独立後ナカムラ大統領は訪日し、日

この 2 ホテルのみである。他に一般的なホテルや

本航空を訪問して当時の利光松男社長に路線開

ダイバー向けの格安ゲストハウスは多く存在す

設を懇願した。観光立国としての決意に利光社長

る。見どころとしては、引き潮の時に長いビーチ

は共鳴し、チャーターフライトでその期待に応え
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ることとした。しかし、当時成田空港は満杯で、

ここで予期せぬ出来事に見舞われることとな

開港間もない関西空港も新規に路線を導入する

る。2012 年に導入したボーイング 787（B787）型

ゆとりはなかった。そこで白羽の矢が立ったのが

機がバッテリーのトラブルで運航停止を余儀な

名古屋空港である。ナカムラ大統領は三重県の出

くされることとなった。日本航空はそのため、

身なので中京圏にはゆかりがあり、名古屋空港か

B787 で運航を予定していた路線に対して、既存の

らのチャーターフライトが開設されることが決

中型機 B767 や中・大型機の B777 を投入せざるを

定した。それ以来、日本航空が率先してパラオの

得なくなり、チャーターに機材を注ぐ余力がなく

魅力を日本に紹介し、徐々にマーケットに浸透し

なってしまった。そのため 2013 年からは日本航

ていくこととなる。

空のチャーターが大幅に減少することとなって

もともとパラオはダイビングやスポーツフィ

しまった。日本航空は経営破たんして再建の途上

ッシングでは知られたデスティネーションであ

であり、旧型機を一斉に売却したこともあり、こ

った。ただ 1980 年当時では年間入込客数では

の時期の機材繰りには大変厳しいものがあった。

5,201 人にとどまっていた。ツアー内容はダイビ

ここでパラオチャーターに対して大幅な減便を

ングとスポーツフィッシングに加えて、慰霊団、

したが、B787 問題が解決しても、採算にかなり厳

遺骨収集といった第 2 次世界大戦にちなんだ訪問

格になった日本航空としては、単価の安いリゾー

が人数的には最も多かった。日本人が 53％、米国

ト路線よりも、ビジネスクラスが中心に販売でき

人が 40％を占め、その他の国からの来訪者はほと

るビジネス路線に対して注力するようになった

んど見られなかった。この当時はグアムからコン

ため、パラオのチャーター路便数は少ないままと

チネンタルミクロネシア航空でコロール空港に

なってしまった。

入るしかなかった。

そこでパラオは中国からの観光客に頼ること

これが 1985 年には入込客数が 11,844 人と 5 年

となる。2015 年から中国からのチャーター航空会

間でほぼ 2 倍となる。それまではパラオには高級

社パラオパシフィックエアウェイズも就航し、中

リゾート・ホテルは存在しなかったが、この時期

国本土からの客数が一気に増加した。

に東急系のパラオパシフィックリゾートがオー

2013 年の統計では、日本が 34％、台湾が 24％、

プンする。それにより、国別の入込客数の比率は、

韓国が 16％、中国が 9％、米国が 8％、ヨーロッ

日本が 57％、米国が 23％、ヨーロッパが 8％に加

パが 5％となっていたものが、2014 年では中国が

えてフィリピンが 5％となっている。このフィリ

初めて入込客数で日本を抜き 28％、日本は 27％、

ピン人マーケットは観光ではなく、観光産業で従

台湾が 21％、韓国が 10％、米国が 5％、ヨーロッ

事する労働力として入国している。

パが 4％となった。

1989 年から台湾と韓国マーケットに門戸を開
けることとなり、入込客数も 2 万人を突破し、

３．現状の問題点

21,433 人を数えた。
このときの比率は日本 52％、

中国に対してはビザを緩和したことが急激な

米国 25％、ヨーロッパ 5％、台湾 2％、韓国 1.6％

観光客増加の原因となった。

となっている。

ただ、中国人の観光行動を見ると、平気で環境

その後 JAL チャーターも定着し、近隣諸国が

破壊をし、宿泊もしていないのに仲間が泊まって

2001 年の 3.11 世界同時多発テロ、2002 年の SARS

いるリゾートを訪問して、プールやラウンジなど

等で苦しむ中、パラオは順調に入込客数を伸ばし

を使いまわすような事例に事欠かない。観光関連

ていたが、2009 年にリーマンショックの影響を受

産業に従事する人たちの中には中国人の公共マ

けて、初めて前年を大きく割り込むこととなる。

ナーを守らない行動に対して否定的な考え方を

ただ、その影響も軽微に終わり、翌年からはま

持つ人も増えてきた。我が国を含めて近隣諸国に

た増加に転じることとなる。2012 年には初めて

いま中国人が大挙して押し寄せているが、日本も

10 万人を突破し、順調に伸ばしていくと思われた。

韓国も、グアム・サイパン・ハワイも、中国人の
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「爆買」と呼ばれる買い物攻勢に経済効果がみら

きるのは以下のとおりである。

れているため、多少のマナーの悪さも目をつぶっ
ているという側面がみられるが、パラオの場合、

旧日本海軍司令部

免税店も市内にはなく、空港の免税店も全く貧弱

建物に木々が生い茂っている。爆撃で穴が大きく

なため、あまり買うものがないことから、中国人

空いているままたたずんでいる。

観光客の直接的な経済効果を地元の人たちが理
解できないという側面もあると思われる。

千人壕

そのため、中国人の観光に対してビザ免除にし

ビールの空き瓶や靴底など散乱している。

ていたのだが、今年からまたビザを復活させる動
きが出ているようである。
４．戦跡観光デスティネーションとしてのパラオ
パラオは第二次世界大戦時、日本軍とアメリカ
軍の間で熾烈な戦闘が行われた地である。ペリリ
ュー島とアンガウル島に多くの戦跡が残されて
いる。これらはまさに手付かずの状態で残されて
いる。ただ、この「残されている」という表現は、
「保存されている」のではなく、「撤去できずに
放置されている」といった方がそれを正しく表現
している。
図２ 千人壕の内部 瓶が放置されている

第二次世界大戦が起こる前、パラオはドイツか
ら引き継いだ日本の委任統治領であった。日本海
軍の施設や要塞などが多く作られた。特にペリリ

零戦五二型

ュー島には東洋一の大きさを誇る X 型の滑走路が

錆びた状態で放置されている。

敷設されていた。太平洋地域での第二次世界大戦
が始まると、日本本土に上陸する前にアメリカ軍

中川大佐終焉の地

はフィリピンを攻略するため、ペリリュー島の滑

本当はもっと山の中なのだが、地雷もあり、その

走路をターゲットとした。1944 年 9 月 15 日にペ

手前に碑が建立されている。

リリュー島オレンジビーチがアメリカ軍の最初
の上陸地点となった。
2010 年にアメリカ合衆国からペリリュー戦争
歴史協会（The Peleliu War Historical Society）
が派遣した調査団が初めて来島して今も残って
いる戦跡の調査を行った。彼らの調査はペリリュ
ー島だけにとどまり、しかも地上だけで海中に没
しているゼロ戦や日米海軍艦艇等は調査してい
ない。この調査の結果、約 280 点の戦跡を発見し
た（The Peleliu War Historical Society、2012）。
さらに篠原（2015）によれば、ペリリュー島２６
点、アンガウル島１９点、バベルダオブ島１４点、
コロール島９点、ガドブス島５点となっている。
観光客がオプショナルツアーに参加して見学で
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図３ 中川大佐終焉の地

海軍弾薬庫

ネスチームでは、パラオの持続可能な観光振興に

戦後、アメリカ軍の診療所になったが、独立後、

貢献していきたいと考えている。環境保護か観光

博物館として公開されている。

かという二項対立ではなく、観光振興によって環
境保護が行える枠組み作りを策定し、さらには多
様な観光資源を磨き上げるための取り組みも進
めていく。特に戦跡観光では、ペリリュー島とバ
ベルダオブ島では実際にオプショナルツアーで
戦跡観光が行われているが、実際に観光客が訪問
していないアンガウル島にも戦跡が多く残され
ているようである。アンガウル島州知事はもっと
積極的に日本人観光客を誘致したいとの意向を
持っているので、来年度はいまだ手付かずのアン
ガウル島の戦跡観光の資源調査を行いたいと考
えている。

図４ 旧海軍弾薬庫 現博物館
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５．今後の研究の方向性
国際共生社会研究センターの持続可能なビジ
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1. 研究の背景

ダルが持つ儀式としての側面や、旅館を取り巻く

本報告においては、自身の研究に関するアウト

その土地に関する要素など、多面的な考察が必要

ラインと、近年の研究内容についてまとめたうえ

であることが分かってきた。

で、今後の方向性について論じていく。

後者のフレームワークでは、ホスピタリティを

報告者の専門は、「ホスピタリティ・マネジメ

その起源や語源からたどり、歴史的経緯も踏まえ

ント」である。近年の研究では、この領域を示す

たうえで、「社会的不確実性の高い環境における

言葉には、大きく分けて 2 つの意味があることが

主体間関係性マネジメント」と定義づけした。こ

指摘されている（佐々木・徳江[2009]を参照）。

の考え方をもとにすると、さまざまな主体間の関

1 つは、特に米国で多く見られるアプローチで

係を、社会的不確実性の高低によって分けること

あるが、ホスピタリティ産業に関する経営の諸問

で、これまでは考察しにくかった対象や、これま

題解決を目指す方向性である。コーネル大学など、 での考察とは異なる方向性からもアプローチす
いわゆる「ホテルスクール」と呼ばれる研究機関

ることが可能となった。

を中心に、ホテルやレストランをはじめとしたホ

研究センターでは、「持続可能なビジネス」に

スピタリティ産業について研究を行っている。本

ついて研究していくことになったが、近年、少し

アプローチについては、便宜上「ホスピタリティ

ずつ体系化を図りつつある「ソーシャル・ホスピ

産業論」としておく。

タリティ」の考え方を軸として探求していくつも

もう 1 つは、わが国や北欧で見られるアプロー

りである。

チで、ホスピタリティ概念そのものを規定したう
えで、多様な組織マネジメントに応用しようとす

２．2015 年までの研究

る方向性である。現時点では統一的なホスピタリ

(1) ホテル業界における構造上の問題点

ティ概念は存在しないため、研究者それぞれがホ

インバウンドの増大にともなって、近年、ホテ

スピタリティ概念を規定し、その先に理論を展開

ル不足が指摘されることが多くなってきた。数年

している。本アプローチについては、「ホスピタ

前までは 1 泊数千円で泊まれたところが、2015 年

リティ・マネジメント論」としておく。

には 1 泊 3 万円も 5 万円も取られるようになった

報告者は、この両面ともに研究領域としている。 という話も聞こえてくる1。確かに、東京や大阪と
前者のフレームワークでは、ホテルを中心としつ

いった大都市に立地するホテルは、稼働率、単価

つ、ここ 2 年ほどはブライダル産業や旅館をその

ともに上昇傾向にあり、その勢いに乗じて急速な

研究対象に加えて考察してきた。ホテルに関する

チェーン展開を進めている企業も存在する。

研究は、米国その他の研究事例が蓄積されている

しかし、大都市に続々とホテルが開業している

が、ブライダルや旅館については、特に先行研究

中で、特に高価格帯の施設の多くは、いわゆる「外

が存在しなかったからである。その結果、ブライ
1
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宗像(2015)。

資系」と呼ばれる、カタカナの名称が冠された施

直接的に経営に関わってくることもそう遠い将

設ばかりである。こうしたホテルは、欧米に本部

来のことではないと思われる。

を置くチェーンであり、各ホテルの経営会社は日

以上の研究概要は、2015 年 3 月刊行の『余暇ツ

本企業であることも多いものの、高額の運営指導

ーリズム学会誌』第 2 号に、
「旅館の変遷とマー

料をチェーン本部に支払って経営しているのが

ケティングに関する一考察

実情である。もともとわが国のホテル業界をリー

の対比から－」（pp.49-56）として発表済みであ

ドしてきたホテル企業は、このところ、特にこう

る。その後、
『週刊ホテルレストラン』
（オータパ

した高価格帯での新規開業がほとんどなくなっ

ブリケイションズ）上において、月 1 回、旅館で

てしまっている。

革新的な経営を実行している経営者の方々にイ

このような、いびつなチェーン展開における構

－ホテルの事例と

ンタビューも実施し、事例からの確認も行ってい

図の現状を把握して、それが生じた理由や対応策

る。同誌の連載は以下のとおりである。

について検討を行った。

①2015 年 6 月 12 日号：長野県・扉温泉「明神

フィールド･リサーチは、2015 年度はバンコク

館」専務取締役 齊藤 忠政 氏

とマカオ、上海において、現地の複数のホテルを

②2015 年 7 月 10 日号：新潟県・関温泉「うぐ

視察した。バンコクにおけるブティック・ホテル

いすの初音」5 代目 笹川 勇介 氏

の隆盛、マカオにおける IR（Integrated Resort）

③2015 年 8 月 14 日号：株式会社共立メンテナ

の存在意義、さらには上海におけるラグジュアリ

ンス（癒しの湯宿）取締役リゾート事業本部

ー・ホテルの現状など、研究に大いに役立つ情報

長

が得られた。

鈴木 真樹 氏

④2015 年 9 月 25 日号：
「別邸 仙寿庵」
（株式会

(2) 旅館の状況

社旅館たにがわ）常務取締役 久保 英弘 氏

そして、ホテルは増加しているものの、わが国

⑤2015 年 10 月 9 日号：
「大江戸温泉物語株式会

固有の宿泊事業であり、かつては宿泊施設数や客

社」代表取締役社長 森田 満昌 氏

室総数において、名実ともにわが国を代表する宿

⑥2015 年 10 月 23 日号：
「利他グループ」
（「湯

泊施設であった旅館は著しく衰退している。軒数

元舘」他・株式会社湯元舘）代表取締役会長

は 1980 年に 83,226 軒、客室数は 1987 年に

／日本旅館協会会長 針谷 了 氏

1,027,536 室と、それぞれピークを迎えたが、2013

⑦2015 年 11 月 13 日号：
「天空の森」
「忘れの里

年には 44,363 軒（ピークから半減）
、735,271 室

雅叙苑」
「田島本館」オーナー 田島 健夫 氏

（ピークから 3 割減）という状況になってしまっ

／ディレクター シャスリー 範子 氏

ている。

⑧2015 年 12 月 25 日号：Relais & Châteaux 日

旅館の減少に関しては、需要構造の変化やニー

本・韓国地区統括ディレクター 神谷 由紀子

ズ・欲求の変化、労働環境の変化といったさまざ

氏

まな要因がこれまで考えられてきた。ただ、一方

（予定）
：
「ほほえみの宿 滝
⑨2016 年 1 月 29 日号

で破綻した旅館を再生して低価格化し、多くのお

の湯」代表取締役社長／日本旅館協会 労務

客様を集めることに成功している施設や、逆に高

委員長 山口 敦史 氏

価格帯に特化して、立地している地域の特性を前
面に出すことで成功している施設も存在する。そ

本調査は引き続き行っていく予定である。

れぞれ、ポーターが指摘したところの「コスト･

(3) 旅館とリゾートとの共通項

リーダーシップ」と「差別化」または「集中」戦

一方、評価される旅館の特性を探るために、前
項のような旅館同士の比較の他に、旅館とリゾー

略に該当すると考えられる。
現時点では、都市部におけるホテルのように、

トとの比較も行った。前項の連載でも触れたが、

いわゆる「外資系」に席巻されているわけではな

世界的なラグジュアリー・ホテルとレストランの

い。しかし、不動産の取得などは進められており、

コンソーシアムである Relais & Châteaux に、日
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本の旅館が複数加盟している。そこで、日本の旅

また、大学院でリゾート・ウェディングの研究

館とスリランカのリゾート、南アフリカのリゾー

を行う学生がいたため、本分野における研究も共

トとを比較し、類似点と相違点の抽出を実施した。

同で実施した。

いずれも、その地域にしかない観光資源をたく

(5)研究遂行のための助成について
こうした研究を遂行するために、以下の研究助

みに宿泊経験の中に取り入れ、その地域に根ざし

成を受けた。

た運営を行っていることが判明した。このあたり
の前提は、
『高崎経済大学論集』第 53 巻第 3 号に

科学研究費補助事業：

発表した「『和』リゾートの新潮流」（pp.41-55,

・挑戦的萌芽研究「ホスピタリティ概念の解明

2010 年 12 月）や、
「ラグジュアリー・ビジネスに

と宿泊産業への適用に関する研究」、研究代

おけるホスピタリティ

表者（26570028）

－関係性概念を軸とし

・基盤研究(B)（一般）
「観光産業におけるマネ

て－」『観光・余暇関係諸学会共同大会学術論文
集』第 3 号（pp.77-84, 2011 年 9 月）にまとめて

ジメントの問題点の体系化と解決策の提示」、

ある。

研究分担者（26283018）

(4) ブライダルに関する研究

東洋大学奨学寄附金：

『観光・余暇関係
当該分野における研究発表は、

・株式会社共立メンテナンス様「宿泊産業にお

諸学会共同大会学術論文集』
第 2 号に発表した「ホ

けるマーケティングに関する研究」

スピタリティ・マネジメントにおけるトライアド
構造

・株式会社オーダス様「ラグジュアリー市場に

－あるテーマ･パークとブライダルを軸と

おける顧客特性に関する研究」

した構造比較－」（pp.33-40, 2010 年 9 月）や、
『高崎経済大学論集』第 54 巻第 2 号に発表した

・株式会社ワイド様「地域観光の振興とホスピ
タリティ」

「ブライダルにおける市場の変化とホスピタリ

この場を借りて、研究助成をいただいたことに深

ティ」
（pp.51-64, 2011 年 9 月）が初期のもので

くお礼申し上げたい。

ある。また、2012 年 3 月にも本学の『観光学研究』
３．2016 年度以降の研究計画

第 11 号において、
「ブライダル・ビジネスにおけ

本年度は、これまでの研究の延長として、旅館

る関係性マネジメント」を発表した（pp.37-50）
。

の研究を重点的に行っていく予定である。

また、関連する業績としては、『観光・余暇関

旅館は、わが国固有の宿泊施設であるとともに、

係諸学会共同大会学術論文集』
第 4 号における
「ソ
ーシャル・ホスピタリティ論の新展開 －社会性

日本の伝統がさまざまな場面で息づく事業形態

を軸としたホスピタリティ・マネジメント概念に

でもある。宿泊は（一部の旅館ではベッドも導入

ついて－」
（pp.49-56, 2013 年 3 月）も挙げられ

されてきてはいるが）たたみの上に布団を敷いて

る。

寝ることで実現され、食事は和食という世界文化

こうした研究をもとにして、2014 年 11 月に、

遺産の提供がなされている。その食事を盛る器や

創成社より『ブライダル・ホスピタリティ・マネ

取り巻く環境も、わが国の伝統工芸にあふれてい

ジメント』を共著で出版したが、それ以来、ブラ

る。漆器、陶器、磁器、剥き物、刳り物などとい

イダルに関する研究は特に大きな進展はない。た

った器のみならず、多様な材質で作られる箸の存

だ し、公益 社団法 人ブラ イダル文 化振興 協会

在、四季折々の自然を投影する床の間など、単な

（BIA）の依頼により、ブライダル・プランナー

る 1 泊 2 食のビジネスにはとどまらない、多様な

（同協会では、より広い概念として「ブライダ

経験をすることが可能なのが旅館である。

ル・コーディネーター」という呼称を用いている）

スリランカでの伝統的なティーハウスや、南ア

に関連した国家資格についての勉強会を逐次開

フリカのサファリロッジには、世界中からラグジ

催している。本資格は、2017 年度からの国家資格

ュアリー層が訪れている。このような施設は、き

化を模索している。

わめて高価格であるが、その土地の外からの来訪
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客にとっては、それを支払っても十分な経験とな

5)

る。結果として、売上の一部が還流し、その土地

徳江順一郎編著(2011),『サービス＆ホスピタ
リティ・マネジメント』産業能率大学出版部.

で連綿と受け継がれてきたさまざまな要素が再

6)

評価されるきっかけともなっている。事実、南ア

徳江順一郎(2012),『ホスピタリティ・マネジ
メント』同文舘出版.

フリカでは、自然保護区を保全するための費用と

7)

徳江順一郎(2013),『ホテルと旅館の事業展開』

して、宿泊施設を利用した料金の一部が使われる

創成社.宗像 誠之(2015),
「“アパホテル 3 万円”

という好循環ができている。

は当たり前に？ あのホテルグループ代表が東

しかし、わが国のこうしたクラスに位置する旅

京のホテル料金の未来を大胆予測」, 日経ビジ

館の多くは、日本人客の割合が圧倒的である。日

ネス Online, 2015 年 9 月 1 日

本人客にとっては、畳と布団の宿泊経験は、必ず

（http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opi

しもそれほど貴重な経験とはならない。ところが、

nion/15/221102/083100055/?rt=nocnt, 2015 年

外国人来訪客にとっては、非日常感の高い、きわ

12 月 25 日アクセス）

めて貴重な機会となる。インバウンドが増加する
中で、今後はこうした外国人来訪客を積極的に取
り込んでいくことが求められるようになるだろ
う。
そのような前提に対しては、ホスピタリティ・
マネジメントのアプローチを行うことで、各施設
が置かれている状況を総合的に把握することが
可能となる。いくら非日常が貴重な機会であると
いっても、不便を感じさせてしまうような状況で
はラグジュアリー層は満足しない。そこで、不確
実性の高い関係が生じる主体間関係に、人的な応
用的サービスを差し挟むことによって、満足度を
高める、あるいは不満足を減少させることが可能
となる。
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井上円了の観光行動と交通利用
国際共生社会研究センター 研究員
大学院国際地域学研究科（国際地域学部）教授
堀 雅通
Inoue Enryo’s Tourist Activities and Modes of Transport
１．はじめに
東洋大学の学祖・井上円了は、その生涯

各国政教日記』
『西航日録』
『南半球五万哩』

に、国内外、実に多くの旅行をし、そのつど

がある。これら旅行記を総称し、ここでは

旅行記を著わしている。円了の旅行は、国内

「円了旅行記」とする。

については、哲学、教育勅語の普及、そして
２．学生時代の旅行記―『漫遊記』

大学の創設資金を集めるための講演旅行で
あり、大学を退いた後は、国民道徳の向上、

円了は、学生（東京大学予備門・東京大学）

すなわち修身教会運動のための講演旅行だ

時代、井上甫水著『漫遊記』と題する自筆本

った。海外については、世界各国の政治・宗

の旅行記を遺していた。
『漫遊記』は、旅行

教・教育制度の視察旅行である。こうした旅

の日時、天候、行程、利用交通手段、訪問地

行は、旅行記に見る限り、いずれも観光の要

の風景、風俗・民俗、名所旧跡などの印象・

素を十分兼ね備えた、いわゆる「兼観光」で

所感を漢文訓読体で綴ったもので、２編（第

あった（とみることができる）
。

一編・第二編）に分かれ、
「西京紀行」
、
「筑

本研究は、そのような井上円了の旅行内

波紀行」など、それぞれ 10 の小旅行記から

容を、旅行記から分析し、円了の観光行動を

なっている。著名は「井上甫水」となってい

明らかにする。また、旅行中、円了が利用し

るが、むろん円了自身である。

た交通手段・交通機関、すなわち交通利用に

『漫遊記』の旅行の目的・内容は、
「漫遊」

ついても併せて考察する。旅行記にみる交

という題名が付せられていることからも当

通利用、とりわけ鉄道利用の記述は、極めて

初から観光的要素を十分持ち合わせていた。

正確、客観的で、当時の交通事情、交通利用

すなわち『漫遊記』の旅行は「観光」
（＝漫

の実態を知る上で貴重な史料・記録となっ

遊）であり、観光が旅行の主目的だった。

ている。

「西京紀行」も東本願寺の命による上洛だ

円了の旅行記は、国内の旅行記と海外の

が、円了自身にとっては観光旅行そのもの

旅行記に大別されるが、国内の旅行記とし

だったといってよい。

ては、
『漫遊記』
「館主巡回日記」
『南船北馬

旅行中、円了は行く先々で様々な事物・風

集』があり、海外の旅行記としては、
『欧米

物を見聞するが、心にとまった風景、関心を
1
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もった民俗・風俗の印象や所感を簡潔な漢

時折利用する舟運や人力車（腕車）が歩行の

文訓読体で記している。ところどころに漢

疲れを癒してくれた。舟運の利用は乗船時

詩を挿入し、折々の感慨や旅情を詠み込む。

間を休養や読書に充てることができる。

漢詩の挿入は後年の旅行記にも見られ、円
了旅行記の特徴の一つとなっている。筆致

３．全国巡回講演旅行記―「館主巡回日記」

は極めて自由で、このようなスタイルは、そ

と『南船北馬集』
井上円了はその生涯に 3,578 日にも及ぶ

の後の円了旅行記にも踏襲されていく。
旅行記全体にいえることは訪問地の風景

巡講を行った。円了は巡講の記録を簡潔な

描写が多いことである。風景賛美は円了旅

日記（旅行記）として公表している。旅行記

行記の特徴である。円了は、旅行中、山紫水

は、当初、
「館主巡回日記」として『哲学館

明に出会うことを最大の「楽しみ」とした。

講義録』などに収められていたが、大学を辞

旅は旅情・詩情を育み、また比較の視座を養

してからは『南船北馬集』
（全 16 編）とし

う。見聞する興味ある各地の民俗・風俗につ

て刊行された。

いても円了は旅行記に記す。それを「楽し

「館主巡回日記」は、哲学、教育勅語の普

み」とした。

及、そして哲学館創設資金を募るための講

『漫遊記』の旅行スタイルは、題名通り

演旅行、すなわち第一期巡講（明治 23 年 11

「漫遊」であり、その目的は「遊興」、
「観光」

月 2 日～明治 38 年 8 月 1 日）の記録であ

にあった。
「漫遊」は「自由な旅行」であり、

る。
「日記」
（＝旅行記）には、旅行の日付、

「楽しみ」がある。そして「遊び」もあった。

天候、訪問地、行程、面会者の氏名などが簡

ただ円了の「漫遊」には「学び」と「触れ合

潔に記され、目的も明確だった。

い」
（＝「交遊」
）がある。
「触れ合い」
（=「交

「明治 23 年 11 月 5 日 雨。朝、県庁へ

遊」
）は人的ネットワークを形成する機縁と

出頭し、知事、書記官、参事官、学務課長等

なる。学生時代、円了は多くの学友と旅し、

に面会す。午後、蜂屋師範学校長の依頼に応

交流を深めた。
「学び」も「触れ合い」も円

じ同校へ出頭し、教育将来の方針ならびに

了にとっては「楽しみ」となった。
『漫遊記』

哲学館拡張の趣意を演述す」（「館主巡回日

にみる円了の「触れ合い」
「学び」
「遊ぶ」旅

記」）
。

行スタイルは観光旅行そのものといってよ

円了は行く先々で観光を楽しんだ。とい

い。

うよりも巡講の目的は観光にあったのでは

旅行・観光は交通の利用を伴う。
『漫遊記』

ないかとさえ思われる。
「今度の巡回は文人

にみる移動手段の中心は徒歩である。特定

的漫遊にあらず、保養的旅行にあらず、哲学

の区間のみ、汽船、人力車、馬車を利用した。

館および京北中学拡張の旨趣を報告し広く

鉄道は未整備であったからその利用は限ら

賛成会員を募集するにあり」
（前掲書）
。とい

れた。劣悪な交通事情の中にあっても円了

うことは、ふだんは漫遊的・保養的旅行が多

は好んで旅に出た。旅行は旧街道筋を進む

かったのではないか―。ともあれ、巡講の合

が、抜け道である間道も利用した。徒歩によ

間、円了は様々な事物を見聞している。

る移動は１日 10 里（約 40km）前後だった。

『南船北馬集』は、国民道徳の向上、すな
2
126

わち修身教会運動の一環としての講演旅

け速く（効率的に）到着する。その際、鉄道

行・第二期巡講（明治 39 年 4 月～大正 8 年

と汽船が拠点間直行の役割を果たした。鉄

6 月）の旅行記である。
「南船北馬」のごと

道には（自宅のある）東京（新橋駅または上

く、多忙な旅行の連続だったが、大学経営か

野駅）を起点として乗車、目的地（拠点駅）

らは解放され、気持ちの上では自由な旅行

へ直行、降車し、そこを基点に各地の講演会

だった。行く先々で様々な人との交流を深

場を（鉄道・汽船以外の二次的）交通機関

め、保養も兼ねた。内容もバラエティに富

（馬車、人力車、小舟、徒歩）を用いて回っ

む。

た。汽船利用の場合は、新橋から横浜まで鉄
道を利用し、横浜港から船に乗った。

円了は様々な事物に関心を寄せ、それを
記録する。そこには強い好奇心と「学び」の

円了旅行記は、当時の交通・鉄道利用の実

姿勢があった。むろん「漫遊」だから「遊び」

態、交通事情を知る上で極めて重要で、また

もあり、
「楽しみ」もある。いずれの旅行で

興味深い。旅行記はいわば一般ビジネス客

も円了は訪問地の人々との交流に努め、情

として鉄道を利用した当時の（活動的）知識

報を収集した。旅行記には比較・観察的な記

人の交通利用の実態を知る上で貴重な史

述が随所に見られる。

料・記録となっている。

巡講の時代は、鉄道の発達とさらに自動
４．生涯３回の海外視察旅行

車の普及により効率的な移動が可能となっ
た。実際、移動の中心は鉄道となった。そし

円了は、当時としては、異例ともいうべき

て、当時にあって、円了はおそらく最大の鉄

生涯に３回の海外視察旅行を行ない、それ

道（鉄車、汽車）利用者であったろう。そも

ぞれ３冊の旅行記を出版している。第１回、

そも超人的ともいうべき円了の巡講は鉄道

第２回は欧米中心だったが、第３回は南半

の利用がなければおよそ不可能だった。鉄

球にまで足を延ばしている。旅行記には初

道は円了の効率的な移動を可能にした最も

めて目にする事物や光景に目を奪われる一

重要な交通手段だった。

旅行者としての姿が窺われる。当時の観光

そのような鉄道も効率性を第一義とする

事情も垣間見られる。

円了にとっては単なる移動手段の一つにす

「チューリヒは目下観光の客、四方より

ぎず、旅行記に鉄道そのものを賞賛するよ

雲集し、旅館ほとんど空室なし。晩に至り納

うな記述は見られない。逆にそれを否定す

涼の客湖畔を徘徊し、橋上の来往織るがご

る記述もない。移動手段の一つにすぎない

とし」
（『南半球五万哩』）
。

以上、鉄道に固執する理由はない。円了は鉄

旅行は多くの人との交遊の場でもあった。

道がなければ、汽船を利用したし、目的地に

円了はいずれの旅行でも、多くの人と交流

至れば、
（鉄道、汽船の補完交通として）馬

を重ね、行く先々で知人との旧交を温めた。

車（鉄道）
、腕車（人力車）
、小舟、さらには

「市川（純一）氏にはさきにインド・ボンベ

徒歩と、その時々の交通事情により自在に

イにおいてはじめて相知り、ここに九年を

交通手段を使い分けていた。

隔てて、さらに豪州において再会を得たる

円了の移動方法はまず目的地にできるだ

は奇遇といふべし」
（前掲書）
。
3
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からやや関心をもって詳しく記している。

聖人ゆかりの地を訪ねるのも楽しみの一
つだった。ルター、カント、ゲーテ、ミルト

５．むすび

ン、ニュートン、スペンサーなどの生地、墓
所等をこまめに回っている。海外旅行では

以上、円了旅行記から円了の観光行動の

〝何でも見てやろう〟という姿勢が随所に

分析を試みた。その結果、旅行記にみる井上

みられる。

円了の巡講、海外視察旅行は、いずれも「触

２回目の海外視察（明治 35 年 11 月 15 日

れ合い」
「学び」
「遊ぶ」という観光の３要素

～明治 36 年 7 月 27 日）旅行では、ロンド

を備えた「兼観光」
（旅行）だった。否、む

ンに着いたところで、
「哲学館事件」の報告

しろ観光旅行そのものだったといってよい。

を受けた。旅行中、遭遇した「哲学館事件」

円了の旅行は、自由な旅行であり、そこに

は、円了にとっては、むしろこれを外から客

は常に「学び」と「楽しみ」があった。行く

観的に観る機会となった。
「哲学館事件」の

先々で多くの人と交遊（＝「触れ合い」）を

懊悩を抱えながらも８ヶ月余にわたる世界

重ね、人的ネットワークを拡大した。こうし

視察を終えて帰国した円了は、視察中に構

た「触れ合い」
「学び」
「遊ぶ」を基調とした

想していた哲学館の大学認可、修身教会運

円了の観光旅行には「楽しみ」がある（そし

動を展開していく。

て「遊び」もあった）
。とりわけ最大の「楽

さらに大学開設記念として購入した土地

しみ」を景観美の鑑賞に措いた。円了は行く

に「四聖堂」
（「哲学堂」公園）を建設するこ

先々で美しい自然と触れ合い、その風光を

とも明らかにした。
『西航日録』にみる「触

愛でた。同時に訪問地の民俗・風俗の情報収

れ合い」
「学び」｢遊ぶ｣海外視察旅行は、し

集に努め、著作に著わした。旅行記には見聞

かし、円了にとっては、その後の飛躍に備え

した各地の風俗・民俗の観察的な印象・所感

る契機ともなっていた。

が記される。

三回目の海外視察旅行は南半球の国々

国内外各地の見聞はおのずから比較の視

（オーストラリア、ブラジル、アルゼンチ

座を養う。円了は旅行を通して諸国の地理・

ン、ウルグアイ、チリ、ペルー、メキシコ）

人情・物産等に通ずることとなる。それは後

の視察に重点が置かれていたが、欧州の

年『妖怪学講義』
『日本周遊奇談』などに結

国々、特にイギリス、ドイツ、フランスは３

実し、旅行記には鋭い文明批評がさりげな

回目の訪問となった上、北欧（ノルウェー、

く記されている。このような観光旅行によ

スウェーデン、デンマーク）にまで足を延ば

って円了は広い視野と相対的なものの見方、

し、
「北極海観光」に参加、日本人としては

考え方を身に付けた。それは円了の比較文

おそらく初めて白夜を体験している。赤道

化・文明論、さらには思想形成にも影響を与

も４回通過した。

えている（と考える）。

海外渡航・視察の手段は汽船であるが、内
[参考文献]
井上円了『井上円了選集』第 12～15、23 巻、井上
円了記念学術センター、1997～1998 年、2003 年
井上甫水「漫遊記」
『井上円了センター年報』Vol.1、
井上円了記念学術センター、1992 年

陸部の移動には鉄道を利用した。日本では
自明のものとしてほとんど関心を示さなか
った鉄道運賃などについても日本との比較
4
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研究概要

中国人の海外旅行における国際観光交流振興への影響に関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員
劉 蘭芳

The Study on the Impact for International Tourism Exchange Promotion
of Chinese Outbounding
１. はじめに
(1) 研究背景
中国の国際観光発展は、世界中において、後進
国に属することが言える。1950 年代中華人民共和
国の発足直後、中国政府は経済の回復、発展、新
たな社会の建設などの分野で積極に努めていた。
そして 21 世紀はグローバル化の時代に入り、人
類の「大観光交流の時代」到来が予測されており、
観光を通じた国際親善の促進が世界の平和に対し、
大きく貢献するものと考えられている。
国際観光の往来の増大に伴う相互理解の機会の
増加によって、観光には民間外交としての役割が
期待されており、交流の規模を地域別に見ると、
アジア地域の観光成長に目を見張るものがある。
しかし、国際観光の芽生えしたのは、中国一の
国際業務を行う旅行社―中国国際旅行社の成立で
あった。最初はインバウンドをはじめ、中国の国
際観光事業の幕を開けたが、未熟であるインバウ
ンド事業が推進されようである時期に、中国国内
には、歴史上で呼ばれる「十年動乱」の「文化大
革命」が起こった。
これの影響で、中国全体的に混乱状態に入り、
1966 年から 1977 年をかけて、すべての分野の発
展は停滞している状態であった。1978 年に「文化
大革命」が終結され、中国を当時の不安定社会状
態から抜き出し、「改革開放」政策が打ち出され
た。
中国社会は改革開放政策の実施により、政治型
国から経済発展型国に転換し、中国の国際観光事
業も中国の経済発展と共に、本格的に発展し始め
た。
そして、中国の改革開放以来、中国の国際観光
交流発展状況は 3 つの段階に分ける。具体的には

以下のように、1978 年～1993 年には、インバウ
ンド事業による国際観光事業の回復段階であり、
1993 年～2003 年には、中国の経済成長に伴う観
光事業のインバウンド及びアウトバウンド全面的、
国際観光交流の急速な発展段階であり、2003 年以
降現在にも引き続き、アウトバウンド、いわゆる、
中国人の出国旅行需要が急激に拡大し、インバウ
ンド市場より、はるかに活発してきた段階である。
現在、中国の膨大な国際収支の黒字が諸外国と
の摩擦の一因となっているが、国際的な人の移動
は国家間の貨幣の移動をもたらす。中国の場合は
日本の観光旅行発展の歴史と共通点が多い。40 年
前の日本と同様に中国の観光産業、特に海外旅行
の発展は急速に成長するものと考えられる。
その中で、中国の著しい経済発展に伴い、国民
の海外旅行がブームになって、1993 年～2014 年
の間に中国人の海外旅行の総人数は延べ 374 万人
から延べ 1.07 億人へと突破した。その増加は目
を見張るもので、今後も増加の傾向にある。
中国の旅行市場の現状からみると、中国人の海
外旅行の個人旅行ビザの解禁に伴い、海外旅行目
的地への増加も加速しつつある(表-1)。諸国への
ビザ緩和にとともに、富裕層だけではなく、一般
庶民もこれから海外旅行の可能性が高くなるもの
と予測されている。中国は一つの発展途上国であ
り、更に一つの観光資源大国でもある。中国の国
民経済における新興業界として、中国の観光産業
は発展初期に開発計画の基本方針を明確にした。
(2) 研究目的と研究方法
中国人の海外旅行は中国の国際観光の一側面で
あり、それがあってこそ、中国の国際観光が成り
立っている。中国人のアウトバウンド観光のスタ
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２. 五年間の研究計画書について
2015(平成 27)年～2020(平成 31)年までの年度
別の具体的な研究内容及び期待される成果は以下
のようになる。
 平成 27 年度
本研究は国際観光交流の一側面であるインバウ
ンド観光活動を行う来訪者を研究対象とする。日
本と中国のインバウンド観光交流はどのように地
域へ貢献しているのかを明らかにする。具体的な
内容は、次のように研究活動を計画している。
平成 27 年度は主に日本と中国の観光交流の進展
について、この期間にとともに①研究方針の策定、
②研究セミナーの準備と開催、③調査実施期間の
設定と現地協力期間との調整、④調査の準備活動
を行う。
 平成 28 年度
現地調査期間中においては、メールによる情報
交換、意見交換を行う。現地調査にあたって、日
本も含めて現地関係者の協力のもとで、まずヒヤ
リング調査、情報収集をし、関係者、研究者との
意見交換を行ない、共同研究の枠組みを設定する
作業に着手する。その上で、予備調査を実施する。
日本国内では東京都、大阪府などで調査研究を進
めていく。
海外研究調査の拠点は中国･北京旅遊学院、大
連外国語大学、上海复旦大学、四川大学におき、
その協力の元で、主に中国の主要都市北京市、上
海市、大連市、成都市などで調査研究を進めてい
く。
 平成 29 年度
同年度１月に調査の結果を求め、3 月に分析の
結果を出し、データを集計し、その上、統合作業
を行う。調査研究の結果をまとめ、分析した上、
必要であればフィードバック調査作業を行う。29
年度に前年度までの調査・研究結果に基づき、研
究成果のまとめと公開に重点を置く。
シンポジウムとワークショップ等報告書や学術
的な研究論文及びグローバル化時代の国際貢献に
関する書籍の刊行等を投稿する。
 平成 30 年度
今日においては、人的移動による国際観光人口
の規模が急速に拡大されて、21 世紀は人類の大交
流時代だといわれるほど、地球範囲に広がってい
る。そしてそれによって、発生した社会的、経済
的などの諸効果が注目されるようになってきた。
グローバル化時代の観光ビジネス進展について
調査研究を行う。主にパリ、ニューヨーク、イタ

表-1 中国旅行施策と目的地への推移
1978年

鄧小平氏の改革・開放政策路線の開始に伴い、観光業の対外開放が開始

1982年

国務院直轄下に国家旅遊局を設置

1983年

世界観光機関(WTO)に加盟、名実ともに国際観光市場に参入
香港、マカオへの親族訪問を解禁

1985年

《旅行社管理暫行条例》、《全国旅遊事業発展計画(1986～2000年)》施行

1986年
1987年
1988～1992年
1992年
(中国友好観光年)

《中国国民出境入境管理法》施行
《旅行社管理暫行条例施行弁法》、《ガイド管理暫行条例》施行
タイ、シンガポール、マレーシア、フィリピンへの親族訪問を解禁
この年以降、国家旅遊局が毎年一つの観光テーマを定め、大々的に観光客
の誘致キャンペーンを実施

1993年
1994年
1996年

全国旅遊標準化基礎委員会設立
《外国企業中国観光駐在代表機構に関する管理弁法》施行
《旅行社管理条例》施行
海外旅行部分自由化、4月にPATA総会開催
自費による外国旅行に関する法規《中国公民自費出国旅遊管理暫行弁法》
施行
観光業は国民経済の新たな成長点と中央政府から施行
《中国優秀旅遊都市》基準施行
韓国旅行を解禁
《中外合併旅行社試点暫行方法》施行、昆明花博覧会開催
オーストラリア、ニュージーランド旅行を解禁
《假日旅遊を更に発展に関する意見》施行
日本、ベトナム等への旅行解禁
《中国公民出境旅遊管理弁法》施行
ドイツ、インド等への旅行を解禁
フランス、イタリア等への旅行を解禁
「銀聯カード」の海外使用可能に
米国、台湾等への旅行を解禁
国務院～旅行業の発展に言及、「観光強国」めざし意見書発出
マリ共和国とカナ共和国等(9ヵ国)への旅行を解禁
朝鮮、カナダ等(7ヵ国)への旅行を解禁
ロマンダ等(約6ヵ国)への旅行を解禁

1997年

1998年
1999年
2000年
2002年
2003年
2004年
2008年
2009年
2010年
2011～2014年

出所：中国国家旅遊局(各年)により作成

ートは最近のことであるが、その発展は急速で、
既にアジアで第一位に成長してきている。今後更
なる発展が予測されており、中国人の自分の意思
を基づく海外旅行の多様性を把握することによっ
て、よりよい中国人向けの旅行商品と観光サービ
スを提供し、訪日した中国人を満足させることに
も役立つ。国際観光に対する新たな海外旅行商品
をどのように開発するか、その動機付けは何か、
を究明することは今後の課題として研究の主な目
的とする。中国人の海外旅行は国際観光振興への
影響と役割を究明する必要性がある。言い換えれ
ば、観光主体者となる者に対する研究を行うのは
大きな意義がある。
本研究は社会学、観光マーケティング、
Marketing Research 諸分野からのアプローチを加
えて、先行研究と文献調査し、分析を加えて、ア
ンケート調査を行う。
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リア等の地域に観光交流振興の進展について、研
究調査を行う。
 平成 31 年度
主にアジア観光交流振興の研究成果と平成 30
年度のグローバル観光振興の研究成果を比較研究
する。
人々の観光交流を通して、国際社会のコミュニ
ティが形成され、異文化への理解、国際親善に貢
献できることと同時に、雇用拡大と地域活性化な
どの経済波及効果が明らかにする。今後、アジア
地域の観光政策及びグローバル観光振興の政策等
のプロジェクトを提案する。

(2) アンケート調査項目

出所：中国国家統計局(各年)により作成

３. アンケート調査について
(1) アンケート調査
本調査は、中国の市場経済発展に伴い、中国人
はますます豊かになり、国民の生活水準も変わっ
てきした。近年、都市近代化につれ、人々が海外
旅行の多様性に対する考え方・サービスの意識も
変わってきした。
今までに海外旅行の主な動機はリラックスと見
聞を広げること及びショッピング等の動機付けで
あったが、今後、観光の多様性を計画するために、
観光地魅力以外の観光動機とビジネスチャンスを
見出す必要性があると考えられる。観光者はどの
ような観光ビジネスに興味を持っているのかにつ
いて、アンケート調査を行う。
図-1 と図-2 は中国人の海外旅行者数と訪日中
国人の旅行者数の推移を示している。そのうち、
日本を訪ねた旅行者は、2000 年の中国人団体観光
旅行の解禁以来、急速な成長がみられた。2014 年
訪日中国人旅行者数は 2000 年 35.2 万人の約 7 倍
の 240.9 万人になった。
特に、2009 年世界金融危機や新型インフルエン
ザなどの影響にも関わらず、訪日中国旅行者数は
プラス成長を堅持し、訪日旅行者全体の 14.8%を
占めた。日本を訪問した海外旅行者全体を占める
割合も、2011 年 3 月に東日本大地震の影響と
2013 年に日中間の政治問題（尖閣諸島=钓鱼岛）
の影響で旅行者数が前年度と比べ減少している。
しかし、2015 年 11 月現在で、大陸観光客のビザ
緩和と日本円の為替市場の低迷、日本で拡大して
いる消費税の返還も旅行者を増加しつつある一因
と考えられる。今後とも増加していると予測され
る。

図-1

中国人の海外旅行者数の推移

出典：「日本政府観光局(ＪＮＴＯ)」各年のデータによる
筆者作成

図-2 訪日中国人の旅行者数の推移

表-2 個人に関する質問
項目
性別
年齢
職業

平均月収入

質問内容
1.男性 2.女性
1．19～29歳
2．30～39歳 3．40～49歳
4．50～59歳
5．60歳以上
1．公務員
2．会社員
3．旅行業従業員
4．自営業者
5．教師
6．学生
7．退職者
8．その他
1．5000元未満
2．6000元未満
3．7000元未満
4．8000元未満
5．9000元未満
6．10000元未満
7．13000元未満
8．16000元未満
9．20000元以上

出所：筆者作成

表-2 は個人に関する質問を示す。具体的は男女
別、年齢別、職業別と平均月収入等の項目を構成
している。
表-3 は中国人の海外旅行の特徴を分析する。具
体的な項目は観光情報、旅行回数、旅行形態、旅
行費用、旅行動機、旅行先の国・地域と旅行の障
害要因等を構成している。
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察していく。中国人の海外旅行を中心に、アンケ
ート調査の結果を統計分析し、当該地域へ観光交
流振興に与える影響と障害要因を究明する。
特にアジア地域の観光政策及びグローバル観光
振興の政策等のプロジェクトを提案する。

表-3 中国人の海外旅行の特徴
質問内容

項目

1．旅行パンフレット
2．旅行会社
3．大衆メディア
4．インターネット（大众点评网/微信/微搏）
観光情報
5．親戚と友人
6．観光情報センター
7．出版物(新聞、雑誌など)
8．その他
1．初めて
2．1回
3．2回
旅行回数
4．3回
5．4回
6．5回以上
1．団体旅行
2．個人旅行
3．家族旅行
旅行形態
4．ビジネス
5．親戚と友人との旅行
6．研修学習
7．夫婦旅行
8．その他
1．交通
2．宿泊
3．食事
4．遊覧
旅行費用
5．娯楽
6．ショッピング
7．その他
1．リラックス
2．好奇心
3．見聞を広める
旅行動機
4．親戚や友人との人間関係を深める
5．ショッピング
6．ビジネス
7．その他
1．日本
2．パリ
3．バリ島
4．ニュヨーク
旅行先国・地域
5．イタリア
6．グアム 7．ホワイ
8．その他

1．時間要因
4．交通要因
旅行の障碍要因
7．旅行安全
10．個人意念
出所：筆者作成

2．旅行費用
5．観光情報
8．天候状況
11．家庭事情

3．出国手続き(ビザ)
6．旅行サービス
9．健康状況
12．その他の要因

表-4 は障害要因の重要度合を示している。各項
目の障害要因が、それぞれはあなたの海外旅行にど
の程度に影響するのかを明らかにする。そして、各
障害要因と被調査者属性の相関性を分析する。
表-4

項目
時間要因
旅行費用
出国手続き(ビザ)
交通要因
旅行サービス
観光情報
旅行安全
天候状況
健康状況
個人意念
家庭事情
その他の要因

障害要因の重要度合

重要
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

どちらでもない 不重要
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

出所：筆者作成

４. まとめ
本研究は中国人の海外旅行を、人的な交流面か
ら考え、主に受け入国・地域の観光市場振興とそ
の地域のビジネス効果への影響を中心として、考

132

Ⅲ．アフリカ

１．活動概要
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アフリカ 活動概要
国際共生社会研究センター

テーマコーディネーター

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）
志摩

准教授
憲寿

African Studies
１. はじめに

実際、分野横断的かつ現場からのアプローチの

アフリカの現在の姿をどう読めばよいのだろ

重要性は既に多くで指摘されていようが、まさに

うか？ 一方では、近年の比較的好調な経済成長

「言うは易く行うは難し」で、その実践となると

や活発な民間投資の動向をふまえた楽観的な見

あまり例を見ない。本センターにおけるアフリカ

方がある。例えば、英・エコノミスト誌の調査に

研究では、その第一歩として、開発、貧困、国際

よると、ヨハネスブルグやケープラウン、カイロ、

関係、水、衛生、高等教育、都市計画・まちづく

ナイロビなどは、現状では世界の他の都市と比較

りを専門とする研究員が中心となり、分野横断的

して大きく遅れをとっているものの、世界で最も

に現場から研究を進めてゆくこととしたい。

成長する 40 都市に含まれている。他方、例えば、
国連ハビタットがあげる世界で最も不平等な 5 都

２. 本年度の活動

市には、ヨハネスブルグ、アジスアベバ、ナイロ

研究初年度にあたる本年度は、研究員らによる

ビというアフリカ 3 都市が含まれている。いずれ

個別研究に加え、アフリカ開発銀行より専門家を

もアフリカのある一断面を切り取ったに過ぎな

招 聘 し て 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 Sustainable

いが、確かに言えることは、楽観論だけではアフ

Development and International Contribution

リカの現在の姿をとらえきれない。実際は様々な

for African Countries」を開催した。

論者が切り取った各断面が重層的に重なってい
るということであろう。

(1) 国際ワークショップ「Sustainable

それでは、このようなアフリカの現状をふまえ

Development and International

つつ、アフリカの将来をどう考えてゆけばよいだ

（2016
Contribution for African Countries」

ろうか？ その答えは 2 点に集約されよう。まず

年 1 月 8 日、於：東洋大学白山キャンパス・

第一に、個別分野ではなく分野横断的にアプロー

スカイホール）

チすることが重要であり、そして、第二に、机上

本ワークショップは、センターにおけるアフリ

の理論ではなく現場の知恵から解を見いだすと

カ研究の論点を探ることをねらいとして開催し

いうことであろう。例えばスラムの居住環境問題

たものである。アフリカ開発銀行アジア代表事務

をとっても、単なるインフラ整備では何も解決で

所より、横山正氏（所長）、遠藤衛氏（次席、広

きず、むしろ傷口を広げることすらある。キベラ

報・パートナーシップ）、崔有那氏（渉外・広報

地区もその一例で、インフラ整備によって居住環

官）をお招きし、センター研究員や学内留学生・

境が改善した地区において治安の悪化が見られ

日本人学生、学外者を含む 35 名を超える参加者

たという。

を得た。
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ワークショップは、北脇センター長による開会

本研究は、内発的発展を総合的に分析し、グロ

挨拶に続き、遠藤氏による基調講演「Sustainable

ーバル化・自由化の中で、発展途上国の経済全体

Development for African Countries: From the

と産業を対象として、内発的発展のための方策を

perspective of the AfDB」を頂いた（写真 1）
。

提案するための基礎とするものである。

氏は、まず、世界的に取り組むべき開発目標「持

本年度は、アフリカ諸国に加え、フィリピン、

続可能な開発目標」を概観した上で、様々な切り

タイ、中国、ミャンマーなどのアジア諸国も対象

口からアフリカ経済の動向を整理しつつ、アフリ

として、当該国・地域の財政、マクロ経済、経済

カにおける持続可能な開発における論点を提示

政策、産業政策などの情報を収集・分析した。

し 、アフリ カ開発 銀行の 「Ten Year Strategy

③アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関

(2013-2022)」と持続可能な開発との接点を解説

する研究（杉田映理）

した。さらに、アフリカ開発銀行の組織概要や近

アフリカ諸国における地方給水や衛生改善を

年の取り組みを紹介した。

テーマとする本研究では、特に、水アクセス向上

基調講演に続く質疑応答では、経済、水・衛生、

による生活への影響と変容、Menstrual Hygiene

高等教育、住宅などアフリカの持続可能な開発に

Management、さらに、日本におけるトイレ・手洗

関する幅広い分野にわたる議論が交わされた。

い問題にも着目する。
本年度までにウガンダのギス民族の慣習およ
び農村部の高校での状況を調査しており、引き続
き、マラウィにおいて給水施設建設とジェンダー
に関する現地調査、また、TOTO 本社においてイン
タビュー調査などを実施する予定である。
④アフリカ諸国と先進諸国間における高等教育
パートナーシップに関する研究（花田真吾）
本研究は、アフリカ諸国と先進諸国間の高等教
育パートナーシップのより良い相互関係の構築
に向けた方策を探求することを目的としている。

写真 1

国際ワークショップ（遠藤氏による基調講演）

本年度は、アフリカ地域の高等教育（変遷、課
題等）の現状、世界銀行やユネスコをはじめとす

(2) 研究員による個別研究

る国際機関、先進諸国や様々な私的財団等による

本年度の研究員によるアフリカ研究の主たる

アフリカへの教育開発支援・パートナーシップの

成果は以下の通りである。

展開と到達点を整理した上で、高等教育パートナ

①アジア・アフリカ地域における「まちづくり」

ーシップの概念的枠組みを構築した。

の展開に関する研究（志摩憲寿）
本研究では、アジア・アフリカ地域のインフォ

３. 来年度に向けて

ーマル市街地における「まちづくり」の事例から、
その展開可能性を探ることを目的としている。

これらの研究活動から、今後の研究の枠組みに
対する有益な示唆が得られた。来年度以降も、引

本年度は、まず、アフリカ都市の形成過程と現

き続き研究の枠組みを深化させつつ、現地調査を

状を整理し、ヨハネスブルグ、ケープタウン、ル

中心とした研究活動を本格的に始動させてゆく。

サカ、ケニア、ダカールなどこれまでの現地調査

さらに、現場からの研究をさらに推進すべく、

での知見を交えつつ、近代都市計画制度の下での

2016 年 2 月には研究員等がケニアを訪問し、現地

アフリカ都市観を整理した上で、研究の枠組みと

大学や関連諸機関等との協力関係を模索する。

して、アフリカ都市を分析する視点をまとめた。
②途上国経済の内発的発展に関する研究（坂元浩

なお、本稿の一部は、国際共生社会研究センター・ニュー

一）

ズレターの拙稿を加筆・修正したものである。
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アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）准教授
志摩

憲寿

A Study on Machizukuri-based Urban Planning in Asia and Africa
１. はじめに

能性を探ることを目的とするものであり、本年度

急速な都市化の進むアジア・アフリカ地域では、 は研究の枠組みを設定することに努めた。本稿で
多くの場合、旧宗主国に由来する近代都市計画は

は、まず、アフリカ都市の形成経緯と現状を整理

事実上機能不全に陥っており、スラム等のインフ

する。ヨハネスブルグ、ケープタウン、ルサカ、

ォーマル市街地の形成と拡大が続いている。しか

ケニア、ダカールなどこれまでに実施した現地調

しながら、近代都市計画の軛を外してこうしたイ

査での知見を交えつつ、近代都市計画制度の下で

ンフォーマル市街地を見ると、すべてが否定的に

のアフリカ都市のとらえ方を整理した上で、アフ

とらえられる訳ではない。無論、貧困や劣悪な居

リカ都市を分析する視点を素描したい。

住環境をはじめとしてインフォーマル市街地に
は深刻な問題を抱えていることも事実ではある

２. アフリカ都市の形成過程と現状

が、そこに住まう人々による「手づくり」の「ま

本章では、後述するように急速な都市化の進む

ちづくり」が活発に見られる点は評価すべきであ

サブサハラ地域を中心とした都市形成の過程を

ろう。

振り返った上で、その現在の姿を整理する。

こうした「手づくりのまち」という空間は、家
族、生活、仕事、教育といったコミュニティにお

(1) アフリカ都市の形成過程

ける人々の生活が現れた空間であり、人々の営み、

サブサハラ地域における都市形成は自然環境

とりわけ、こうした空間を改善しようとする営み

の影響を受けてきた。7 世紀後半から 8 世紀初め

は、フォーマルな市街地において近代都市計画と

にかけてサハラ砂漠を越えた交易が行われるよ

その基礎を成す近代的土地所有権とが想定する

うになると、西アフリカ地域にはガーナ、マリ、

「土地所有権の確定→都市マスタープランの確

ソンガイといった王国が栄え、交易の中心地とし

定→都市計画規制の確定→計画・建築許可→開発

て都市が形成された。また、東アフリカ地域のス

→居住」という一意的かつ単線的なプロセスでは

ワヒリ海岸ではインド洋貿易の拠点都市が形成

なく、まちづくりのプロセスでは、行きつ戻りつ

され、南アフリカ地域ではグレート・ジンバブエ

を繰り返しながら「コミュニティ・ガバナンス」

も繁栄を見せていた。

が漸進的に展開してゆく。このようなまちづくり

サハラ沙漠を超えた交易の活発化に伴い、西ア

のプロセスにこそ、近代都市計画の限界を克服し

フリカ地域でハウサ諸王国、オヨ、モシ等の王国

得る、アジア・アフリカ地域における都市計画の

が栄える一方、15 世紀後半頃から大西洋岸には、

ありようを見出すことができるのではなかろう

ポルトガルを皮切りにヨーロッパ諸国による奴

か。本研究の問題意識はここにある。

隷貿易を支える拠点都市が多く築かれ、それらは

このような立ち位置の下で、本研究は、特にア

大西洋三角貿易を支えた。さらに、1497 年、バス

フリカ都市に焦点を当て、インフォーマル市街地

コ・ダ・ガマが喜望峰を就航すると、その後、ポ

における「まちづくり」の事例から、その展開可

ルトガルはスワヒリ海岸のモザンビークに砦を
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築いた。
19 世紀に入りヨーロッパ諸国による内陸への
「探検」が本格化するとアフリカ植民地支配が過
熱化した。ベルリン会議（1884〜85 年）において
植民地分割の原則、特に守るべき境界線、が確認
され、ヨーロッパ各国は都市計画や建築、土木工
学の技術者を派遣し、植民地支配の拠点となる
「行政都市」や資源開発の拠点となる「鉱山都市」
を建設した。
人々は各地域で植民地支配に抵抗するが、それ
は第 2 次世界大戦を経て独立運動へと展開した。
サブサハラ地域では 1957 年のガーナ独立を嚆矢
として、
「アフリカの年」と呼ばれる 1960 年代に
は殆どの国が独立を遂げた。これらの新たな独立
国家の首都には植民地時代の「行政都市」が選ば
れることが多かったが、アブジャ等の新都市も建
設された。独立を機にアフリカ諸国では都市化が
進行した。
(2) アフリカ都市の現状
現在、サブサハラ・アフリカ地域を中心として、

写真 1 ケニア・キベラ地区。アフリカ最大のスラムであ
ると言われている。

アフリカのほぼ全ての国・地域において急速な都
市化が進行しており、今後も世界で最も都市化が
進むと予測されている。カイロやラゴスの人口は
既に 1,000 万人を超え、キンシャサ（880 万人）、
ルアンダ（500 万人）などが続く。現在、人口 100
万人を超える都市は 40 を超えるが、1960 年代に
はわずか数都市であったことからも急速な都市
化の様相が垣間見られよう。
しかしながら、経済的な格差は、都市において
スラムの形成・拡大へとつながっている。国連ハ
ビタットは、サブサハラ地域全体では 6 割以上、
国によっては都市人口の 9 割以上がスラムに住ま
うとも報じている。無論、ミレニアム開発目標、
そして、持続可能な開発目標においてもスラムの
居住環境改善は目標の一つにあげられているが、
特にサブサハラ地域では喫緊の課題であること
は言うまでもない。
一方、スラムの指標とされる居住空間や飲料水、
衛生施設等の各都市における状況を見ると、例え
。代理店は街の
写真 2 モバイル送金システム「M-Pesa」
各所で見られる。
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図 1 アフリカ諸都市の現状（ダカール、アジスアベバ、ケープタウン、ナイロビ）
（出典：志摩ら（2013）
）

ば、安全な飲料水にアクセス可能な世帯が 90％を

３. アフリカ都市への視座

超える都市は確かに増加しているものの、衛生施

それではアフリカ都市をどのように捉えれば

設や電気では、アクセス可能な世帯が半分を下回

よいだろうか。本章では、これまでに実施した現

る都市も目立つ。さらに、経済的な格差をジニ係

地調査などもふりかえりつつ、アフリカ都市への

数で見ると、不平等度が比較的高いと国連ハビタ

視座を素描したい。

ットが定義する 0.40 を超える都市は、データの

アフリカ諸国の歴史を振り返ると、世界に「蹂

ある 24 都市のうち 18 都市に上り、サブサハラ都

躙」されてきたと言わざるを得ない。実際、ルワ

市は世界で最も格差が大きいとも言われている

ンダのカガメ大統領は言う。
「1970 年代以来、ア

（写真 1）
。一方、携帯電話の普及には目覚しいも

フリカ大陸には 3,000 億ドルを超える開発援助資

のがあり、ケニア等で普及する「M-Pesa」のよう

金が投入されたが、経済成長や人間開発に見るべ

な携帯電話を利用した送金システム等、新たな動

き成果は殆どなかった。開発援助は、援助国側に

きへの期待も大きい（写真 2）
。

とっての、かつての植民地支配の構図を強化する

ダカール、アジスアベバ、ケープタウン、ナイ

ために費やされ、アフリカ大陸の開発には最低限

ロビといった都市を見ると（図 1）
、歴史的経緯は

の注意しか払われなかったからだ。
」

様々なであるが、急速な都市の拡大が進んだ様子

確かに、ヨーロッパ諸国は「野蛮な」アフリカ

がうかがえよう。いずれの都市においても、旧宗

人を「文明化」するという大義名分のもと、植民

主国等によって開発された CBD やその政府高官ら

地支配を行った。都市は文明の場とされ、支配の

が居を構えた高級住宅地は比較的ゆとりある都

中心であった。例えば、土地利用計画は、ヨーロ

市空間が形成されている一方、居住環境の劣悪な

ッパのアフリカに対する優越性を象徴し、植民地

インフォーマル市街地が広がり、都市人口の多く

支配を確固たるものにするための手段でもあっ

が住まう。また、かつて公共住宅として整備され

た。そして、近代都市計画なるものがアフリカ都

た住宅地も高密化が進んでいる。

市にも導入された。イギリス植民都市では、田園
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都市が「その熱狂的な支持者たち」によって「植

カとアジアとは長い交流の歴史がある。古くはイ

えつけ」られ、1932 年の都市農村計画法等が制度

ンド洋を吹く季節風によって東アフリカ地域と

化された（図 2）。今もなお多くのアフリカ諸国の

インド世界との「海のシルクロード」、そして、

都市計画制度は、これらの植民地時代の制度を踏

中国・明朝（1368〜1674 年）の時代には鄭和の大

襲しており、必定、スラムをはじめとして拡大し

航海団がアラビア半島を経て東アフリカへ到達、

続けるインフォーマル市街地に対しては、全くと

そして、1586 年には天正遣欧少年使節団がモザン

言ってよいほど機能していない（写真 3）

ビークに到達するのである。
時代は下り 1976 年、

一方、アジアからアフリカはどう見えるだろう

中国からタンザニア、ザンビア両国へ渡されたタ

か。歴史の「表舞台」にはあまり出てなかったか

ンザン鉄道は、
（各国の思惑は様々あれど）
「第三

もしれないし、近年は開発援助や民間企業の進出

世界」にとっての新たな歴史の幕開けを予期させ
る出来事でもあった。
都市に目を向けると、アジア都市もアフリカ都
市と同様に欧米諸国に類をみない急速な都市化
を経験しており、各国で導入された近代都市計画
は必ずしも十分には機能しておらず、アジアの多
くの都市でもインフォーマル市街地の形成・拡大
が続いている。また、日本ではスラムに分類され
るような地区はなくなったとはされているが、例
えば、東京においても密集市街地は多く存在して
いるし、ゼロメートル地帯を中心として高い洪水
危険性に曝されているのである。すなわち、社会
経済的な背景は異なれど、同じ課題を共有してい
るのであり、したがって、アジア諸国とアフリカ

図 2 ルサカの 1935 年マスタープラン。旧英領北ローデ
シアの首都として建設されたルサカでは田園都市の思想
を具現化しようとした。
（出典：Shima et al.(2013)）

諸国の経験を共有することが重要であろう。
４. 来年度以降の活動
来年度以降は、引き続き研究の枠組みを適宜修
正しつつ、ナイロビのキベラ地区をはじめとする
インフォーマル市街地におけるまちづくりの展
開に焦点を当てた現地調査を行い、その成果を学
術論文等として研究成果を公表する。
本稿は以下の拙稿を加筆・修正したものである。
第 1 章 城所哲夫・志摩憲寿・柏崎梢（編著）
（2015）
「ア
ジア・アフリカの都市コミュニティ：
『手づくりのまち』
の形成論理とエンパワメントの実践」学芸出版社
第 2 章 志摩憲寿・岡崎瑠美・清水信宏（2013）
「アフリ
カルテ：サブサハラ・アフリカを読み解く一助として」
、
『建築雑誌』
、Vol.128 No.1650、pp.14-19
第 3 章 Shima, N. and Kidokoro, T. (eds) (2013)

写真 3 サイト・アンド・サービス地区（ケープタウン）
。
政府は基本的なインフラを整備した土地を住民に提供し、
住宅建設は「セルフ・ヘルプ」に委ねる、それがサイト・
アンド・サービスというスラム改善手法であるが、その
効果は限定的である。

が目立つかもしれないが、歴史を紐解くとアフリ
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Understanding African Urbanization: Discourse,
Representation and Actuality (SUR Vol.32), Tokyo:
Center for Sustainable Urbanization, The University
of Tokyo.

平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要

途上国経済の内発的発展に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）教授
坂元

浩一

Research on Development Patterns in Developing Countries
１. 本研究の概要

平成 26 年度にはミャンマーを事例に加えた。

研究期間全般に渡って、内発的発展を総合的に

さらに、アジアを中心としつつも、アフリカな

分析する。すなわち、内発的な部分のみならず、

ど他の地域も対象として、精力的に情報やデータ

外国主導の部分も分析する。後者については、貿

の収集を行った。財政のみならず、各国のマクロ

易、投資のみならず、労働の移動も視野に入れる。

経済、経済政策、産業政策の情報も収集した。

しかし、重要な要素として政府の政策について政

以下に国別・地域別の研究の進捗と成果を説明

策評価を行う。グローバル化・自由化の中で、発

する。

展途上国の経済全体と産業を対象として、内発的
発展のための方策を提案するための基礎となる

(1) フィリピン
フィリピンには過去 15 年間のうち 5 回マニラ

研究である。
研究の対象としては、国内のみならず国際的取

を訪問した。

引が挙げられるが、特に財政計画・政策に焦点を

日本における経済企画庁の研修で講師を何年

当てて、政策評価を行う。スラム問題や農村の貧

間か務めたことがあり、中央の経済官庁とフィリ

困に関わる地域行政機構の財政データの収集を

ピン大学にコネクションがある。財務省、工業省、

試みる。

経済計画庁に加えて、アジア開発銀行とフィリピ

主な対象地域はアフリカであるが、アジアの経

ン大学のエコノミストと継続的に意見交換を行

済も対象とし、また先進工業国からの投資や援助

い、同国の経済・開発と貧困の問題を研究してき

も含めることとする。

た。

5 年間の計画としては、初めから全体的な分析

重要な成果として、地方政府水準の財政支出の

を行いつつ、事例国の詳細な分析を行う。そして、

データを掲載したレポートの一部を入手できた。

最終的に、全体的な分析に収れんさせる。

フィリピン大学教員などからアドバイスを受け

アフリカについては、経済規模の大きい主要国

て進めてきている。
さらに、
2014 年 9 月に再度マニラを訪問した。

をいくつか選ぶ。アジアについてはこれまで主要
国については分析してきたので、その成果を使う。

政府予算書物に絞って、精力的に資料の収集を行
った。政府機関や NGO の職員とインタビューを

２．これまでの研究の進捗と成果

行い、資料や情報の収集を行うことができた。

1990 年代から最近までを対象期間として、事例

具体的な成果としては、財務省図書室で専門家

研究として長く関わってきたフィリピンを対象

のアドバイスにしたがって、予算書を総合的に理

とした。また、筆者が比較的長く関わってきたタ

解して、必要な情報を収集した。具体的には、予

イや中国についても、情報を収集した。さらに、

算 案 で あ る NATIONAL
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EXPENDITURE

PROGRAM と、
予算書である APPRORIATIONS。

Table 1 2013/14 Budget

両方とも 1 千ページの大部のドキュメントである。
後者を中心とした具体的な収集情報は以下のと

1998/1999
23.0
6.4
13.8

1999/2000
18.9
4.4
12.1

Expenditure
Current expenditure
Education
Health
Defense
Investment Expenditure

26.6
16.7
1.2
0.4
2.0
10.0

24.5
16.9
1.2
0.6
2.0
7.6

Net lending (+)/borrowing (-)

-3.7

-5.6

Revenue and grants
Tax Revenue
SEE reciepts net of transfers to
Union Government

おりである。
-政府の省庁全体の予算値と予算配分
-主要 10 章それぞれの予算内訳と地域別配分
-フィリピンの主な地域の予算内訳
追加的に、2013 年 11 月の台風によって影響を
受けた地域に対する予算措置の詳細を収集した。

Nominal GDP (billions of kyats)
47,433
Exchange rate (kyat/US$, end
880.0
of period)
Note: SEEs are state economic enterprises.
Source: Author based on the following document:
IMF, MYANMAR: Statiscal Appendix
January 2001, pps. 22 and 24.
Data: Ministry of Finance and Revenue.

この情報は、本研究に加えて、他の研究員の研究
にも資する。
予算庁などの WEB の情報の利用の仕方を、財
務省専門家に教わり、PC でも詳細なサーベイを
行ってきた。今後その成果をまとめて研究発表す

59,249

る予定である。
上記のように、国内調査においてかなり詳しい
財政の統計を得ることができた。もちろん、利用

(2) ミャンマー
本研究においては、アジア諸国を主な対象とし

した国際機関の報告書に、マクロ経済や経済政策

てきており、既にフィリピンとタイにおいて現地

の情報も十分にあり、現地調査前に解析を行う予

調査を行ってきている。

定です。
現地調査においては、タイで行ったように、財

両国に加えて、これから新たに経済発展を開始

務関係の省を訪問して、省庁別、部局別、地域別

するミャンマーを対象国として加えた。

の財政データを収集する予定である。なるべく長

2014 年 2 月にミャンマーを訪問して、詳細な現

期の期間を対象として、統計を集めることにして

地調査を行った。
2012 年の本報告書で報告したが、2012 年 8 月

いる。

に、イギリス・ロンドンにおいて現地調査を行っ

研究成果は、コンサルタントの業界誌『国際開

た。ロンドン大学 SOAS、英連邦研究所の図書館

発ジャーナル』と毎日新聞社が発行する週刊『エ

において、文献を収集した。また、ロンドン市内

コノミスト』誌に投稿して、内容が重複するため

の大手の書店の多くにおいて、詳細な文献のサー

に後者に掲載される予定である。

ベイを行った。その際に、今後あらたな開発が期
(3) タイ

待されるミャンマーについても、文献の収集を行

タイには過去 10 回以上訪問し、バンコックを

った。

中心としつつも、チェンマイなど北部タイ地域も

以下は、2013 年度に入手した統計資料を使っ

訪問した。財務省や経済計画庁に加えて、国連機

て作成した表である。

関を訪問し、同国の経済・開発と貧困の問題を研
究してきた。また、現地の大学、研究機関で専門
図書を収集してきた。
省庁別及び地域別のデータがあり、地域開発に
関わるデータに加えて国際協力に関わるデータ
も収集した。
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収集したデータの一部をまとめたものが、以下

に入手した。一部のデータを使って、中国中央政

の表である。どの省が地域開発やスラム開発に関

府の財政に関する小論を、専門の業界誌「国際開

わっているかがわかる。また、CODI など個別の

発ジャーナル」の 2013 年 3 月号に掲載した。

機関のデータもある。
(5) アフリカ
2013 年度においては、5 年に 1 回、日本政府主

Budget Allocation for Foreing Aid and
Regional Development
FY2010
BUDGET STRUCTURE
Expenditure
Capital Expenditure

1,700,000.0
214,369.0

Receipts

1,700,000.0

FY2011

12.6

2,070,000.0
345,617.0
2,070,000.0

Domestic Financing

BUDGET BY ECONOMIC CLASSIFICATION
General Public Services
Foreing Aid
BUDGET BY MINISTRY
Ministry of Finance
Neighboring Countries
Economic Cooperation
Agency
(Public Orgnization)
Ministry of Foreign Affairs
Thiland International
Cooperation Agency (TICA)
Ministry of Social Development
& Human Security
CODI
(Public Orgnization)
Ministry of Education
Ministry of Interior
Dept. of Provincial Adm.
The Community Development Dept.
Dept. of Pub. Works & Town &
Country Planning
Dept. of Local Administration
BKK
Pattaya
Provinces & Clusters of Provinces

(in Million Baht)
FY1980
93,835.5
16.7
114,835.5
17,500.0
3,500.0

426,280.3
452.0

519,073.3
512.4

452.0

512.4

6,903.8
na

7,469.3
na

STATE ENTERPRISE
EXIM

が横浜で開催された。
筆者は同地域に関して長い研究・調査歴があり、
外部機関の依頼と独自の研究を一年間を通じて
行ってきた。
以下が、研究成果である。
①アフリカ開発会議に対する貧困国への対応の
在り方についての小論（国際開発ジャーナルに掲

9,225.8
1,819.3

1,250.2

346,713.1
187,998.7

391,131.9
230,781.3

28,383.9
3,287.2
4,442.3

34,353.6
3,957.6
6,559.7

126,878.4
13,182.2
1,499.0

160,025.4
13,679.6

載）

-

24,290.0

タイトル： アフリカ開発会議‐真のアフリカ支
援を‐

14,002.9
817.9

3,300.0

②アフリカの展望とアプローチ
本成果は、2014 年 1 月に、日本経済新聞の経済

BUDGET APPROPRIATION FOR
LOCAL ADMINISTRATIVE ORG.
Subsidies
Allocation to municipalities, Prov.
organization & Tambon Admin.
organization
Allocation to BKK
Allocation to Pattaya

催で開催されるアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）

教室』に掲載された。タイトルは、「アフリカへ
139,895.2
125,363.0

の総合的なアプローチを」である。

13,182.1
1,350.0

要約：

35.9

１）対アセアン規模の投資

Sources: Bureau of Budget, Budget in Brief, 2011 and 1980.

日本の企業の投資はアジア地域に対して多い
このデータは独自のものであるが、詳細な統計

が、アフリカの資源と高い成長に呼応して、外国

となるとタイ語が壁となっている。将来の翻訳を

民間投資が拡大している。分野はエネルギー、鉱

含めて、なんらかの形で研究成果を発表する予定

物などと異なるが、その投資額は、アセアンの主

である。

要国に対する金額に匹敵する。

(4) 中国

２）中国等新興国の急速な参入

中国を代表するシンクタンク、社会科学院と国

世界経済において新興国、特にＢＲＩＣＳの台

際関係学院の研究員、教授とは 2005 年から毎年

頭が大きい。

交流し、中国の経済や経済協力について意見交換

先進工業国のみならず、中国を筆頭とする新興

をしてきた。

国も莫大な投資や労働力の動員を行っている。中

天津では、中国の最重要プロジェクトである濱

国については、2012 年末に 15 万人の経済協力関

海経済特区の研究所に招聘されている。中国の経

係者がアフリカに長期滞在している。

済協力全般と、マクロ経済政策・産業政策が主な
研究課題である。

３）貧困国の多い同地域に対して、総合的なアプ

省庁別のデータ、及び費目項目別のデータを既

ローチが必要
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第 1 に、未知の大陸アフリカの経済・金融分析

通りである。

が十分に行われるべきである。第 2 に、経済協力
を総合的に見る必要があり、西側の一員として、
貧困削減など被援助側の真の開発に役立つよう

付表
一人当たり 直接投資 証券投資
人口
百万人 GNI、US$ 10億ド ル 10億ドル
ナイジェリア
174
2710
4.7
1.0
南アフリカ
53
7410
1.3
2.6
エチオピア
94
470
1.2
モロッコ
33
3020
3.6
フィリピン
98
3270
2.9
1.2
ベトナム
90
1740
9.2
注：人口と所得は2013年、投資(純流入)は2014年の数値。
出所：人口と所得は、世銀World Development Indicators 2015, April 2015.
投資は、世銀International Debt Statistics 2016, Dec. 2015.

な体制構築に貢献するべきである。
３. 今年度の研究成果
2015 年 12 月末に、フランスとナイジェリアを
訪問した。ナイジェリアではアフリカ全体の英語

参考
ケニア
44
1160
0.5
1.0
ミャンマー
53
1221
0.9
出所： ミャンマーは、一人当たりGDP。国連（統計年鑑）の2014年の値。

文献を、また前後に降機したパリでは、フランス
語圏アフリカの文献を収集した。帰国後に、2016
年の展望に関する小論を作成した。
この小論には、平成 27 年 2 月における北アフ

2016 年 6 月には、日本政府主催のアフリカ開発会

リカのモロッコ調査の結果も含んでいる。首都ラ

議が開催される。それに向けて、動向分析や政策

バトの統計局で詳しい統計を入手した。また、川

提言を行う予定である。

ブランかも訪問して、産業面及び政策面の新しい
情報を得ることができた。その要約などは以下の
主な参考文献

通りである。

IMF

(2013),

Myanmar:

2013

Article

IV

（要約）

Consultation and First Review under the

1)相次ぐ大規模投資

Staff-monitored Program, August.

世界銀行の 12 月の報告書によれば、2014 年の

IMF & World Bank, HIPC report on Myanmar, 2013.

ナイジェリアや南アなど主要国への直接投資は、

World Bank, International Debt Statistics 2016,

東南アジアの国々に匹敵する。また、国際資本市

2015.

場において、貧困国による国債発行のブームが起

外務省（2011）
『中国の経済協力』報告書。
（筆者

きている。

がアドバイスを行い、主要部分を執筆した）

2)西側諸国に抗して中国もインフラ支援

坂元浩一（2012）『教養系の国際経済論』大学教

12 月初旬に「中国・アフリカ協力フォーラム」

育出版

（FOCAC）が南アで開催された。習主席は 600

矢内原 勝編（1996）
『発展途上国問題を考える』

億ドルの協力を表明したが、2013 年の TICAD で

勁草書房

日本が約束したのは官民併せて 320 億ドルであ
る。

その他、African Business や仏語圏のアフリカ関

3)消費急拡大の新局面へ

連雑誌を参照した。

今後の展望としては、アフリカは新たな発展局
面に進みつつある。GDP の成長率が 5％を超える
国が目白押しであり、消費の急速な拡大が予想さ
れる。輸送機器、情報・通信に加えて、食品分野
への日本企業の投資が始まった。経済協力として
は、投資を後押しするインフラ開発、人材養成が
引き続き必要であるが、有効な絶対貧困層削減策
も重要である。
アフリカとアジアを比較した基礎表は以下の
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アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究
国際共生社会研究センター
大学院国際地域学研究科

研究員

（国際地域学部）准教授
杉田

映理

Social Development Related to Water, Sanitation and Hygiene in African Societies
１．新センターにおける研究内容

では、安全な水へのアクセスが向上したことで、

国際共生社会研究センターの全体的なテーマ

人々の生活にはどのような影響があったのか。

である「アジア・アフリカにおける地域に根差し

MDGｓで定義される「安全な水へのアクセス」を

たグローバル化時代の国際貢献の手法の開発」に

達成したからといって、人々は本当に安全な水を

資するために、筆者は以下に示す 3 つのサブテー

入手できるようになったのか。筆者は、ウガンダ

マをもって研究を進めていきたい。

を事例に、深井戸などの給水施設へのアクセスが
向上したことで、住民の水利用および衛生行動に

(1) 水アクセス向上による生活の影響、生活変容

どのように変容したかを明らかにすべく、科研の

についての研究（ウガンダを事例に）

海外基盤研究 B の支援を得て研究を進めている。

安全な水へのアクセス向上は、ミレニアム開発

本国際共生社会研究センターにおいても、その研

目標（MDG）でも環境目標の一つとされており、

究を継続したいと考えている。

2016 年からはじまった Sustainable Development

筆者は 2000 年から 2001 年の間、約 1 年間

Goal (SDG) においても安全な水へのアクセス率

の人類学的な長期フィールドワークを実施し、ウ

100％が目指されている。MDGs が掲げられた 2000

ガンダ東部の農村において水源の分布、住民の水

年から、MDG 目標年である 2015 にかけて多くの給

利用、衛生行動、5 歳未満の子どもの下痢症につ

水施設が開発途上国では建設された。その結果、

いてデータ収集を行った。当時は安全な水へのア

MDG の水目標は世界全体でみると、達成されたの

クセスは悪く、手洗いなどの衛生行動も良いもの

である（WHO＆UNICEF 2016。図１参照。
）

で はなかった（Sugita, 2004）
。しかし、2000 年

図１ 安全な水へのアクセス

(出典：WHO＆UNICEF 2016)
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代にはウガンダでも援助機関と政府により深井

中に学校を休む原因であると言われており、学校

戸などが多く建設され、各世帯からの水源までの

トイレの設置・改善が推奨されている。

距離は飛躍的に短くなったことが、2011 年と

一方、月経はそれにまつわる慣習や禁忌、隠語

2012 年の短期調査にて確認された。そこで 2014

などがそれぞれの社会によって多くある(武谷

年から 2015 年にかけて、再度、同じ農村を対象

2012, 波平 2009)。社会、あるいは家族の中にお

に長期フィールドワークを行った。およそ 15 年

いてさえ、月経について話したり、月経中である

の歳月の前後を比較するため、実際に人々が利用

ことを知られたりするのはタブー視されること

できる水量がどの程度増加し、衛生行動に変化は

が多い。つまり、月経は隠されたことの多い領域

生じたのか、子ども下痢症は減少したのか、生活

であり、文化によって多様な諸相が存在するだけ

全体への影響はどのようなものがあるのか、デー

に、国際的な開発支援が大規模に入る際に、理解

タ収集を行った。

すべきこと、検討すべきことが多いと考えられる。

今後、それらのデータについてさらに分析を進

そこで、筆者はアフリカを中心に、月経が社会

めるとともに、必要に応じて追加データを収集し

の中でどのように捉えられ、どのような月経処置

たい。さらに論文や著作の執筆を行っていきたい

の慣習が存在するのか、また、女子生徒たちが月

と考えている。

経についてどのように学び、どのように捉え、何
をタブー視し、経験しているか、学校のトイレと

(2) Menstrual Hygiene Management に係る研究

いうインフラの問題とも絡めながら調査をして

この数年で、開発途上国の女子生徒（小学校高

いく予定である。

学年、中学生、高校生）の月経（生理）の問題が
国際的に注目されるようになってきた。注目され
る最大の理由は、月経が阻害要因となって、女子
生徒が学校を休んで出席率が低下し、ひいては落
第や退学へとつながっていると考えられるから
である。
2016 年からはじまった SDG においても、目標
４でインクルーシブかつ公平な質の高い教育、目
標５でジェンダー平等、目標６水・衛生目標のタ
図２．NGO による MHM 啓発活動

ーゲット 6.2 で女性や女児に配慮した衛生施設

（出典：Wash United 2014)

（トイレ）や衛生行動について掲げられており
(Division for Sustainable Development, 2015)、いず
れも女子生徒の適切な月経への対処 (Menstrual

(3) 日本におけるトイレ・手洗い問題の研究

Hygiene Management: MHM) が密接に絡んでいる。

一見、日本のトイレや手洗いについての研究と

すなわち MHM の必要性が国際社会においてより

いうと、アフリカや開発課題への貢献に直接つな

強く認識されてきているのである。

がらないと思われるかもしれない。しかし、2 つ

MHM 促進のために、まずは意識改革をもたら

の観点から、日本のトイレ研究、衛生行動の推進

そうと、図２に見られるように 5 月 28 日を「国

に関する研究は、アフリカの衛生改善に資すると

際 MHM の日」に定めようと啓発活動を実施してい

筆者は考えている。

る NGO もある（Wash United, 2014）
。NGO が生

第 1 の理由として、日本の開発援助のアプロ
ーチとして、日本の発展に寄与した経験を開発
途上国の開発に活かすことが一つの柱になっ
てきていることが挙げられる。例えば、カイゼ
ンと呼ばれる５S（整理、整頓、清掃、清潔、

理用ナプキンを配布したり、再利用できる布ナプ
キンを開発して普及させたりする活動も開始し
ている。また、学校において、生理用品を適切に
交換できるトイレがないことも女子生徒が生理
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躾）や戦後に農林水産省が推進した生活改善運
動は、開発途上国への開発支援の現場で利用さ
れて成果を出している。衛生分野でも同様のこ
とが可能であると筆者は考えている。
日本は、最新式のトイレの技術開発がすすめ
られ、公共トイレの状態もデパートなどでは洗
練されたトイレ空間をマーケティングに利用
するなど、衛生大国と言われる状況にある。家
庭におけるトイレの普及率は 100％である。
しかし、日本のトイレの歴史を振り返ると、
第 2 次大戦後、高度成長を遂げる前の日本の衛
生状態は決して良いものではなかった。腸チフ
スなどの糞口感染症も多くみられた。
日本の衛生状態が改善されたのは、上記のよう
な企業による技術革新やマーケティングの力は
大きいが、国民が現在のような衛生観念を持つよ
うになったのは、義務教育である小学校のトイ
レ・手洗い施設などの施設面、保健教育（衛生教
育）が大きく影響しているのはないかと考えられ
る。こうした日本の衛生分野での歴史を振り返る
ことで、開発途上国の衛生分野に対する開発支援
で、応用可能な知見が抽出できると考えられる。
日本の衛生分野の状況を調査する第 2 の理由は、
日本のトイレが現在も抱える問題と開発途上国
の問題に共通点があることが予測されるからで
ある。衛生大国日本と言えども、例えば災害時の
トイレ対応の不備や、障がい者や高齢者に配慮し
たトイレが少ないなど、問題は多い。商業施設に
おける公共トイレは近年大幅に美化されたもの
の、自治体によって運営される公衆トイレや公園
のトイレは、管理が不十分で非衛生的なものも多
く利用者からも不満は多い。
そこで、日本におけるトイレの問題と開発途上
国におけるトイレ問題を比較研究することで、後
者の問題の原因や本質が見いだされることが期
待される。
２．5 年間の研究計画

地調査を済ませ、すでに学会発表も行っているの
で、研究論文にまとめて投稿することとしたい。
研究課題［1.(1)水アクセス向上による生活の
影響、生活変容についての研究］については、JICA
と協力して、マラウィにおける給水施設建設によ
るジェンダーへのインパクトについて調査する
ことが平成 28 年 3 月に予定されており、ウガン
ダの事例と相互に示唆を得られるものと考えて
いる。
(2) 平成 28 年度
平成 28 年度は、［1.(1)水アクセス向上による
生活の影響、生活変容についての研究］の成果を
まとめて執筆作業にプライオリティを置きたい
と考えている（主に英文で執筆の予定）
。
ま た 、 研 究 課 題 [1.(2)Menstrual Hygiene
Management に係る研究]については、次年度から
共同研究が始められるように、その下準備を進め
ることとする。
研究課題[1.(3)日本におけるトイレ・手洗い問
題の研究]については、駅トイレに焦点を当てて、
データ収集を行いたい。また、成果の発信につい
ては（NPO 法人）日本トイレ研究所の協力を仰ぎ
たいと考えている。
(3) 平成 29 年度
［1.(1)水アクセス向上による生活の影響、生
活変容についての研究］については、まとめられ
た成果の発表のために、積極的に海外の国際学会
に参加したい。さらに、平成 28 年度の進捗によ
るが、英文での執筆が一段落ついていれば、日本
語での著作出版に向けて、作業を進めたい。
研究課題[1.(2)Menstrual Hygiene Management
に係る研究]については、研究会を立ち上げ、比
較研究が可能となるような共同研究を実施し、ア
フリカ諸国にて現地調査を実施したい。
(4) 平成 30 年度
研究課題[1.(2)Menstrual Hygiene Management

(1) 平成 27 年度
研究課題[1.(2)Menstrual Hygiene Management

に係る研究]については継続して、研究会を実施

に係る研究]については、ウガンダのギス民族の

し、共同研究を進めることを予定している。

慣習および農村部の高校での状況については現

研究課題[1.(3)日本におけるトイレ・手洗い問
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題の研究]については、平成 32 年（2020 年）に開

さらに、7 月に白山人類学研究会にて「月経の

催される東京オリンピックも照準に入れ、研究成

経験を形づくる知とモノと―開発支援されるウガ

果を、アフリカ等から来日する観光客をターゲッ

ンダと、衛生大国 日本の事例から考える」と題

トに発信できるよう、調査を実施したい。

して、出野結香氏と共同発表を行った。
こ れ ら は い ず れ も 、 筆 者 の 研 究 課 題 [1.(2)
Menstrual Hygiene Management に係る研究]の成果

(5) 平成 31 年度
研究課題[1.(2) Menstrual Hygiene Management

である。

に係る研究]については継続して、共同研究会の

なお、国際共生社会研究センターが採択となっ

成果を平成 31 年度に執筆・編集し、論文集とし

た平成 27 年 9 月以降の 5 か月間には、研究成果

てまとめることを目指したい。

の発表は行っていない。

３．今までの研究の紹介とセンターとの関連内容

参考文献

筆者は、アフリカを主な研究対象地としている。

1)

またディシプリンとしては、開発人類学をバック

武谷雄二(2012)「月経のはなし：歴史、行動、
メカニズム」中公新書

グラウンドとしており、開発支援に直接的、間接

2)

波平恵美子（2009）
「ケガレ」講談社学術文庫

的に貢献したいという想いで研究を進めてきて

3)

Division

for

Sustainable

Development,

いる。その意味で、本センターのテーマである「ア

(2015) Sustainable Development Goals

ジア・アフリカにおける地域に根差したグローバ

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg

ル化時代の国際貢献の手法の開発」に、筆者の研

s

究の全般が深く関与していると考える。

4)

筆者は、これまで、アフリカを中心とする地方

(アクセス 2016/1/3)

Sugita, Elli (2004)Domestic Water Use,
Hygiene Behavior, and Children's Diarrhea in

給水や衛生改善に関して研究をしてきた。また、
医療人類学的な視点を用いて、マラリアや下痢症

Rural Uganda. University of Florida
5)

Wash United (2014) 28th May Menstrual Hygiene

など熱帯地域でおきる感染症についても調査を

Day. http://menstrualhygieneday.org/ (ア

している。開発アプローチとしては参加型開発や、

クセス 2015/7/3)

開発支援を実施する機関の組織文化が開発のア

6)

WHO＆UNICEF（2016）Population with Access to

ウトプットに影響をもたらすことに着目してい

Safe

る。

1990-2000-2015. Joint Monitoring Programme.

また、本センターにおける研究テーマにはして

Water

in

the

World

http://www.wssinfo.org/data-estimates/gra

いないため上記では言及していないが、国際協力

phs/ (アクセス 2016/1/3)

に資する人材の育成にも関心を抱いており、国際
協力分野に関心を抱く学部生・大学院生向けのテ
キストを執筆する一方、国際協力に関心のある学
生のフィールド調査の教育についても論考をま
とめている。これらも、本センターのテーマに間
接的ではあるが関連していると考える。
４．今年度の研究成果
平成 27 年度は、5 月に文化人類学会研究大会に
おいて「月経はどのように捉えられ経験されるの
か

Drinking

―月経対処が開発アジェンダになる中で、ウ

ガンダの事例から考える―」を発表。
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アフリカ諸国と先進諸国間における高等教育パートナーシップに関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

国際地域学部

講師

花田

真吾

Transformative Research and Education Partnerships
between Developed and African Countries
１. 研究の背景

した（International Bank for Reconstruction

新センターにおける研究内容

and Development & World Bank, 2000）。こうし

本研究は、アフリカ諸国と先進諸国間の高等教

た背景を踏まえ、アフリカ地域 54 カ国・地域が

育パートナーシップが、アフリカ諸国の高等教育

加盟するアフリカ連合は、“Second Decade of

の発展に対してどのような効果をもたらしてい

Education for Africa Action Plan (2006-2015)”

るかを明らかにし、両者のより良い相互関係の構

において、高等教育の教育プログラムの質的向上、

築に向けた方策を探求することを目的とする。

研究活動の質的向上、アフリカ地域内外の高等教

アフリカ諸国では、1960 年代以降、大学等の高

育機関との連携強化を具体的な取り組み課題と

等教育機関の設立が推進されたものの、特に 90

して位置づけるに至った。

年代における世界銀行やユネスコなどの国際機

しかし、アフリカ地域の高等教育は、発展途上

関による教育開発支援の議論の中心は初等教育

国間においても後進分野の１つであり、その達成

の充実にあった。この背景には、初等教育の投資

に向けては課題が多い。例えば、国家政府におけ

収益率が高等教育を上回っており、国民の知的水

る研究開発分野への財政支出は、アフリカ地域全

準の底上げとなる初等教育の機会拡大と質的改

体の平均で GDP 比 0.3%であり、世界平均の 1/6 程

善を行うことが、支援対象国にとって最も経済効

度である（Jowi et al., 2013）
。また、同地域の

率性が高く、かつ必要不可欠であるという認識が

人的資源を示す１つのデータとして、科学者人口

あったことがあげられる。

は、人口 100 万人あたり 35 人であり、アメリカ

しかし、今世紀に入り、グローバル化時代にお

合衆国の 4103 人、欧州連合の 2,457 人、ブラジ

ける持続的可能な発展に向けた国家戦略の検討

ルの 168 人と比較しても極めて少ない（Jowi et

が、先進諸国だけでなく発展途上国においても行

al., 2013）
。さらに、1999 年から 2008 年の間に、

われるようになったことで、知識創造や高度人材

世界の学術ジャーナルにおいて出版された学術

開発を担う高等教育の強化がアフリカ諸国にお

論文のうち、同地域の研究者が著者となっている

いても主要なテーマとなった。例えば、コフィ・

論文は全体の 1.5%にすぎず、その数はアフリカ

アナン元国際連合事務総長は、アフリカ諸国が国

54 カ国でオランダとほぼ同等の 27,600 本である

連ミレニアム開発目標を達成するためには高等

（Jowi et al., 2013）。

教育の強化が必要不可欠であると指摘している

以上から、財政的、人的資源をはじめとする高

（Jowi et al., 2013）
。また、世界銀行は、2000

等教育の強化に必要な資源に乏しいアフリカ諸

年 に 発 表 し た 報 告 書 “ Higher Education in

国が独自にその強化を推進することは極めて困

Developing Countries”において、高等教育の強

難な状況である。その打開策として、先進諸国と

化への舵取りが、21 世紀における発展途上国の経

のパートナーシップが有効な手段として注目さ

済発展に向けて極めて重要な要素になると指摘

れている。アフリカ諸国と先進諸国の高等教育分
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野におけるパートナーシップに関する政策とし

の共同調査を通じて、いわゆる頭脳流出を防止し

ては、2008 年にアフリカ連合と主要国首脳会議

ながら両地域間の学生移動をいかに活性化させ

（G8）が合意した African Action Plan 2008 が

るかについて検討するものである。

あげられる。こうしたパートナーシップで取り扱
(2) コンソーシアム型パートナーシップ

われる支援内容は、アフリカ諸国の大学および大
学院における教育プログラムの質的向上、研究者

この形態は、複数の先進諸国の高等教育機関と

および研究活動の質的向上、教育・研究環境の改

アフリカ諸国の高等教育機関がコンソーシアム

善、政府レベルの高等教育政策立案への支援、大

を発足させることで行うパートナーシップであ

学ガバナンスやマネジメント、リーダーシップの

る 。 そ の 例 と し て 、 Southern African-Nordic

支援、大学アドミニストレーターなどスタッフの

Centre (SANORD)があげられる。SANORD は、北欧

育成支援、外部ステークホルダーとの連携支援、

諸国（Nordic countries）と南部アフリカ諸国の

高等教育分野におけるデータ整備など多岐に渡

42 大学によるパートナーシップである（SANORD,

っている。その具体的な支援プログラムは、ヨー

2016）。主に、両地域の大学間連携を推進するこ

ロ ッ パ 大 学 協 会 （ European University

とで相互理解を推進する他、アフリカ地域の諸課

Association: EUA ） や ア フ リ カ 大 学 協 会

題に関する共同研究プロジェクトに対する研究

（Association of African Universities: AAU）

資金提供を行っている。

などの地域機関（regional organizations）レベ
(3) 各国機関型パートナーシップ

ルや各国の高等教育機関レベルなどの様々な形

この形態は、単一の先進国とアフリカ諸国間の

態により推進されている。
本研究では、アフリカ諸国と先進諸国間のパー

機関パートナーシップである。その例として、カ

トナーシップによる上記の支援内容のうち、主に

ナダ大学協会（Association of Universities and

教育・研究活動に関するパートナーシップに焦点

Colleges of Canada: AUCC）とアフリカ大学協会

を当てる。その例として以下の形態のパートナー

（AAU）があげられる。このパートナーシップで

シップについて構造別に比較分析を行い、その取

は、アフリカ諸国 133 大学が参加し、産学連携の

り組み内容、効果および課題を分析する。

現状と改善について調査をしたものである（AAU,
2012）。高等教育機関と産業界における共同研究

(1) 地域公的機関型パートナーシップ

や受託研究を活性化させ、高等教育機関が地域で

この形態は、アフリカ諸国と先進諸国の高等教

ニーズの高い研究分野への貢献度を高めること、

育に関する地域機関（regional organizations）

産学連携による高等教育機関の研究費の獲得を

によるパートナーシップである。その例として、

目指すこと等を実現させるため、同諸国における

アフリカ大学協会（AAU）と欧州連合(EUA)が中心

産学連携のあり方に提言を行うものである。

となって推進した“Access to Success: Fostering
(4) 各国大学型パートナーシップ

Trust And Exchange Between Europe and Africa”
があげられる。このパートナーシップでは、EUA

この形態は、最も伝統的なパートナーシップの

と AAU が主導し、ヨーロッパ 19 カ国とアフリカ

形であり、先進諸国とアフリカ諸国の 2 大学間に

16 カ国が参加して、主に２つの共同調査を行った

よるパートナーシップである。アメリカ合衆国、

（EUA,2010）。第１に、アフリカ諸国における高

カナダ、イギリス、北欧諸国をはじめとする多く

等教育への進学率と学生の卒業率に関する共同

の先進諸国の大学が教育・研究パートナーである

調査を行い、高等教育への進学機会と進学後の学

アフリカ諸国の大学と特定の研究テーマに関す

生の学びの現状と課題を分析し、その改善に向け

る共同研究や、学生・研究者交流などを行ってい

た提案を行うものである。第２に、欧州とアフリ

る（Teferra, 2010）
。

カ間での学生の国際移動の効果と課題について

154

２. 5 年間の研究計画

広く認識されるようになった。そのため、高等教

本研究では、以下について計画している。

育は、教育分野のみにとどまらず、国家間や地域

(1) 2015 年度

間の国際関係に影響をおよぼす１つのアクター

①アフリカ地域の高等教育（変遷、現状、課題

として認識されている。本研究者は、ソフトパワ

等）②国際機関（例：世界銀行、ユネスコ）、プ

ーとしての高等教育が国際関係において果たす

ライベート財団（例：ロックフェーラ財団、カー

機能、効果、課題の分析を研究対象としている。

ネギー財団）によるアフリカへの教育開発支援の

その例として、東アジアや中東地域におけるトラ

変遷③高等教育パートナーシップの概念的枠組

ンスナショナル高等教育の構造分析を通じて、国

み④アフリカ諸国と先進諸国間の既存の高等教

家間の高等教育分野における協調と競争のメカ

育パートナーシップの概要等の文献調査を実施

ニズムを明らかにするとともに、高等教育の国際

する。

化が国家に与える影響の解明への取り組みがあ

(2) 2016 年〜2017 年度

げられる。また、多くの国が推進している学生へ

①既存のパートナーシップのケーススタディ

の海外留学の機会拡大に関する政策ついて、人材

②上記の実地調査③比較対象として、アジア地域

育成の観点から海外留学の効果分析を行うこと

の発展途上国と先進諸国間のパートナーシップ

で、そうした政策が、学生の学びに及ぼす影響に

の調査を実施する。

ついて実証研究をおこなってきた。

(3) 2018 年～2019 年度

本研究センターにおいては、上記の経験を踏ま

①調査した教育・研究パートナーシップの形態別、

え、国際開発教育の視点から、アフリカ諸国と先

目的別比較分析を通じた効果および課題分析②

進諸国の高等教育パートナーシップが、第二次世

研究成果報告書ないし学術論文の執筆、学会発表

界大戦後に進められてきた両地域の関係の１つ

等を実施する。

の特徴であった従属理論や中心—周辺パラダイム

(4) 今までの研究とセンターとの関連内容

に代表される構造から、いかに相互関係（mutual

本研究者は、これまで比較教育学の視点から、

relationship）への転換に貢献できるかを調査す

高等教育の国際関係について、地域レベル、国家

ることで、ソフトパワーとしての高等教育の機能

レベル、高等教育機関レベル、学生レベルから研

について理解を深めたい。さらに、国内において

究をおこなってきた。

研究蓄積が極めて少ないアフリカ諸国の高等教

今日の社会は知識基盤社会と呼ばれ、「知」の

育に対する知見を深めることも、本研究テーマの

創出・発信が、国家の国際競争力を高める重要な

探求を通じて目指したい。

要素となっている。こうした「知」の国際的な獲
３. 今年度の研究成果

得競争は、Joseph Nye によるソフトパワーに関す

今年度は、
「5 年間の研究計画」の 2015 年度の

る研究で深められてきたが、その新たなアクター
として高等教育が注目されている。高等教育は、

計画で上げた文献調査を行い、各項目について知

「知」を創出する人材の育成を自国の高等教育機

見を深めた。また、実地調査における訪問先の選

関で行うだけでなく、その国際化により、自国の

定と相手機関との調整を行うなど、次年度以降の

学生・研究者を海外の教育機関に派遣して世界最

研究活動の地盤作りに取り組んだ。

先端の教育・研究環境を提供する一方で、優秀な
外国人学生・研究者を自国の高等教育機関に獲得
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国際シンポジウム
「アフリカにおける開発と環境―技術と社会の連携を目指した人材育成」
（2017年11月11日）

ジョモ・ケニヤッタ農工大学と東洋大学の学術協定調印式
ロマヌス・オディアンボ副学長と北脇副学長

横山 正 氏
（アフリカ開発銀行アジア代表事務所）

ロマヌス・オディアンボ 氏
（ジョモ・ケニヤッタ農工大学）

坂元

浩一 研究員

加藤 正明 氏
（独立行政法人国際協力機構）

北脇

秀敏 センター長

パトリック・ホメ 氏
（ジョモ・ケニヤッタ農工大学）

会場の様子

国際ワークショップ
「アジアにおける国際貢献手法の開発」ミャンマーにおけるNGOの活動事例

（2017年10月７日）

岡本 研究員（左） 柴田 氏（右）

会場の様子

国際ワークショップ
“Toward International Collaborative Research between Jomo Kenyatta
University of Agriculture and Technology and TOYO University”
（2017年11月14日）

パトリック・ホメ 氏（左）と志摩 研究員（右）

会場の様子

平成28年度国際共生社会研究センター研究報告会

（2017年６月23日）

藤稿 研究員

研究報告の様子

研究報告会の様子

平成 28 年度研究報告書
目 次
第一部 東洋大学国際共生社会研究センター概要
I.

設立主旨と研究総括

北脇 秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター長）･･････････････････････１１

II. 研究組織･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････２３
III. 平成 28 年度活動記録･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････２７
第二部 研究報告
I.

国際貢献

1.

活動概要 松丸 亮（テーマコーディネーター）････････････････････････････････････････････３７

2.

研究報告

2-1 荒巻 俊也（研究員）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････４５
「低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究」
Establishing Low-carbon, Sound Material and Water Cycle Social Systems
2-2 岡村 敏之（研究員）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････４９
「ホーチミン市における配車アプリ企業の進出状況と配車アプリサービスへの利用意識に関する
研究」
Current situation of ride-hailing application service and its perceptions by users in Ho Chi
Minh City
2-3 岡本 郁子（研究員）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････５３
「ミャンマーの村落共有基金―村の共同行動の事例として―」
The village common fund in Myanmar
2-4 松丸 亮（テーマコーディネーター、研究員）･･････････････････････････････････････････････５７
「防災・災害復興分野における国際貢献手法に係る研究（その２）－大規模災害からの復興支
援、特に被災者支援に着目して－」
Research on International Contribution on Disaster Risk Management and Reconstruction
(2) –Focusing on the assistance to the disaster victims2-5 眞子 岳（研究員）･････････････････････････････････････････････････････････････････････････６１
「ネパール地震後の水供給と衛生に関する研究」
A Study on Water Supply and Hygiene in Nepal

2-6 マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス（研究員）･････････････････････････････････････････６５
The Journey to Empowerment and Sustainable Development: Women of Danglag Galaxy,
Consolacion, Cebu Province
2-7 藪長 千乃（研究員）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････６９
「社会福祉の発展過程に関する研究 福祉国家の経路と展開
An Interim Report of the Study on the Process of Social Welfare Development
2-8 金子 彰（客員研究員）･････････････････････････････････････････････････････････････････････７３
「わが国の経験をふまえた都市と複合した交通インフラ開発による新たな国際貢献方策の考察
II －文化による地域振興－」
A Study on New Contribution Method on Transportation Infrastructure Development
Combined with Urban Development Based on Japanese Experience I
‐To Form Port-cities on Developing Countries‐
2-9 久留島 守広（客員研究員）････････････････････････････････････････････････････････････････７７
「中国における太陽光発電の導入による内発的発展に関する研究」
Basic study on the introduction of PV in China and the Asian Region
2-10 松行 輝昌（客員研究員）･････････････････････････････････････････････････････････････････８１
「ミャンマー中央乾燥地域におけるソーシャルビジネスに関する研究」
A Study on Social Business in a Central Dry Zone in Myanmar
2-11 島野 涼子（客員研究員）･････････････････････････････････････････････････････････････････８５
「スリランカにおける知的障害者の支援に関する研究」
Research on international cooperations for persons with intellectual disabilities in Sri Lanka
2-12 貫 久望子（RA）･････････････････････････････････････････････････････････････････････････８９
「開発途上国における水と衛生に関する研究－カンボジア農村部における簡易水道利用と手洗
いの関係性－」
A Study on Water and Sanitation in Developing Countries
－Relationship between Simple Water Supply and Handwashing in Cambodian Rural Areas－

2-13 Thapa Sakhila（RA）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････９３
「ソーシャルネットワーキングサービスに対する若者の行動と学習ツールとしての学習環境へ
の影響－ネパールの若者を事例として
Youth Behaviors toward Social Networking Service (SNS) and its Effect on their Learning
Environment as Study Tool －A Case Study of Nepalese Youth

2-14 井上 常史（RA）･････････････････････････････････････････････････････････････････････････９７
「日系企業のタイ王国等への進出による固形廃棄物の環境負荷と日系企業の果たすべき役割の研
究－民主導の資源循環型社会構築を目指して－」
Role of Japanese companies to reduce environmental solid waste load generated by them in
countries such as Thailand―Aiming to create a sound-material cycle society through private
initiative―
2-15 森 晶子（RA）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････１０１
「開発途上国における村落給水が与える開発効果と持続可能性についての考察
― ミャンマーの事例から ―」
A Study on Development Impact and Sustainability of Rural Water Supply at the Developing
Countries Case Study of Central Dry Zone, Myanmar
II. 持続可能なビジネス
1.

活動概要 藤稿亜矢子（テーマコーディネーター）･･･････････････････････････････････････１０７

2.

研究報告

2-1 金 承珠（研究員）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････１１３
「ニューツーリズムの開発手法に関する研究」
The development of New Tourism
2-2 藤稿 亜矢子（テーマコーディネーター、研究員）･････････････････････････････････････１１７
「環境配慮型ツーリズムの理論と実践に関する研究－観光環境容量の方法論についての考察－
Methodological discussion on tourism carrying capacity
2-3 島川 崇（研究員）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････１２１
「UNWTO におけるアクセシブル・ツーリズム啓蒙の取り組み」
Approach to Awareness of Accessible Tourism at UNWTO
2-4 徳江 順一郎（研究員）･････････････････････････････････････････････････････････････････１２５
「ホスピタリティ産業における事業展開とサステナビリティ」
Business Development & Sustainability of the Hospitality Industry
2-5 堀 雅通（研究員）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････１２９
「井上円了「観光立国論」の今日的意義」
Inoue Enryo’s Views on Tourist Nation

2-6 劉 蘭芳（客員研究員）･･････････････････････････････････････････････････････････････････１３３
「香港の結婚写真市場の発展状況について」
The Development of Market of Wedding Photography in Hong Kong
2-7 矢田部 暁（客員研究員）････････････････････････････････････････････････････････････････１３７
「地域の伝統文化の地域振興への活用に関する考察」
A Study on Utilization of Region's Traditional Culture to Regional Promotion
2-8 成實 信吾（RA）･････････････････････････････････････････････････････････････････････････１４１
「日本のクルーズのあり方についての考察」
Research on appropriate style of cruise in Japan
III. インクルーシブ・アフリカ
1.

活動概要 志摩憲寿（テーマコーディネーター）･･････････････････････････････････････････１４７

2.

研究報告

2-1 志摩 憲寿（テーマコーディネーター、研究員）･････････････････････････････････････････１５５
「アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開に関する研究
A Study on Machizukuri-based Urban Planning in Asia and Africa
2-2 坂元 浩一（研究員）･････････････････････････････････････････････････････････････････････１５９
「途上国経済の内発的発展に関する研究」
Research on Development Patterns in Developing Countries
2-3 杉田 映理（研究員）･････････････････････････････････････････････････････････････････････１６３
「アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究」
Social Development Related to Water, Sanitation and Hygiene in African Societies
2-4 花田 真吾（研究員）･････････････････････････････････････････････････････････････････････１６７
「アフリカ諸国と先進諸国間における高等教育パートナーシップに関する研究」
Transformative Research and Education Partnership
between Developed and African Countries

＊＊＊＊巻頭写真＊＊＊＊
国際シンポジウム 「アフリカにおける開発と環境―技術と社会の連携を目指した人材育成」
国際ワークショップ「アジアにおける国際貢献手法の開発」ミャンマーにおける NGO の活動事例
国際ワークショップ“Toward International Collaborative Research between Jomo Kenyatta
University of Agriculture and Technology and TOYO University”
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Ⅰ．設立主旨と研究総括

「これまでの成果と今後の展望」
東洋大学国際共生社会研究センター
センター長 北脇 秀敏
1. センターの経緯
東洋大学国際共生社会研究センターは、文部科学省の私立大学学術研究高度
化推進事業であるオープン・リサーチ・センター整備事業として平成 13 年度に
当初 5 年間の予定で国際地域学研究科に設置された。その 5 年間に開発途上国
（タイ、バングラデシュ、東ティモール、ベトナム、カンボジア、フィリピン、
ウズベキスタン、中華人民共和国内モンゴル自治区等）や日本国内各地のフィー
ルドにおける調査研究、ニュースレターの発行による情報発信、公開講座や海外
の著名人を招いての国際シンポジウムの開催、研究員の分担執筆による書籍の
発行など多角的な研究活動を続けて来た。平成 18 年度から活動継続が同省より
認可された。平成 22 年度からセンターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略
的基盤形成支援事業として採択され 26 年度まで実施してきた。平成 27 年度か
らは、センターのこれまでの知見や経験を活かし拠点形成を拡大させていく活
動計画が再採択され、さらに 5 年間の予定で新たに始動した。以下、便宜的に平
成 13 年度～17 年度を「第一期」、平成 18 年度以降から終了に至る 20 年度まで
を「第二期」、平成 22 年度～26 年度までを「第三期」、平成 27 年度から終了に
至る平成 31 年度までを「第四期」と称してその活動を紹介する。
2．センターの目標と研究プロジェクト
センターの活動内容については発足当初から「研究者の養成、高度専門職業人
の養成、研究成果の公開」を目標に第一期・第二期を通じて一貫した活動を行っ
て来ている。第三期からは、これに加えて、
「研究拠点形成」を新たな目標とし
活動している。研究プロジェクト・研究グループに関しては第一期、第二期にお
いて当初の目的を達したテーマや、新しくニーズが生じた研究テーマ等を考慮
して第三期に大きく改変を行った。その概要を以下に示す。
センター発足時の第一期には研究プロジェクト 3 本を設定した。すなわち「プ
ロジェクト１：アジア大都市圏地域を対象とした定住環境の形成・整備」、
「プロ
ジェクト２：環境共生社会論の体系化」、
「プロジェクト３：地域開発データベー
スと計画作成・評価支援シミュレータの開発・整備」を平行して研究を進めてき
た。
これに対し第二期ではよりセンターの活動の統合性を持たせるためにプロジ
ェクトを１本とし、新たなプロジェクト「環境共生社会の形成方策とその新たな
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展開」の下に課題・研究グループを置いた研究体制としている。すなわち第一期
の３つのプロジェクトを「課題１：環境共生社会の形成方策の研究」として集約
し、これまでの研究路線を継承してさらに深く研究している。課題１の中には環
境共生社会形成手法の基礎的な研究を行うグループと、個々の課題を応用的に
研究するグループに分けて効率的な研究を進める体制をとっている。これに加
え、第二期の新課題として「課題２：国際共生社会形成のための新たなパラダイ
ムに関する研究」を設定し、複雑さを増す国際社会において対応を迫られる重点
要支援段階の国々や重点要支援地域に関する研究を行っている。すなわち昨今
の世界情勢から必要性が増している「紛争集結国などの変遷・移行期における共
生社会実現のための研究」に加えて「重点要支援地域における共生社会実現のた
めの研究」においてアフリカ地域の支援や途上国の農村開発に関する研究を行
った。
平成 21 年度は同事業の実施期間終了に伴い一時活動を休止したが、平成 22
年度になり、センターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支援
事業として採択され、５年間の予定で新たに始動した。新たな研究テーマは「ア
ジア開発途上地域における内発的発展支援手法の開発」であり、このテーマのも
と「研究拠点を形成する研究」の研究観点からアジア諸国を中心とする国内外の
研究拠点の形成と連携とに重点を置いた活動を行った。より具体的には、開発途
上国を自立的に発展させるためには先進国からの外部援助に頼る構造から脱却
し、途上国内部の人的・物的資源を活用した内発的発展の考えに基づくことが重
要であり、第三期センターはその支援手法を開発・実践することを主目的とし
た。第三期センターには常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研
究助手、事務局員等から構成され、３つの研究サブグループがあった。これらの
組織を中心に、センターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国
際シンポジウム／ワークショップを毎年開催し、また国内に向けた市民や実務
者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ
ースレターの発行、年次報告書の発行を行った。最終的には、アジアにおける内
発的発展の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展支援の実施、
研究成果の社会への還元などを実施した。
第四期センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにおける地域に根ざし
たグローバル化時代の国際貢献手法の開発」のもと「研究拠点形成する研究」の
観点からアジア・アフリカ諸国を中心とする国内外の研究拠点の形成と連携と
に重点を置いた活動を行う。さらに途上国協力においてポスト MDGs の新たな指
標となる、持続可能な開発目標（SDGs)の実施に向けた国際貢献のあり方に関す
る研究と実践とを行うことを目標としている。研究対象地域も従来から活動し
てきたアジア地域にアフリカ地域も加え、グローバル化時代に即した内発的発
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展を社会インフラの充実を通して実現する普遍的手法の開発を目指している。
センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、事
務局員等から構成され、3 つのテーマを持っている。これらの組織を中心に、セ
ンターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国際シンポジウム／
ワークショップを毎年開催する予定としている。また国内に向けた市民や実務
者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ
ースレターの発行、年次報告書の発行を行う。さらにアジア・アフリカにおける
SDG 支援や国際貢献の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展
支援の実施、研究成果の社会への還元などを構想している。
3. 拠点形成
当センターは、当該テーマに関するアジア地域の研究拠点形成を推進する目
的から、平成 23 年度において、バングラデシュ工科大学、タイ国・コミュニテ
ィ組織開発機構との学術交流協定を締結した。平成 24 年度においては、インド
ネシア国シア・クアラ大学付属津波災害復興研究センターと学術交流協定を締
結した。平成 25 年度においては、河南科技学院と学術協定を締結。平成 26 年
度は、四川大学香港理工大学災后重建与管理学院（中国）との学術交流協定を結
んだ。平成 28 年度は、本センターが主体となりジョモ・ケニヤッタ農工大学（ケ
ニア）との大学間学術協定を締結した。
4. 人事
（１）センター長
センターは東洋大学大学院国際地域学研究科に本拠を置くため、センター長
は原則として国際地域学研究科内の者が担当している。すなわち第一期は松尾
友矩（現常務理事、発足当時国際地域学研究科委員長）、第二期、第三期、第四
期は北脇秀敏（現副学長）となっている。
（２） センター研究員
センターの研究員数の変化は以下の通りである。
・平成 13 年度に国際地域学研究科の 12 名（藤井、赤塚、北脇、坂元、山下、小
浪、長濱、中嶋、古田、橋本、松尾、金子）で発足。
・平成 14 年度に国際地域学専攻から 1 名（高橋）、国際地域学部より 1 名（安）
を追加、計 14 名。平成 14 年度末をもって 2 名（赤塚、中嶋）退職。
・平成 15 年度に国際地域学専攻から 3 名（池田、太田、久留島）、国際観光学専
攻から 2 名（薄木、佐々木）追加、国際観光学科より 1 名（松園）追加、計 18
名。平成 15 年度末をもって 2 名（小浪、山下）退職。
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・平成 16 年度は研究員の構成に変化なし。
・平成 17 年度末をもって 2 名（古田、佐々木）任期終了。
・平成 18 年度に国際地域学専攻から 3 名（吉永、張、中挾）追加 計 16 名。
・平成 19 年度に国際観光学専攻から 2 名（堀、東海林）追加 計 18 名。
・平成 20 年度に国際観光学科から１名（松本）追加 計 19 名。
・平成 22 年度に国際地域学専攻から 1 名（稲生）追加 計 20 名。
・平成 23 年度末をもって 2 名（秋谷、川澄）退職。平成 24 年度に国際地域学専
攻から 1 名（岡村）、国際地域学部から 1 名（眞子）追加。
・平成 24 年度末をもって 2 名（松園、吉永）退職。平成 25 年度に国際地域学
研究科より松丸、藪長、国際観光学科から 1 名（金）追加 計 21 名。
・平成 25 年度末をもって 2 名（金子、薄木）退職。平成 26 年度に国際地域学
研究科より志摩、中島、国際観光学科から 1 名（藤稿）追加。
・平成 26 年度のメンバーは以下の通り。国際地域学研究科より荒巻、安、池
田、稲生、岡村、北脇、久留島、坂元、髙橋、張、バレスカス、藤井、国際
地域学部より眞子、国際観光学科より薄木、島川、古屋、堀、金 計 19 名。
・平成 27 年度からは以下の通り、メンバーを再構成した。国際地域学研究科
より荒巻、岡村、岡本、北脇、バレスカス、松丸、藪長、志摩、坂元、杉
田、島川、藤稿、徳江、堀、国際地域学部より花田、眞子、金 計 17 名。
・平成 28 年度は研究員の構成に変化なし。
（３） 研究助手
研究助手は 1 名を常時採用している。現在までの研究助手は以下の通りであ
る。
・平成 14 年 4 月～平成 14 年 9 月：薬袋奈美子（平成 14 年 10 月より福井大学
工学部建築建設工学科）
・平成 15 年 4 月～平成 16 年 3 月：國分圭介（平成 16 年 4 月より国際経済労働
研究所）
・平成 16 年 4 月～平成 17 年 3 月：近藤久洋（平成 17 年 4 月より東京国際大学
国際関係学部）
・平成 17 年 4 月～平成 19 年 3 月：伊藤徹哉（平成 19 年 4 月より立正大学地球
環境学部講師）
・平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月：松本尚之（平成 20 年 4 月より本学国際地域
学部助教）
・平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月：高林陽展（平成 21 年 4 月より学術振興会特
別研究員）
・平成 22 年 8 月～平成 25 年 3 月：高林陽展（平成 25 年 4 月より清泉女子大学
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文学部史学科講師）
・平成 25 年 4 月～平成 27 年 3 月：岡崎匡史（平成 27 年 4 月より麗澤大学）
・平成 28 年 4 月～現在：眞子岳
（４）ＲＡ（リサーチ・アシスタント）
平成 15 年 4 月、当センターが母体とする東洋大学大学院国際地域学研究科に
博士後期過程が発足したのを受けて、博士後期課程の大学院生をＲＡとして採
用してきた。在職者は以下の通り。
・平成 15 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野
・平成 16 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵
・平成 17 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、湯
・平成 18 年度：七五三木、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、洪
・平成 19 年度：七五三木、矢光、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、周、田
・平成 20 年度：蔵、王、川澄、周、申、吉田、小早川、金、其、劉
・平成 22 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田
・平成 23 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田、張、付
・平成 24 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew
・平成 25 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan
・平成 26 年度：貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan
・平成 27 年度：貫、Hoang Le Quan、Thapa Sakhila、井上
・平成 28 年度：貫、Thapa Sakhila、井上、森、成實、Le Truc、加藤
（５）招聘外国人研究員
センターが海外の研究者との研究ネットワークを構築するために毎年外国人
研究員を１名招聘している。招聘者は以下の通り。
・平成 15 年度：バングラデシュ工科大学（バングラデシュ）の Dr. Mafizur
Rahman（環境工学部準教授）
・平成 16 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms. Yasmin
Suriansjah（建築学部上級講師）
・平成 17 年度：ディリ大学（東ティモール）の Mr. Martin Benjamin（土木工
学科専任講師）
・平成 18 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms.
Bernadetta Kwintiana Ane（工業技術学部上級講師）
・平成 19 年度：社会労働とコミュニティ開発調査相談センター（ベトナム）の
Ms. Ay My Tran（上級職員）
・平成 20 年度：ベトナム国立大学情報工科大学（ベトナム）の Dr. Nguen Phi
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Khu（博士）、ウズベキスタン科学アカデミー水問題研究所環境医療・衛生研究室
長（ウズベキスタン）の Dr. Dilorom Fayzieva（医学博士）
・平成 23 年度：タイ・タマサート大学イノヴェーション・カレッジ プロジェ
クト・スペシャリストの Kanokrattana Netlomwong 氏
・平成 24 年度：インドネシア津波・災害対策研究センターの Dr. Muhammad
Dirhamsyah センター長
・平成 26 年度：ミャンマー連邦共和国畜水産村落開発省村落開発局の Dr.
Zarni Minn 副局長
・平成 28 年度：ジョモ・ケニヤッタ農工大学（ケニア）の Dr. Patrick G. Home
准教授
（６）客員研究員
センターでは第二期より積極的に客員研究員を任命し、共同研究を行ってい
る。平成 18 年 10 月には（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在
員である片山恵美子氏を客員研究員に任命した。平成 19 年までに招聘した外国
人研究員（６を参照）に加え、ベトナム国立大学情報工学大学の Dr. Nguyen Phi
Khu（科学運用・国際協力学部長）を任命した。
第三期においては、研究拠点形成の目的の下、客員研究員の積極的な任命を行
い、
（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在員である片山恵美子
氏、横浜国立大学教育学部准教授松本尚之氏、バングラデシュ工科大学教授 M.M.
ラーマン氏等を平成 22 年度に客員研究員に任命した。平成 23 年度においては、
大阪大学学際融合教育研究センター准教授松行輝昌氏、寧夏大学講師蔵志勇氏、
本学博士号取得者周慶生氏を任命した。平成 24 年度においては、本学博士号取
得者其其格氏、劉励敏氏を任命した。平成 25 年度においては、本学客員教授金
子彰氏、本学博士号取得者劉蘭芳氏を任命した。平成 26 年度においては、早稲
田大学博士後期課程清水由賀氏を任命した。
第四期の初年度である平成 27 年度は、金子彰（東洋大学元教授）、松行輝昌
（大阪大学准教授）、Md. Mafizur Rahman（バングラデシュ工科大学教授）、久留
島守広（東洋大学国際地域学部客員教授）、劉蘭芳（東洋大学博士後期課程修了）、
永井恵一（東洋大学国際地域学部国際観光学科産学連携観光人材育成プログラ
ム開発チーム研究員）、島野涼子（横浜国立大学博士課程後期修了）、矢田部暁
（（一財）国際観光サービスセンター主任研究員）を任命した。平成 28 年度は、
伊地哲朗（関西学院大学法学部元准教授）、村上淑子（元（株）イー・アール・
エス 課長）、其其格（内蒙古自治区社会科学院経済研究所）、劉 励敏（浙江師
範大学講師）、Heiko Fritz（リンネ大学講師）を任命した。

18

（７）事務局職員等
事務局の運営については、第一期、第二期、第三期、第四期を通してフルタイ
ムのアルバイト事務要員を通年で雇用し、適宜学生アルバイト等を追加雇用し
た。
5. 活動内容の概要
（１） 事務運営
これまで、センターの研究活動の運営を円滑に行うべく、週 1 回、研究員若干
名、研究助手および事務要員で構成される事務局会議を、また月 1 回、研究員、
研究助手、事務要員、大学教学課職員等で構成される全体会議を開催してきた。
なお「東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱」に記載されている「運
営委員会」とは、両会議の総称である。
（２）研究プロジェクト
プロジェクトの目的に沿って研究員による海外調査や国内での資料収集等、
また外国人研究員、RA、研究助手等との共同作業による研究を継続して行って来
ている。詳細は当報告書第二部の通りである。
（３）研究成果の公表
①シンポジウムの開催
平成 14 年度～20 年度に各年１回ずつ開催してきた当センター主催の国際シ
ンポジウムは、国際共生社会に関する理解を深める場として定着している。平成
22 年 12 月にはセンター活動再開記念シンポジウム「アジアの内発的発展のため
に」、平成 23 年 10 月には、国際シンポジウム「観光と内発的発展：持続可能な
観光地づくりを目指して」を開催した。平成 24 年 7 月には「アジア地域におけ
る震災復興と内発的発展」を開催した。平成 25 年 7 月には「ソーシャルビジネ
スと内発的発展-カンボジアと世界の経験から-」を開催した。平成 26 年 10 月
10 日には、国際シンポジウム「国際開発と内発的発展」、平成 27 年度 12 月 11
日に、国際シンポジウム「グローバル化時代の国際貢献」を開催した。平成 28
年度 11 月 11 日に、国際シンポジウム「アフリカにおける開発と環境-技術と社
会の連携を目指した人材育成-」を開催した。
②研究成果物の刊行
平成 15 年度に図書『環境共生社会学』出版、平成 17 年度に続編『国際環境共
生学』を朝倉書店より出版、さらに平成 20 年 8 月には、3 冊目となる『国際共
生社会学』を同書店より刊行した。平成 24 年度 8 月には『国際開発と環境－ア
ジアの内発的発展に向けて』を同書店より刊行した。平成 26 年 9 月には『国際

19

開発と内発的発展―フィールドから見たアジアの発展のために』を同書店より
刊行した。
③ワークショップ・公開講座の開催
センターの研究内容を広く一般に紹介するためのワークショップや公開講座
を毎年開催してきた。第三期初年度である平成 22 年度には、平成 23 年 1 月に
「都市整備のグリーン化に関するワークショップ」を開催した。同年 9 月には、
フィリピン・セブ市において「アジアのコミュニティー開発」、同年 10 月には国
際ワークショップ「観光と内発的発展：持続可能な観光地づくり」を開催した。
本年度は、平成 24 年 7 月にワークショップ「アジア地域における災害復興と国
際協力」、平成 25 年 1 月 29 日に「研究拠点ネットワーク化のためのワークショ
ップ」を開催し、前者では自然災害からの内発的な復興支援方法の開発を、後者
では国際的な研究拠点のネットワーク化について知見を深めた。平成 25 年 7 月
20 日にワークショップ「ソーシャルビジネスと内発的発展」
、平成 26 年 1 月 28
日に昨年度に引き続き「研究拠点ネットワーク化のためのワークショップ」を開
催した。平成 26 年 10 月 11 日に国際ワークショップ「国際開発と内発的発展」
を開催した。平成 27 年度 1 月 8 日に国際ワークショップ“Sustainable
Development and International Contribution for African Countries”を実
施、平成 28 年 1 月 29 日には国際ワークショップ“Responsible Tourism for
Sustainable Development”を開催した。平成 28 年 10 月 7 日にワークショップ
「アジアにおける国際貢献手法の開発－ミャンマーにおける NGO の活動事例‐」、
同年 11 月 14 日には国際ワークショップ“Toward International Collaborative
Research between JKUAT and TOYO”を開催した。平成 29 年 2 月 21 日には、国
際ワークショップ”The First Step of Collaboration between JKUAT and
Toyo”、同年 2 月 23 日には国際ワークショップ“Sustainable Development and
Tourism : Cases in Cambodia”を開催した。
④行事の共催・後援
平成 26 年 11 月 8 日と 9 日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された
「く
らしの足をみんなで考える全国フォーラム」を後援した。
平成 26 年 12 月 9 日にカンボジア・プノンペンで開催された「カンボジアセ
ミナー」（国際港湾交流協力会主催）を当センターは後援した。
平成 27 年 10 月 24 日と 25 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム」を後援した。同年 11 月 8 日に開催されたワークショップ「ものづくりと BOP
ビジネスアイデア創出」を共催した。
平成 28 年 4 月 15 日「アジアにおける都市の水管理：その課題と可能性」
、同
年 10 月 29 日と 30 日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された、「くらし
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の足をみんなで考える全国フォーラム 2016」を後援した。
⑤ニュースレターの発行
センター発足当初より、センターの研究報告やシンポジウム等の案内のため
にニュースレターを和文と英文で交互に作成し、国内外の専門家等にセンター
の活動内容を紹介している。
⑥ホームページの運営
センターの活動を紹介・公表する目的で平成 14 年度にホームページを立ち上
げ、第四期の初年度にあたる平成 27 年度は、英文サイトを構築、全面的にリニ
ューアルを行った。
（４）センター活動の外部評価
センターでは学内外の有識者に委嘱し、外部評価委員会を組織している。評価
委員会は年１回開催され、センターの運営に対してアドバイスを行う諮問機関
としてその任に当たってきた。
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Ⅱ．研究組織

東洋大学

国際共生社会研究センター研究員（2017 年 2 月 1 日現在）

名前 Name

専門分野／Profession

連絡先

国際貢献（テーマコーディネーター：松丸亮）

◎

荒巻 俊也
Shunya ARAMAKI

都市環境工学
Urban and Environment Engineering

aramaki@toyo.jp

岡村 敏之
Toshiyuki OKAMURA

都市計画
Urban Planning

okamura@toyo.jp

岡本 郁子
Ikuko OKAMOTO

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

okamoto025@toyo.jp

北脇 秀敏
Hidetoshi KITAWAKI

途上国協力環境協力

松丸 亮
Ryo MATSUMARU

災害マネジメント
Disaster Management

matsumaru@toyo.jp

眞子 岳
Gaku MANAGO

国際地域学
Regional Development Studies

manago@toyo.jp

Environmental Cooperation for Development Countries

kitawaki@toyo.jp

マリア・ロザリオ・ピケロ・
ジェンダー論、移民論
バレスカス
Maria Rosario PiqueroGender, Migration
BALLESCAS

maria@toyo.jp

藪長 千乃
Chino YABUNAGA

yabunaga@toyo.jp

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

持続可能なビジネス（テーマコーディネーター：藤稿亜矢子）

◎

金 承珠
Seung Joo KIM

国際観光
International Tourism Situations

kim069@toyo.jp

島川 崇
Takashi SHIMAKAWA

観光学
Tourism Study

shimakawa@toyo.jp

藤稿 亜矢子
Ayako TOKO

自然環境学
Natural Environmental Studies

toko@toyo.jp

徳江 順一郎
Jun-ichiro TOKUE

ホスピタリティ・マネジメント
Hospitality Management

tokue@toyo.jp

堀 雅通
Masamichi HORI

交通経済学
Transport Economics

m-hori@toyo.jp

インクルーシブ・アフリカ（テーマコーディネーター：志摩憲寿）

◎

坂元 浩一
Koichi SAKAMOTO

開発経済学
Development Economics

ksaka@toyo.jp

志摩 憲寿
Norihisa SHIMA

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

n-shima@toyo.jp

杉田 映理
Elli SUGITA

開発人類学

花田 真吾
Shingo HANADA

比較・国際教育学
International Comparative Education

hanada@toyo.jp

客員研究員
Visiting Research Fellow

akirak48@gmail.com

sugita_e@toyo.jp

Development Anthropology

客員研究員
金子 彰
Akira KANEKO

注） ◎ テーマコーディネーター
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名前 Name

専門分野／Profession

連絡先

久留島 守広
Morihiro KURUSHIMA

客員研究員
Visiting Research Fellow

kurushima@toyo.jp

島野 涼子
Ryoko SHIMANO

客員研究員
Visiting Research Fellow

rykmyc26@gmail.com

永井 恵一
Keiichi NAGAI

客員研究員
Visiting Research Fellow

nagai174@toyo.jp

松行 輝昌
Terumasa MATSUYUKI

客員研究員
Visiting Research Fellow

terumasa.matsuyuki@gmail.com

矢田部 暁
Satoru YATABE

客員研究員
Visiting Research Fellow

satoru.yatabe@gmail.com

劉 蘭芳
Ranho LIU

客員研究員
Visiting Research Fellow

liuyang11032007@hotmail.com

MD. Mafizur Rahman

客員研究員
Visiting Research Fellow

mafizur@gmail.com

伊地 哲朗
Tetsuro IJI

客員研究員
Visiting Research Fellow

ijitetsuro.atwork@gmail.com

村上 淑子
Yoshiko MURAKAMI

客員研究員
Visiting Research Fellow

yoshikomurakami_july@nifty.com

其其格
Qiqige

客員研究員
Visiting Research Fellow

qiqige12@yahoo.co.jp

劉 励敏
LIU Limin

客員研究員
Visiting Research Fellow

lillianapple913@hotmail.com

Heiko Fritz

客員研究員
Visiting Research Fellow

heiko.fritz@lnu.se

貫 久望子
Kumiko NUKI

RA
Research Assistant

kumiko.nuki0915@gmail.com

Thapa SAKHILA

RA
Research Assistant

sakirahkt_t@yahoo.com

井上 常史
Tsuneshi INOUE

RA
Research Assistant

inouetsu@f8.dion.ne.jp

森 晶子
Akiko MORI

RA
Research Assistant

bajoic@gmail.com

成實 信吾
Shingo NARUMI

RA
Research Assistant

md8s-nrm@asahi-net.or.jp

Le TRUC

RA
Research Assistant

trucadico@yahoo.com

加藤 聡
Satoshi KATO

RA
Research Assistant

satoshi.steve.kato@gmail.com

事務運営
Secretary

cesdes@toyo.jp

RA/Research Assistant

事務局/Secretary
板倉 由利子
Yuriko ITAKURA
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Ⅲ．平成 28 年度活動記録

平成 28 年度活動記録
1.

国際シンポジウムの開催
テーマ：アフリカにおける開発と環境－技術と社会の連携を目指した人材育成－
日

時：2016 年 11 月 11 日（金）

会 場：東洋大学白山キャンパス 井上円了ホール
講演者：
・横山 正（アフリカ開発銀行アジア代表事務所長）
・ロマヌス・オディアンボ（ジョモ・ケニヤッタ農工大学副学長）
・加藤 正明（独立行政法人国際協力機構 安全対策統括役／前上級審議役）
・パトリック・ホメ（ジョモ・ケニヤッタ農工大学准教授）
・坂元 浩一（東洋大学国際共生社会研究センター研究員、国際地域学部長）
参加者：約 860 名

2.

国際ワークショップの開催
1) テーマ：
「アジアにおける国際貢献手法の開発」ミャンマーにおける NGO の活動事例
日 時：2016 年 10 月 7 日（金）
会 場：東洋大学白山キャンパス 国際地域学資料室（8 号館 7 階）
講演者：柴田 京子（認定 NPO 法人 地球市民の会ミャンマー国代表）
参加者：18 名
2) テーマ：Toward International Collaborative Research between
Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology and TOYO University
日 時：2016 年 11 月 14 日（月）
会 場：東洋大学白山キャンパス 第 3 会議室（6 号館 1 階）
講演者：パトリック・ホメ（ジョモ・ケニヤッタ農工大学准教授）
参加者：11 名
3) テーマ：The First Step of Collaboration between JKUAT and Toyo
日 時：2017 年 2 月 21 日（火）
会 場：ジョモ・ケニヤッタ農工大学・Africa-ai-Japan 棟
4) テーマ：Sustainable Development and Tourism : Cases in Cambodia日 時：2017 年 2 月 23 日（木）
会 場：東洋大学白山キャンパス国際地域学部資料室（8 号館 7 階）
講演者：チャン・ソチャット（カンボジア観光省）
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3.
(1)

調査・研究活動
眞子 岳
平成 28 年 4 月 14 日～4 月 16 日
目的：日本感染症学会における人・動物・環境の感染症に関する情報収集
場所：宮城（仙台国際センター）

(2)

眞子 岳
平成 28 年 5 月 30 日～6 月 7 日
目的：2015 年ネパール地震被災地における水供給に関する研究
場所：ネパール

(3)

北脇 秀敏、眞子 岳
平成 28 年 8 月 6 日～8 月 19 日
目的：国際シンポジウムに関するジョモ・ケニヤッタ農工大学との打ち合わせお
よび ABE イニシアティブ学生の研究地におけるフォローアップ調査
場所：ケニア、南アフリカ、タンザニア

(4)

マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス
平成 28 年 9 月 9 日～9 月 11 日
目的：セブ島におけるフィールド調査
場所：フィリピン

(5)

金子 彰
平成 28 年 9 月 9 日～9 月 11 日
目的：日本計画行政学会における情報収集
場所：兵庫（関西学院大）

(6)

眞子 岳
平成 28 年 9 月 18 日
目的：第 48 回アジア太平洋公衆衛生学術連合国際会議おけるネパール大地震に
おける水衛生に関する研究発表
場所：東京（帝京大学）

(7)

島野 涼子
平成 28 年 11 月 10 日～11 月 23 日
目的：スリランカの特別支援教育の実態把握、知的障害者の教育及び就労に
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関する調査、及び日本のスリランカに対する障害者支援の実態調査の為
場所：スリランカ
(8)

志摩 憲寿
平成 28 年 12 月 2 日～12 月 6 日
目的：南アフリカ及びタンザニアにおけるコミュニティ・ベースト・ツーリズム
の展開に関する調査
場所：南アフリカ、タンザニア

(9)

坂元 浩一
平成 28 年 12 月 24 日～1 月 1 日
目的：中国援助とアフリカ経済に関する調査研究
場所：中国、フランス

(10)

金子 彰、眞子 岳
平成 29 年 1 月 20 日
目的：広島大学にて次年度主催行事に関する打合せ
場所：広島（広島大学）

(11)

岡本 郁子
平成 29 年 1 月 25 日～1 月 26 日
目的：ミャンマーの農村金融市場の実態の把握
場所：ミャンマー

(12)

北脇 秀敏、金子 彰、眞子 岳
平成 29 年 2 月 9 日～2 月 16 日
目的：フィジーにおける南太平洋大学との連携と来年度の国際シンポジウムに
向けた調査
場所：フィジー

(13)

志摩 憲寿、杉田 映理、花田 真吾
平成 29 年 2 月 19 日～2 月 26 日
目的：ドバイにおける教育状況と、ジョモ・ケニヤッタ農工大学との共同研究
場所：UAE、ケニア
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(14)

荒巻 俊也
平成 29 年 2 月 19 日～2 月 28 日
目的：ナミビアでの環境教育(エコスクール）の取り組み状況、およびボツワナ
における自然保護地域における廃棄物管理の実態についての調査のため
場所：ナミビア、ボツワナ

(15)

マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス
平成 29 年 2 月 22 日～3 月 7 日の一部期間に実施
目的：移民に関する研究、および女性のエンパワーメントに関する研究
場所：フィリピン

(16)

久留島 守広
平成 29 年 3 月 2 日～3 月 6 日
目的：世界持続可能エネルギー会議 WSED への参加
場所：ドイツ

(17)

松丸 亮、岡本 郁子
平成 29 年 3 月 5 日～3 月 10 日
目的：ミャンマー・インレー湖及び周辺地域の社会・自然環境に関する調査の為
場所：ミャンマー
以上
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Ⅰ．国際貢献

１．活動概要

平成 28 年度国際共生社会研究センター 活動概要

活動概要

国際貢献

国際共生社会研究センター

テーマコーディネーター（国際貢献）
国際地域学研究科（国際地域学部）教授
松丸亮

1.

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

域に根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開発」を全体テーマとして研究を行なっ
ており、
「国際貢献」がサブテーマの一つとなっている。このサブテーマでは、センター設
立以来積み上げてきた研究成果をベースに、
「その成果を広く展開し、いかに国際貢献に結
びつけるか」ということについて研究を進めており、本年度はその 2 年目にあたる。
昨年度は、採択初年度であったため、各研究員は、これまでの研究成果をもとに、研究計
画を立案や一部の研究成果の学会等での発表が主たる活動であったが、今年度は、各研究員
が本格的な研究活動を開始するとともに、テーマグループとしての活動を議論し実践を開
始した。また、例年通り、各研究員はセンターが実施したシンポジウム、ワークショップへ
の協力や共催した学会等への協力を行っている。
各研究員の研究状況については、概要を本稿「2. 各研究員の研究テーマと研究活動」に、
詳細を本報告書の「各研究員からの報告」部分に示している。
2.

国際貢献テーマグループとしての活動

(1) テーマグループミーティングの実施
国際貢献テーマグループ内の研究員の共同研究をより推進するため、以下に示すとおり、
テーマグループミーティングを３回実施した。
第 1 回： 2016 年 4 月 5 日（火）
第 2 回： 2016 年 5 月 17 日（火）
第 3 回： 2016 年 8 月 3 日（水）
テーマグループミーティングでの議論の結果、文科省に対して提出した提案書におい
て、今年度を開始予定としている実際の国際貢献活動（以下「プロジェクト」）について、
ミャンマーをターゲットに検討していくこととなった。
さらに、プロジェクト内容の具体的検討のため、ミャンマーで長期間開発支援の活動を行
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っている NPO「地球市民の会」の柴田氏を招聘して、
「(2)」に示す勉強会（ワークショッ
プ）を実施することとした。
8 月以降は、メンバーが集まった形でのテーマグループミーティングは実施していないも
のの、
「(3)」で述べる研究助成申請のための提案書作成のためのディスカッションを行う等、
グループ全体として活発な活動を行った。
(2) ワークショップの開催
プロジェクトの内容を検討するため、2016 年 10 月 7 日（金）に、NPO「地球市民の会」
の柴田氏を招聘して、ワークショップを実施した。
ワークショップには、研究員、客員研究員、RA など総勢 20 名が参加し、プロジェクト
の内容、実施体制などについて活発な議論が交わされた。
議論の結果、インレー湖の環境改善をターゲットにプロジェクトを形成することで大筋
の合意を得、今後は、対象地、対象分野、資金などを検討していくこととなった。
(3) 研究助成への申請
実際の国際貢献活動の実施に向けた資金獲得にむけて、三井物産環境基金の研究助成に、
地球市民の会と共同で応募した。申請した研究の内容は、ミャンマーを代表する観光地であ
るインレー湖の環境問題が深刻化し、国・地域への多大な影響が懸念される中、住民が主体
となった実践的な循環型環境改善手法の構築を目指すもので、3 年間の研究期間において、
１）事業予定地であるインレー湖の環境汚染の状況、環境改善にかかる住民意識を明らかに
し、２）環境改善に係る全体ビジョンおよび個別の改善目標を設定したうえで、３）インレ
ー湖の環境改善対策にかかる住民参加型で実践的な循環型環境改善手法の構築を目指すも
のである。今回の申請は、
「研究助成」への申請であるが、研究活動にはパイロット事業を
含んでおり、この部分が実際の国際貢献活動となる。審査結果は 3 月中に判明する予定で
ある。なお、本助成の採否に関わらず、今後の当地での研究推進のため、2017 年 3 月に、
岡本研究員と松丸研究員が合同で現地調査を実施する予定である。
3.

各研究員の研究テーマと研究活動

 荒巻俊也 研究員
荒巻研究員は「低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究」をテーマに
引き続き研究をおこなっている。
今年度は、
「ハノイ市郊外における水供給システムの現状と住民選好に関する研究」では、
ハノイ市郊外における複数の都市化進行集落（水道が普及している村と水道が普及してい
ない村）において、水利用の現状と住民の意識についての現地調査を実施し、それぞれの村
における課題を明らかにしている。さらに、大学院生との共同研究では、
「廃棄物管理にお
ける関係者の意識と行動に関する研究」や「途上国における学校での環境教育に関する研究」
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に取り組んだ。
 岡村敏之 研究員
岡村研究員は「途上国の都市公共交通システムの構築－インフォーマル交通を取り込ん
だ交通体系」をテーマに研究を実施しており、今年度は主として、ベトナムにおけるタクシ
ーおよびバイクタクシーの配車アプリと利用者意識に係る研究を行った。
途上国の都市内の公共交通手段として重要な役割を果たしているインフォーマル性の高
い都市公共交通は、その質は高くはなくまた不確実であるが、途上国の都市のいくつかでは、
この数年の間に「配車アプリ」によるタクシーやパラトランジットサービスが開始され、イ
ンフォーマルであった従来のバイクタクシーからの転換が進みつつある。本研究では、ベト
ナムのホーチミン市を対象とし、配車アプリによるタクシーとバイクタクシーへの利用者
意識を明らかにした。
 岡本郁子 研究員
岡本研究員は「途上国農村開発における住民組織化と地域社会」をテーマに研究を行って
おり、本年度は、ミャンマーの村落強風基金に関する研究を実施した。
この研究は、ミャンマーをはじめ、様々な国における共有資源管理の事例を整理した後、
現在ミャンマーで観察される村の共有基金の事例を詳細に検討し、こうした共有基金がな
ぜ広く展開しているのか、その背景に関する仮説の提示を試みたもので、その結果として、
ミャンマーの村が持つ意思決定や履行能力、社会主義政権の影響、農村部の資金ニーズとそ
のニーズを賄うだけのサービスの欠如の 3 点を指摘している。
 眞子岳 研究員
眞子研究員は 「ネパール地震後における水供給と衛生に関する研究」をテーマに研究を
行っている。
2015 年に発生したネパール大地震では死者が約 8,000 人という大きな被害をもたらした。
ネパールにおける調査は、2015 年から継続的に実施しており、今年度（地震から 1 年経過）
も研究を実施している。チョティパティという仮設住宅地が密集する地域において被災住
民の水使用形態が、地震発生から 1 年後までの経過を調査研究した。
今後は、調査範囲を広げ、１年経過後にまだ仮設に住む被災者とすでに移動した被災者と
の比較研究を実施し分野横断的な視点から実施していく。
 マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス 研究員
バレスカス研究員は「Women and their Sustainable Engagement for Sustainable
Development in Asian and African Households and Communities」をテーマに研究を行
っており、今年度は、フィリピンセブ州のコミュニティにおける、女性の組織を通じた女性
のエンパワーメントと持続的開発に関する研究を実施した。
フィリピンでの現地調査を通じ、コミュニティの女性たちの立場の変遷やジェンダーの
平等性、インクルーシブな生活環境の形成過程などを明らかにし、それには、多方面からの
社会的アプローチ（multi-dimensional social process）が有効であったこと、さらには、女
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性が持続的な開発のキーになることを指摘している。
 松丸亮 研究員
松丸は「防災・災害復興分野における国際貢献手法に係る研究」をテーマに研究を行って
いる。本年度は、大規模災害からの復興、特に住民の復興プロセスに着目し、既存の研究も
踏まえた形で、あるべき支援の在り方を検討した。
その結果、フィリピンの台風ヨランダからの復興過程では、被災直後の住環境にかかる課
題の解決策として、設置までに時間のかかる仮設住宅にこだわらず、仮設テントの利用促進
が有効であること、被災者の復興の実感のためには、
「実現可能な復興への目標を持ち、そ
の実現のために役割を与える」ことが有効であることなどを示した。また、インドネシアに
おけるインド洋大津波災害からの復興では、支援の在り方が復興の不公平を招くこと、そし
てそれが結果として Build Back Better につながらないことなどを指摘している。
 藪長千乃 研究員
藪長研究員は「脱商品化・脱家族化指標を用いた家族政策分析試論－発展途上国に応用可
能な比較分析方法の開発に向けて－」をテーマに研究を実施している。
本年度は、
「社会福祉の発展過程に関する研究」として、福祉が、古くは家族や小さなコ
ミュニティの中で、社会の発達に伴い慈善や宗教上の意図などを持って取り組まれてきた
のに対し、近代化とともに市場や互助組織、国家が福祉を供給・保障する社会福祉が、福祉
供給の主要なルートを構成するようになった一方で、発展途上国では、合理的かつ細部まで
行き届いた制度を、丁寧に設計する時間も資源の余裕がなく結果として形骸化するか、本来
の意図から離れた制度運用となることも多いという関心の下、いくつかの事例を基に、政策
伝播の２つのパターンを示し、優位性と持続可能性を検討した。今後は、これまでの 20 世
紀型の工業社会を前提とする福祉制度では対応できない状況が生まれていることを踏まえ、
政策転用・応用の限界と可能性を考察する予定である。
4.

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

究テーマについての概要をまとめた。
これまで述べてきたように、本年度は、各研究員が個別にその専門分野で研究を深化させ
たことに加え、テーマグループで問題意識を共有し、複数の研究員が参画する「プロジェク
ト」を提案できた（研究助成に申請することができた）ことは、大きな前進であると考える。
複数の研究員が参画する学際的かつ実践的研究を通じ、これまでにはなかった新たな国
際貢献の枠組みを提示できると考えている。
来年度は、これまで以上に、グループ内での勉強会の開催や複数の研究員による合同現地
調査の実施、他のグループとのジョイントワークショップの開催など行っていきたい。
また、これまで同様、研究成果の積極的な発表にも取り組んでいく予定である。今後の
研究展開に期待されたい。
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２．研究報告

平成 28 年度国際共生社会研究センター 研究概要

低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究
国際共生社会研究センター
大学院国際地域学研究科

研究員

（国際地域学部）

教授

荒巻

俊也

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

1. 序論

水供給に対する支払い可能額を考慮しながら、地

開発途上地域においては、水供給や衛生施設の

域住民にとって最も適切なシステムを選択しな

整備、廃棄物管理の高度化などにより生活環境の

ければならない。

改善が求められているが、省エネや省資源、温室

そのためには、都市化が急速に進む地域におい

効果ガスの排出削減など今日的な地球規模での

て、現在どのような用途にどれくらい水を利用し

環境問題への対応も同時に考えていく必要があ

ているかといった水使用量や水使用の実態を把

る。このような中で、水供給や排水・廃棄物処理

握するとともに、将来どれくらい水需要が増えう

などの環境インフラの形成において、行政側から

るのか、水利用に対する住民の意識などを理解し

のトップダウン的なアプローチだけでなく、地域

ておく必要がある。そこで、ベトナムのハノイ都

住民の意識や選好などを考慮したボトムアップ

市圏を対象として、都市化が急速に進行しつつあ

的なアプローチのもとに問題を検討していくこ

る集落（コミュニティ）において水利用の実態調

とも求められている。

査を行い、その結果をもとに今後の水供給インフ

そこで、途上国における低炭素社会・循環型社

ラ整備のあり方を検討してきた。

会、あるいは健全な水循環の構築に向けて、内発
2.2 対象地域

的発展という視座のもと、地域住民の主体的な
（ボトムアップの）取り組みによる可能性や課題

対象としたハノイ市は人口約 650 万人のベトナ

について検討を行うことを目的として研究を進

ムの首都であるが、急速な人口の流入と経済発展

めることとする。

が進んでいる。これまで地下水を水供給の水源と
していたが、地盤沈下が深刻な問題となるととも
に、地下水のアンモニア性窒素やヒ素による汚染

2．これまでの検討状況
ここではまず、昨年度までの成果を紹介する。

も問題となっており、表流水への転換が課題とな
っている。近年西部の山岳地帯に河川水を水源と

2.1 検討の背景と目的

する浄水場を建設して市の一部地域に供給して

水道などの水供給インフラを対象に、都市化が

いるが、今後の水需要の増加に対して、新たな表

進む途上国郊外地域を対象とした検討を行って

流水源の開発を計画している。

きた。水供給インフラは、先進国では多くの地域

しかし、ハノイ市近辺にある河川上流では近年

で既に整備が終わり高度化と維持管理が課題と

少雨傾向が続いて渇水が頻発しているとともに、

なっているが、途上国ではまだ不十分な地域も多

国際河川であること、また水力発電用水としての

い。特に人口の集中が進む大都市圏では慢性的な

利用が既に行われていることから、表流水を安定

水不足に悩んでいる地域もあり、迅速かつ適切な

に確保することについてもさまざまな課題があ

水供給システムの整備が都市の発展にむけて主

る。よって、水資源の有効利用と適切な水供給イ

要な課題となっている。特に適切な整備という観

ンフラの整備が市の発展に向けた重要な要素と

点では、地域住民の水量、水質に対する要求と、

なっている。
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した 3 つのコミュニティにおけるインタビュー調

2.3 水利用の実態調査
現地における水利用の実態調査は，2010 年 8 月

査からコミュニティごとの水利用状況の違いに

（100 軒）
、2011 年 3～7 月（50 軒）
、2011 年 8 月

ついて検討した。対象とした 3 つのコミュニティ

（109 軒）
，2012 年 3 月（106 軒）
，8 月（99 軒），

は、都市化がある程度進展している地域（BB 地

2013 年 8 月（92 軒）の 6 回にわけて行った。

区）、最近急速な都市化が進んでいる地域（TT 地

第 1 回は現地の水利用状況の確認と小型流量計

区）
、今後都市化が進むと予想される地域（VQ 地

の設置協力を依頼するための予備調査であり、そ

区）から選んだ。これらのコミュニティでは、多

の際に協力意向が得られた家庭について、第 2 回

くの家庭で水道水以外に地下水や雨水、ボトル水

の調査でシャワーや洗濯機、台所などの各蛇口に

など複数の水源を利用していた．特に VQ 地区で

小型流量計を設置し、同年 7 月に取り外すまでの

は水道がない地域や水道が敷設されているもの

5 ヶ月間蛇口ごとの水使用量を計測した。各蛇口

の機能していない地域もあり，地下水や雨水が多

の用途は、炊事、シャワー、洗濯など固定されて

く利用されていた．それに伴い水利用機器の普及

いることが多いため、この流量計により調査期間

状況や皿洗いなどの水利用の方法についてもコ

中の用途ごとの水利用量の測定が可能となる。

ミュニティによる違いが見られた．

第 3 回以降の調査では、実地調査およびインタ
2.5 調査のまとめ

ビュー調査を実施した。実地調査では，洗濯機や
トイレ，シャワーなど家庭内の水利用機器の確認

これまでの調査の成果をもとに、2013 年 8 月に

を行った．インタビュー調査では，第 3 回までア

TT 地区で、2014 年 7 月に VQ 地区でコミュニテ

ンケート用紙を印刷して実施していたが、第 4 回

ィ内のさまざまな組織の代表者を集め、各コミュ

からは iPad にアンケート票を実装して実施した。

ニティにおいて今後どのような形で水供給シス

質問内容は，家族構成や収入など家庭の基本情報，

テムを整備していくべきかについて議論をする

水源，さまざまな用途への水の利用状況，水道料

ミーティングを開催した。
TT 地区においてはこれまでコミュニティ水道

金，水利用に関する意識，などである．
対象コミュニティは、第 2 回は郊外部を中心に

を利用していたが、最近ハノイ市水道局から受水

6 カ所、第 3 回は第 2 回の対象地区に都心部を追

するようになった家庭が多い状況であるが、水圧

加した 10 カ所、第 4 回以降は 3 カ所のコミュニ

や水質に対する不満が多く聞かれ、市の水道事業

ティに絞って実施している。第 3 回調査以降の対

に対する不信感が見受けられた。市域全体を管理

象家庭 406 軒の収入を確認すると、約 4 割の家庭

する水道事業では、急激に発展しつつある郊外部

が 5-10（百万ベトナムドン）であり，これはハノ

のコミュニティのニーズに対して十分に対応で

イ市全体における平均月収とほぼ同程度の値で

きていない状況があった。
VQ 地区については市の水道事業としての水供

あった．

給システムの普及は目途がたっておらず、しばら
2.4 調査結果

くは雨水や地下水などの個別水源を利用しなけ

小型流量計で計測された水使用量の合計値は

ればならない状況である。一方で、これらの個別

一人一日約 70L と先進国等の平均と比べると小さ

水源の貯水槽を対象とした簡易水質調査を実施

くなった。今回の調査では流量計が取り付けられ

したが、衛生的に懸念がある水源が多く存在し、

ない蛇口もあり、実際の家庭内での水使用量はこ

住民による個別水源の適正な管理が必要である

の値より大きいことが十分に考えられる。構成比

ことがわかった。

としてはトイレ、洗濯、台所の順となり、我々の

なおここで紹介した内容は、お茶の水女子大

グループがタイのチェンマイやコンケンで調査

学・大瀧雅寛教授、東京大学・窪田亜矢教授、一

した結果と比べると、シャワーへの利用が少ない

橋大学・大瀧友里奈准教授、ハノイ土木工学大学・

ことが分かった。

Tran Tien Viet Nga 講師らの研究グループと共同で

また、第 4 回以降の調査で集中的に調査を実施

実施しているものである 1),2),3),4)。
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3. 今年度の活動

ある。ほとんどの家庭で水道を主としつつも地下

本節では現在実施中の調査内容について紹介

水も掃除や庭の水やりを中心に利用している。水

する。なお、3.2、3.3 については東洋大学大学院

道水質については懸念を抱いている世帯はなく、

国 際地域学 研究科 の博士 前期課程 学生で ある

地下水よりもよいと認識していた。ただ、Som Da

Apollos Shakumu, Wedu Moroka および周可と

浄水場からの配水系統にたまにトラブルがあり、

の共同研究である。

その際には水道供給が止まり、特に麵生産を行っ
ている家庭を中心に大きな影響があるとのこと

3.1

ハノイ市郊外における水供給システムの現

であった。
排水については Septic tank はあるものの雑排

状と住民選好に関する研究
これまでの水供給システムに関する調査から

水は麺生産に伴う排水も含めて排水網へ直接垂

わかったことは、都市化が急速に進行しているコ

れ流しにしており、受水域である水路において水

ミュニティでは、水をコミュニティ単位で管理す

質悪化を引き起こしていた。

るというライフスタイルが流行遅れと受け止め

水道水については、窒素、大腸菌群について問

られ、画一的な水道施設の整備が進んだが、実際

題は発見されなかった。ただし、水道普及以前よ

には施工不良、供給水量や水質の問題など、多く

り雨水および地下水を貯水槽に溜めて利用して

の課題を抱えているという状況であった。

いたようであるが、水道水もその貯水槽を経由し

これをふまえ、コミュニティに適した水利用シ

て利用しているため、貯水槽での汚染は懸念され

ステムの計画立案や適切な運営を行っていくた

る状態であった。地下水については 40m 程度の

めには、住民のオーナーシップを高め、コミュニ

帯水層から取水しており、窒素成分はほとんどア

ティとして主体的に運営するための具体的な手

ンモニアの状態で存在しており、還元的な雰囲気

法を開発する必要があるという考えに至った。

となっている様子であった。よって、他の金属等

そこで、ハノイ市郊外における複数の都市化進

も確認が必要な状況である。一部硝酸態窒素が高

行集落において、水利用の現状と住民の意識につ

く検出されている家庭があったが、貯水槽での汚

いて現地調査を実施した。対象としたのはハノイ

染が懸念される。なおこの家庭の地下水からは大

中心部から西へ 10km くらいにある P 村と 30km

腸菌群も検出された。

くらいにある S 村である。P 村は Bun と呼ばれ

S 村は、水道は普及しておらず、訪問した 8 家

る麺の生産者が集まることでも有名なコミュニ

庭ではすべて地下水と雨水を利用している。地下

ティで近隣でも住宅開発が進んでいるエリアに

水は伝統的な処理(砂ろ過)をしている家庭もある

ある。8 軒の世帯のヒアリングによると、収入レ

が、必ずしもすべての家庭で調理用水を浄水処理

ベルは月 15-20 百万ドン（約 10 万円くらい）と

していなかった。トイレ排水は Septic tank を利

比較的高いコミュニティである。S 村は伝統的な

用しているが雑排水は垂れ流しの状況である。

農業集落でまだハノイ市の拡大の影響を受けて

雨水の水質は基本的に問題はなく、大腸菌群が

いないが、新しくできたハイウェイが近くを通っ

検出されたサンプルもあったが、屋根あるいはタ

ており、ハノイへのアクセスが改善され、ハノイ

ンクにおける汚染かと考えられた。地下水につい

市への通勤者も出始めるなど今後の都市化が見

ては 40m 位の深層と 10m 前後の浅層の利用がさ

込まれるエリアにある。8 世帯程度へのヒアリン

れており、深層では硝酸は検出されず、還元的な

グによると収入レベルは月 2-5 百万ドン（2-3 万

雰囲気であり、窒素汚染は顕著ではなかった。浅

円）である。

層では硝酸態窒素が高くなり、一部は大腸菌群も

両村で 8 世帯に対するインタビューおよび簡易

一緒に検出されており、人為的汚染の影響を受け

水質調査を実施した。

ていると考えられた。

P 村ではハノイ市西郊にある SomDa 浄水場の

今後は、まだ水道の普及が始まっていない S 村

建設により 2006 年より水道供給が始まっており、

においてさらに対象を拡げるとともに、水利用者

それ以前は、地下水の利用が中心であった地域で

の意識を問う調査を実施する。
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3.2

廃棄物管理における関係者の意識と行動に

3.3

途上国における学校での環境教育に関する

研究

関する研究
循 環 型 社 会 を 形 成 し て い く う え で は 、 3R

3.1、3.2 では住民や関係者の意識や行動に調査

（Reduce、Reuse、Recycle）を基本とした廃棄物

をあてた研究を実施するが、このような意識や行

管理システムの構築が必要である。3R を進めて

動に影響を与えるものの一つとして教育がある。

いくうえで行政や事業者の対応が重要であるが、

途上国における教育は主要な開発課題の一つで

それと同様に排出者である市民の協力が欠かせ

あるが、ここでは環境教育に焦点をあてた研究を

ない。先進国ではすでに 3R に関するさまざまな

行う。

制度が導入されており、市民の意識や行動につい

本年度は、小学校や中学校において、環境配慮

てさまざまな研究が行われている。一方途上国で

施設を整備するとともに、それを教育用の素材と

は、これらの制度の導入はこれからとなっている

して授業内で用いることにより環境配慮や環境

地域が多い。

に対する意識を効率的に育むことができるもの
と考えられる。日本ではエコスクール事業として、

そこで、本研究では廃棄物の管理に関わる関係
者の意識や行動を分析し、循環型社会に向けた効

小中学校の新設や改修の際に環境配慮施設の導

率的なアプローチを検討する。特に、自然資源を

入を支援する制度が存在する。一方で同様の取り

生かした観光地と急速な経済発展が進む都市部

組みは東南アジア諸国でもあり、表彰なども行わ

の事例を対象とする。

れている。ここでは日本国内のエコスクール実施
例において学校関係者へのインタビューを通し

前者の事例として、ボツワナのサファリ観光地
を対象として文献調査を行った。途上国において

て、環境配慮施設の授業への活用状況や教育効果、

は自然資源を利用した観光業は経済発展のため

課題等について考察した、

の重要な産業の一つであるが、観光振興による入

また、フィリピン島での事例について文献調査

り込み客の増加や自然地でのアクティビティの

を行うとともに、日本政府がエコスクール改修の

増加に伴う環境負荷の増加により、貴重な観光資

支援をおこなった事例があるナミビアを対象に

源の劣化を招くとともに生活環境や生態系の破

このような事業の導入可能性を検討することを

壊につながることも懸念される。観光地において

予定している。

3R を実施していくには、観光客の意識の向上も
必要であるが、観光業に実際に携わる地域住民の
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Ride-hailing application service and its perceptions by users in Ho Chi Minh City
Lyft が知られているが、既存のタクシーやパラ

1. 序論

トランジットの予約ツールとして導入される
途上国におけるパラトランジットを代表とす

ケースもある。利用者は各社が提供するアプリ

る小サイズの車両による都市内の旅客輸送サー

を通して予約を行い、ドライバーは配車アプリ

ビスは、もともとその多くは、現状の法令や各種

の提供を受けて営業する。多くは既存のタクシ

制度に位置づけのない自然発生的なサービスと

ー等より割安な料金が設定され、予約時にドラ

して供給されてきた。各都市では、その定着とと

イバーが特定され料金も確定することから、各

もに「届出」などの緩やかな形により、いわば後

種トラブルが少ないとされている。なお日本に

付けで制度的に位置づけられてきたものの、多く

おけるこの種のサービスは、配車アプリとして

の場合、基本的には「インフォーマル性」が強い

UBER がハイヤーや過疎地での有償運送とし

形で存在してきた。さらに、一見すると「フォー

て進出しているが、一般ドライバーによるライ

マル」な公共交通機関といえる路線バスであって

ドシェアは、現状ではいわゆる「白タク」行為

も、「歩合制」の運転手や乗務員による運行が少

とされ厳しく禁止されている。

なくなく、事業者の従業員へのガバナンスの面か

ベトナムやインドネシア、タイなどの東南ア

らみると極めてインフォーマル性が高いケース

ジア諸国では、もともと自然発生的なインフォ

も少なくない。このような途上国のインフォーマ

ーマル交通で現状でも必ずしも法的な位置づ

ル性の高い都市公共交通は、豊富な労働力と旺盛

けのないバイクタクシーに、配車アプリによる

な需要を背景として供給量としては一定の水準

サービスが開始され、インフォーマルであった

にある場合でも、そのサービスの質は高くはなく

従来のバイクタクシーからの転換が進みつつ

また不確実である。

ある。このように、途上国のパラトランジット

このような旧態依然とした都市公共交通機関

が、もともとのインフォーマル性が極めて強い

が存在する途上国の都市のいくつかでも、この数

サービスから、グローバル企業の最新の情報技

年の間で「配車アプリ」によるタクシーやパラト

術によるサービスに「一足飛び(Leapfrog)」で

ランジットサービスが開始され、急速に普及しつ

変化する状況がまさに進行しつつある。

つある。
「配車アプリ」とは、乗客とドライバー

本研究では、発展途上国における配車アプリ

との仲介サービスであり、一般ドライバーが自

サービスとして、ベトナムのホーチミン市を対

家用車を利用して旅客を有償運送する「ライド

象として、配車アプリ提供企業のビジネスモデ

シェアサービス」として米国発祥の UBER や

ルと配車アプリによる旅客運送への規制の動
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きを整理したうえで、在来のタクシーとバイク

自家用車利用のライドシェアは、ベトナムで

タクシーとの差異に着目して、配車アプリによ

は下記のとおり法的な位置づけがなされてい

るタクシーとバイクタクシーへの利用者意識

る。使用車両は、営業用車両としての登録が必

を明らかにすることを目的とする。

要であり（登録証のフロントガラスへの提示が
必要）、また営業用車両の運転が可能な B2 とよ

2．ホーチミンにおける配車アプリおよびタクシ

ばれる免許（取得は容易）の保有者によって行

ー、バイクタクシーの概要

われる。また、個人としては認められず営業車

ホーチミンでは現在 Grab（シンガポール系）

組合等への加入が必要である。個別の輸送は、

と UBER（米国系）の 2 社が自動車およびバ

個々に顧客と輸送契約を結ぶという形をとっ

イクタクシーの配車サービスを提供している。

ており（貸切営業や時間貸ハイヤーのイメー

Grab と UBER ともに、旅客サービスとして

ジ）、利用者は乗車ごとにドライバーと契約書

バイクタクシーと自動車によるライドシェア

を交わすことが法的には求められる。ただし現

サービス（一般ドライバーによる）の配車サー

状では Grab の場合に限り、スマートフォン上

ビスに加え、Grab の場合は既存のタクシーの

での予約確定をもって法的な契約書とみなす

配車サービスと荷物の配送サービスを提供し

こととなっている（これは、行政が Grab にこ

ている。具体的には、UBER は自家用車による

の扱いを法的に認める一方で、Grab はライド

ライドシェアサービスとして UberX および

シェア事業の収益を透明化し適切な納税を行

Uber Black を 2014 年 7 月から、バイクタクシ

うことを意味している）。使用される自家用車

ーの配車サービスとして Ubermoto を 2016 年

両の多くは、2015 年に自動車輸入関税が引き

7 月から行っている。一方 Grab は、既存のタ

下げられたこともあり多くが新車である。

クシーの配車サービスとしてドライバー個人

一方のバイクタクシーは、もともと特に法的

との契約という形で Grabtaxi のサービスを

位置づけがない。大型二輪の免許である A2 免

2014 年に開始し、バイクタクシーの配車サー

許を保有していれば、法的には問題はない。ホ

ビスとして Grabike を 2014 年 11 月に、自家

ーチミンの既存のバイクタクシーは、たとえば

用車でのライドシェアサービスとして Grabcar

バンコクのそれに比べると組合等による組織

および Grabcar7（7 人乗り車両）を 2015 年よ

化はあまりされておらず、文字通りの個人営業

り行っている。Grabcar および Grabbike のス

者がほとんどであり、一部の箇所を除いて組合

マートフォンの予約画面を図 1 に示す。

ごとの「縄張り」は顕著ではない。配車アプリ
によるバイクタクシーは、既存のバイクタクシ
ーが多く客待ちをする市場やバスターミナル
周辺では客を乗せない、「流し」の営業はしな
い、という互いの了解の中でおおむね共存して
いる。Grab も UBER も、ドライバーは揃いの
ヘルメットとユニフォームを着用（図 2）して
おり、これとは別に利用者用のヘルメットも用
意している。既存のバイクタクシーの多くが、
市場やバスターミナル、交差点などでの客待ち
がほとんどで、いわゆる「流し」や電話による

図1

予約は存在しない（なお既存のタクシーは、

Grab の予約画面
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VINASUN、MAILINH などの大手事業者の寡

に過去の犯罪歴証明書（行政が発行）の提出が

占であり、運転手は制服を着用し、電話やスマ

義務付けられている。採用時には採用オフィス

ートフォンによる予約もすでに一般化してい

にて接客と安全に関する研修が行われる（図 3）。

る。）。一方で配車アプリによるバイクタクシー
は、スマートフォンによりどの場所にも配車可
能であるため、利用者にとっても既存のバイク
タクシーに比べて使い勝手がよく、またドライ
バーにとっても効率的に集客できるメリット
は大きい。

図 3 ドライバーへの研修（ガラス戸の奥）
加えてバイクタクシーでは保険とヘルメッ
トの支給を行い、既存のバイクタクシーとの差
別化を図っている。さらに服装コードも示され
ており、バイクタクシーの場合はユニフォーム
着用、短パンサンダル
禁止（図 4）とされて
おり、ライドシェアの
図2

場 合 は 襟 の あ る シャ

Grabbike のドライバー

ツを着用し、シャツは

運賃は、たとえば Grabcar の場合は 2km ま

ズボンの下に入れ、サ

での基本料金（24000VND：2016 年 10 月現在、
以下同様）と、1km ごとの追加料金（11700VND）
が設定されている。既存のタクシーに比べて、
短距離（2km 以内）の場合はやや割高であるが、

ンダルは禁止、として
いる。また、多くの配
車 ア プ リ と 同 様 に利
用 者 に よ る レ ー ティ

それ以上となると Grab のほうが約 3 割安い設

ング評価が行われる。

定となっている。一方の Grabbike は、2km ま

図 4 バイクタクシーの服装コードの掲示

で が 12000VND 、 そ れ 以 降 1km ご と に

また、Grab と UBER の自動車ドライバー（5

3800VND となっており、これは既存のバイク

名）へのインタビューでは、多くが新たに自家

タクシー(交渉制)より割安とされる。

用車を自分で購入して本業としてドライバー
をしており、いわゆる副業としての「シェアリ

3．事業者とドライバーへのインタビュー調査

Grab と UBER の担当者へのヒアリングを行

ングエコノミー」とは異なる状況が見られた。

った。ここでは、より詳細の情報が得られた

手取り収入はタクシードライバーと同程度で

Grab について示す。ドライバーの品質確保に

あった。仕事にはおおむね満足であるものの、

力を入れており、専用の採用オフィスをスーパ

今後の競争激化（中国資本の滴滴の新規参入な

ーマーケットと同じビル内に設置し、志望者を

ど）による運賃下落及び手取り減少への懸念が
あった。Grab と UBER ともにドライバーの勧

直接面談している。運転手には、履歴書ととも

51

誘に力を入れ、稼ぎのよいドライバーへのボー

の「快適性」が有意でないのは、バイク乗車中

ナス支給も行っており、市場浸透に向けてドラ

の乗り心地には大きな違いがないこと、がそれ

イバーおよび稼働車の数の確保を重要課題と

ぞれ理由と考えられる。
図 6 に、異なる利用場面での既存タクシーと

していることがわかる。

Grab car, UberX/Black との使い分け意向を示す。
「長距離」
「プライベート目的」で移動する際

4．利用者へのアンケート

ホーチミン市の行政職員 62 名を対象に、自

Grab car, UberX/Black の利用意向が高く、
「短距

己記入式のアンケート調査を行った(2016 年 10

離」「ビジネス目的」で移動する際に既存タクシ

月)。アンケートでは、個人属性のほか、既存タ

ーの利用意向が高いことが明らかとなった。長距

クシー・バイクタクシーおよび配車アプリによ

離利用での Grab car,UberX/Black の利用意向が

る輸送サービスに対する各種イメージ（快適性、 高いのは運賃の安さによるものと考えられ、また
信頼性など９項目）
、満足度、各利用場面（私

ビジネス目的での既存タクシーの利用意向が高

用目的、業務目的・・・）での既存タクシー・

いのは、信頼性の高さによるものと考えられる。

バイクタクシーおよび配車アプリによる輸送
サービスの利用意向について、それぞれ 5 段階

長距離を移動するとき

で回答してもらった。

短距離を移動するとき

図 5 に既存のタクシーと Grab/UBER による

ビジネスで利用するとき

配車サービス（左）
、および既存のバイクタク

プライベートで利用するとき

シーと Grab/UBER による配車サービス（右）
での各種イメージ（5 段階評価）を示す。なお

図 6．既存タクシーと Grab car, UberX/Black

「信頼性」とは、ここでは「乗りたいときにつ

の利用場面に状況に応じた使い分け意向

かまえやすい」ことを指している。自動車（4
輪）・バイクともに、一部の項目を除いて、配
車アプリによるサービスのほうが統計的に有

5．結語

意に評価が高い。
「つかまえやすさ」としての

2017 年度は上記アンケートのサンプル数を増や

信頼性が有意でないのは既存のタクシー・バイ

しより信頼性の高い分析を実施する予定である。

クタクシーの台数が多いこと、バイクタクシー

図 5.各手段に対するイメージ（5 段階評価） *5％有意 **1％有意
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The village common fund in Myanmar

はじめに

そうしたフィリピンなどの社会に比べると、日
本の農村社会は一般に地縁・血縁で結ばれた共同

本研究は地域社会の特性を生かした住民の組

体であり、相対的に凝集力が強いとされる。たと

織化とはどのようなものなのか、それを実際に開

えば鈴木栄太郎（1968）はいわゆる部落を「自然

発実践につなげていくにはどうすべきかを明ら

村」と呼び、自然村には住民の生活の隅々に徹底

かにすることを目的としている。

する行動原理（精神）があるとした。江戸時代の

住民組織化には様々な形がありうるが、地域社

幕藩体制の下、こうした村・部落が年貢の村請け

会の関連から見た場合、重冨（2012 p.12）は以

や諸役の単位として連帯責任を負うようになっ

下の３つの類型化を行っている。「地域社会共有

たことが、自然村としての性格を強めていくこと

資源管理（地域に存在する資源をコミュニティの

につながった。その結果、日本の村は、生産、消

構成員全員がかかわって管理）
」
「私的主体資源管

費・生活の共同体として機能するようになった

理（地域に存在する資源をコミュニティ構成員全

（髙橋 2012）
。

員で管理するのではなく、ある私的主体―内部・

髙橋（2012）は日本とミャンマーの農村社会の

外部の主体両方が考えられるーに委託して管理」

性格を比較分析し、ミャンマーの農村社会は日本

「資源プール型資源管理（私有資源をその所有主

農村のような凝集力は有さないとする。ミャンマ

体が持ち寄って共同管理）」の３つである。いず

ーの村の場合、日本で見られるような、村が資源

れのタイプが選択されるかは、その組織化の目的

管理の主体となる「地域社会共有資源管理」は行

及び地域社会の特徴によって規定される。したが

われない。むしろ村内の誰かに委託して管理する

って、特定の目的（たとえば地域開発など）のた

「私的主体資源管理」が一般的であるとしている。

めに新たに組織化を働きかける際には、当該目的

そうした事実から、ミャンマーの村は生産の共同

と地域社会の特徴との親和性を事前に十分吟味

体とはなりえず、あくまで「生活の共同体」であ

することが肝要となる。

ると結論づけている(髙橋 2012,176)。

たとえば、フィリピン農村では村を単位とした

これに対し、Okamoto（2014）は、ミャンマー

森林資源管理が失敗に終わった（Hayama 2014）。

の農村において、確かに髙橋のいう「私的社主体

フィリピンでの住民参加型森林管理を推進しよ

資源管理」型の組織化のほうが頻度が高いものの、

うとしていた日本やその他の援助機関はフィリ

地域によっては「地域社会共有資源管理」や「資

ピン農村社会がそうした「地域社会共有資源管

源プール型資源管理」が見られることを報告して

理」を得意とするということを前提にプログラム

いる。

設計していた。しかし、現実はそうではなかった。

たとえば、資源プール型資源管理の端的な例と

のである。

して、政府・行政などの指示に基づくのではなく、
53

村が自発的に運用する共有基金や電気や道の整

はあくまで村民である。ただし、少ない額を多く

備など小規模インフラの整備が挙げられる。これ

の村民に広く貸し出す場合、または少数の村民に

らは「生活の共同体」的の範疇を必ずしも超えな

比較的多くの額を貸し出す場合がある。後者の場

い活動ではあるが、一方で生産活動に間接的に寄

合は、対象となる村民は農業や商売などで多くの

与する部分も多い。また村の開発全般を念頭にお

資金を必要とする者であることが多い。いずれに

いた共有基金を有する村も事例は少ないながら

せよ、同一村内に居住する村民ならば信用力に関

も存在する。その意味で、生産の共同体的活動に

する情報は得やすく、また期日通りの返済を求め

範疇に入る形のものが顕在化してきているとも

ることも容易である。すなわち、共有基金の運営

考えられる。

にかかわる取引コストが小さくて済むのである。

本稿では、現在ミャンマーで観察される村の共

以下、具体的な共有基金の事例を紹介していく。

有基金の事例を詳細に検討し、こうした共有基金

（１） 教育基金

がなぜ広く展開しているのか、その背景に関する

ミャンマー政府の教育に対する支出は長い間

仮説を提示する。

低水準で推移している。特に問題とされているの
が教師の給与（公立学校の教師は国家公務員であ

ミャンマーの村落共有基金の事例

りおしなべてその給与水準は低い）が低いという
点である。交通の便の悪い農村地域では、ただで

筆者は 2010 年～2014 年にかけてミャンマーの

さえその不利な地理的条件のために赴任を敬遠

ドライゾーン、山間部、デルタ地域の 58 ヶ村に

する教師が多いため、教員を支援することで長く

おいて共有基金の有無を調査してきた。表１はそ

勤めてもらえるよう様々な取り組みをする村が

の地域分布と村落数、そこで観察された共有基金

多い。

の件数を示したものである。

シャン州ニャウンシュエ郡のある村もそうい
った村の一つである。同村では共有基金を小・中

表１ 村落の共有基金
ドライゾーン
タイプ
村落数
宗教
教育
医療
開発
その他

マグエ＆
ニャウン
ウー
17
件数
10
10
10
3
4

山間部

チャン
ウー

ピンルー
ウィン

6
件数
2
2

6
件数
1
1
1
1
3

カロー＆
ニャウン
シュエ
10
件数
2
4
2
3

学校の教師の給与の補填に用いていた。この基金

デルタ
チャイトン

エーヤー
ワディ

7
件数
2
3
-

12
件数
2
3
4
2
-

のアイデアはかつてその学校に勤務していた元
教師が発案したものであった。2000 年に UNDP が
生徒の通学のためのボート購入資金として提供
した（同地域の村は水上にあるため、生活の足と
してボートが不可欠である）資金と他の NGO から

注 1: 件数は延べ数. １つの村落が複数の共有資金を運営していることがある。
注 2: "その他"には青年会基金、井戸基金、敬老基金などがある。
注3: -は共有基金なしを示す。
注4: エーヤーワディには、ラブッタ、ボーガレー、ピャポン郡の村が含まれる。
出所: 筆者調査

提供を受けた資金が原資として用いられた。貸し
出しは生徒の保護者に対して行われた。一人あた
り 5 万～10 万チャットを月利５％という条件での

村が共有基金をもつ目的は大きく分けると、宗

貸し出しである。2010 年には基金は 220 万チャッ

教行事の実施、教育の充実、健康・医療へのアク

トに達し、当初の目的であった教員の給与補填だ

セス改善、村の開発である。村によって基金の運

けでなく、生徒に対する学用品の無償配布ができ

用や管理方法は様々であるが、大まかには以下の

るようになった。

ような形で運用されている。基金の原資は村内、

一方、マンダレー地域ピンゥールィンの村で

村外からの寄付である。その両方をあわせて原資

2009 年から始まった教育基金の場合、村内で土地

とする場合もある。この資金を村民に利子付き

取引が行われるたびに一定の金額を村に寄付す

（担保なし）で貸し出す。利子率は月利 3-5%程度

ることとしそれを原資とした。とはいえ、これは

であり、いわゆるインフォーマル融資の利率とし

村民の義務ではなくあくまで寄付であることか

ては低めである（ミャンマー農村部では担保なし

ら、各自が拠出する額は当該世帯（土地の売り手

の場合月利 7-10%程度が一般的である）
。融資対象

と買い手）の裁量に任された。こうして集められ
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た資金は、村民 10 名に月利 3％で貸し出され、返

（４） 宗教基金

済は 3 ヶ月以内と定められた。この基金は生徒に

表１にあるように、宗教に関する共有基金を

対する学用品の支給や現金での給付に用いられ

もつ村は相対的に多い。年間様々な仏教行事が行

た。基金が少なくなった場合には村民に改めて寄

われるなかでその都度村民に寄付を募るよりも

付を呼びかけ一定額を保つよう運用されていた。

基金を運用するほうが選ばれたケースである。
たとえば、10 月にカテインという村をあげての

（２） 医療基金

寄進会がある。この寄進会では僧侶に対し僧衣を

ミャンマーでは多くの途上国と同様、健康保険

始めとした様々な必需品が寄進される。シャン州

などの制度はまだ不備である一方、医療にかかる

ニャウンシュエ郡の村では、この寄進会の費用を

コストは高い。入院を要するような病気となると

まかなうために 2007 年に村民からの寄付を募っ

それこそ農地、金、家畜などの資産を売却せねば

た。寄進会終了後、残額が出たためそれを月利

ならないことも多い（Okamoto 2011）。資産の売

５％で村民に貸し出すことにした。それが共有基

却ではなく、インフォーマルな借入れも利子負担

金を始めるきっかけとなった。2011 年には、一世

が大きくなる。そのため想定外の病気や怪我のよ

帯当たり 3 万チャットを貸し出し、原則として全

うな緊急事態に対する低利子・無利子の融資ニー

世帯が借り入れることとした。仮にある世帯が借

ズは非常に大きい。

入を行いたくない場合には、その世帯が属する 10

エーヤーワディ地域ピャポンの村では、医療基

人組のリーダー（10 人組頭）1がその世帯に代わ

金の運用が 2010 年から始められた。村民の寄付

って借り入れることになっていた。言い換えれば

と WHO から供与された資金を原資としていた。村

この 10 人組が最大 30 万チャットの借入の責任

内の世帯を 3 世帯ずつ 73 のグループに分け、各

（換言すれば基金を増やす役割）を担うことにな

グループに 3 万チャットを月利５％で融資すると

る。このケースでは村がかなりの強制力をもって

いう形態をとった。返済期限は 6 ヶ月である。村

共有基金の増額をはかり運用していたことがわ

民が病気なると、症状に応じてこの基金から 5 千

かる。

～3 万チャットを無利子で借りることができる。
（５）開発一般基金

ただし、これはあくまで緊急融資なので 1 ヶ月以

これまでみてきたように、使途を絞った共有基

内の返済が求められていた。

金が多いなかで、様々な使途に使われている基金
も少ないながらも存在する。

（３） 敬老基金
高齢者向けの公的なセーフティネットもミャ

シャン州チャイントンの村では村ができると

ンマーにはまだない。そういった中で、マグエ地

同時に開発一般のための基金を始めた。原資はす

域ニャンウーでは村民の寄付を原資とする高齢

べて村民の寄付で、
総額 10 万チャットであった。

者支援の基金が始められた。この基金は村民に月

2014 年にはそれが 100 万チャットにまで増えた。

利３％で貸し出され、毎年行われる敬老の会（調

これまで見てきた事例と異なるのは、この基金の

査時には 54 名の高齢者がいた）で行われるくじ

場合は村民に対する利子付きでの貸し出しはし

引きの当選者に月額 4 万チャットが供与されると

ていないという点である。この基金は、仏教関係

いうものである。たとえば、ある年には 11 名の

行事、冠婚葬祭、さらには村内の小規模なインフ

高齢者が支援対象となった。ただし、高齢者なら

ラ開発（道路、学校設備など）にも用いられる。

ば誰でも対象になるわけではない。村が経済水準

仮に村民が教育や医療関係で緊急に金が必要と

に応じて村内の世帯を６つのグループに分類し

なった場合には、この基金から 5 万～10 万チャッ

ており、そのなかで経済水準の低い３つのグルー

トを無利子で貸し出すことも行われている。

プに属する高齢者のみが対象となった。
110

人組に関する 詳細は Okamoto（2014）を参
照。
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別の事例としてマグエ郡の村の事例がある。同

が見てとれるが（それは村の組織化経験の差に起

村は 1996 年に政府主導の共有林プログラムの対

因すると考えられる）、どの地域の村落でも存在

象村となった。プログラムの一環として植林用と

している。

して化学肥料 100 袋が森林局から供与された。そ

第２には、半世紀近くにわたる社会主義政権・

の際に、村側は天候条件も悪くないことから化学

軍事政権下が公共サービスを十分提供してこな

肥料なしでも植林は上手くいくだろうと判断し、

かったことが、農村住民にこのような村落ベース

化学肥料を売却、その代金として 10 万チャット

の共有基金をもつことを促したということであ

を得た（1990 年代半ばの 10 万チャットは当時の

る。

物価水準からすると大きな額である）
。この 10 万

第３には、こうした共有基金が目的に照らして

チャットを原資として共有基金が始められ、月利

十分な額まで大きくなるためには村民に借入ニ

５％で村民に貸し出された。その後基金は順調に

ーズがあるということが前提になる。ミャンマー

増えていき総額が 240 万チャットに達したところ

農村部住民の借入ニーズが大きく、それを満たす

で、開発目的、たとえば機械式井戸施設の修繕、

だけの（公的）金融市場の発達がないがために、

小学校の屋根の張り替えなどのために使用する

この共有基金からの借入れが住民にとって魅力

ことに決めた。この基金を何に用いるかは、当初

的であるということである。

は村長、10 人組頭また村の長老が相談して決めて
いた。しかし、次第にその額が大きくなるにつれ、
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平成 28 年度国際共生社会研究センター 研究概要

防災・災害復興分野における国際貢献手法に係る研究（その２）
－大規模災害からの復興支援、特に被災者支援に着目して－
国際共生社会研究センター
大学院国際地域学研究科

研究員

（国際地域学部）

教授

松丸

亮

Research on International Contribution on Disaster Risk Management and Reconstruction (2)
-Focusing on the assistance to the disaster victims １. はじめに

年生（H28 年 3 月卒業）2 名と共同で行ったもの

昨年度（平成 28 年度）研究報告書では、昨年

であり、本研究報告に示す成果は、2 名の学生の

度より開始された、東洋大学国際共生社会研究セ

卒業研究を通じて得た成果を基にした。

ンター（以下、共生センター）のプロジェクト、

2.2 被災者の居住地の変遷と支援・居住環境

「アジア・アフリカにおける地域に根ざしたグロ

台風ヨランダは、2013 年 11 月 8 日朝、フィリ

ーバル化時代の国際貢献手法の開発」において筆

ピンレイテ島に上陸し、レイテ島最大の都市タク

者が実施しようとしている、防災・復興分野での

ロバンを中心に高潮と強風で甚大な被害を与え

国際貢献手法の開発に関する研究について、その

た（死者・行方不明者 7,361 人、被災建物 114 万

背景や意義、目的などを整理し、筆者のこれまで

棟）。この台風による被災者は、被災直後は、公

の関連研究を踏まえた形で、研究方向性として、

共施設（体育館、学校）などで過ごし、その後、

（１）政府レベルの防災能力強化、（２）コミュ

特に海岸部で被災した人たちを中心に、仮設住宅

ニティ防災活動の定着化、（３）より良い復興に

あるいは仮設テントを経て恒久住宅へと居住地

むけた被災地支援、（４）観光地と防災－持続可

を移している（写真１、２、３）
。

能なビジネス、という４項目を示した（松丸、
2016）
。
本年度は、このうちの「より良い復興にむけた
被災地支援」にかかる研究の進捗状況について、
写真１

その概要を述べる。

仮設住宅

（Abucay、筆者撮影）

２. フィリピン台風ヨランダからの復興と被災
者支援に関する研究
2.1 研究の概要
本研究は、2013 年 11 月にフィリピンのレイテ

写真２

島を中心に甚大な被害を引き起こした台風 20 号

仮設テント

（BGY85 付近、筆者撮影）

（国際名：Haiyan、フィリピン名：Yolanda（よ
らんだ））により被災した住民の生活状況を分析
することで、より良い被災地支援とは何かを明ら
かにする研究である。
本研究のうち、被災した住民の生活状況の分析

写真３

については、筆者の研究室に所属していた学部 4

恒久住宅

（GMA、筆者撮影）
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(1)被災者に対する緊急支援

言えよう。

これまでの調査から、被災直後は、被災者に対

各居住地の体調の変化
体調の変化について、比較的生活環境が似てい

して物資や食料配布などの緊急支援が行われて
いたものの、その対象は避難所滞在者に限られ、

ると思われる、避難所と仮設テントで比較してみ

避難所から自宅に戻った被災者には支援物資が

た。避難所の平均滞在期間が 1 ヶ月未満であった

渡らず、ライフラインが普及しないことも相まっ

のに対し、仮設テントの滞在期間は平均で約１年

て、再び自宅を離れるケースが多かったことや、

と長い。しかしながら、体調に変化があったと答

被災者のニーズは、物資支援から生活再建支援へ

えた人の割合はほぼ同様であり、避難所の生活環

変化していくのに対して、提供される支援は変化

境は体調を崩しやすくするものであったことが

が少ないことなどが明らかになり、支援の提供側

推察できる。

の意識を変化させることの必要性が指摘されて

被災者からみる主観的な各居住地の満足度
居住地の全体的な満足度について聞いたとこ

いる（東洋大学、2015）
。

ろ、避難所→仮設住宅・仮設テント→恒久住宅と

(2)居住環境に係る支援課題
前述のように、被災者の居住地は、避難所、仮

居住地が変わるにつれて、満足度が上昇する傾向

設住宅・仮設テント、恒久住宅と変化しているが、

であった。特に、仮設テントと仮設住宅の比較で

特に避難所や仮設住宅では生活環境における課

みると、被災者が感じる生活環境に対する満足度

題が多い。被災というダメージを受けている被災

は、両者であまり変わらない。また、仮設住宅と

者にとって、被災後の生活を少しでも良くするこ

仮設テントの満足度が変わらないだけでなく、被

とは、復旧・復興過程において特に重要な事項で

災以前に住んでいた住居の満足度とも大きな違

ある。

いのない結果となっている。詳細な分析が必要で

タクロバン市周辺における 2 回の現地調査（①

はあるものの、調査から得られた居住環境に対す

2014 年 10 月 18 日～20 日：プレテスト、仮設住

る満足度をもとに判断すると、避難所での生活期

宅（Motocross、NHA、Abucay）における質問紙調

間を短くし、被災者の生活環境のより早い改善を

査、②2015 年 9 月 3 日～6 日：本調査、恒久住宅

促すためにも、仮設テントの活用を考える必要が

地域（GMA、GK）における面談による聞き取り調

有ろう。

査）から、避難所や仮設住宅、仮設テント、恒久

一方、恒久住宅に対する満足度をみると、衛生

住宅での住環境、特に生活、衛生面に関する問題

環境、生活環境にはほとんど問題がないという結

点等として、林（2015）は、以下の事柄を明らか

果になったが、都市部へのアクセスや仕事につい

にしている。

ては、不満な点も多く、改善するべき点が多い。

各居住地の住環境の問題点

(3) 被災者の幸福度の変化とコミュニティ形成

各居住地で多く指摘された問題点は以下の通

支援

りである。

個人や世帯レベルの復興を考えるとき、ここま

 避難所：室内温度、他人の話声、におい、

で見てきた、物的側面（物資、生活）への復興支

プライバシー

援に加え、精神的側面の復興に係る支援も考える

 仮設テント：室内温度、話し声、物音

必要がある。これまでの経験から、精神的側面の

 仮設住宅：室内温度、話し声

うち、トラウマケアなど長期的なものについては

 恒久住宅：室内温度

支援が済んできているが、被災直後の精神的側面

住環境の問題点は、徐々に改善されていること

への復興支援は、物的側面へのそれに比較して限

がわかるが、「室内温度」に対する不満が高い。

られているのが現状である。

データを詳細に見れば、居住地の変化と共に改善

そこで、本研究では、被災後、比較的短期的な

はされているものの、年間通して平均気温が高い

局面における精神面の復興をよりよくする支援

フィリピンでは、解決が難しい課題の一つでると

のありかたを検討するために、「幸福度」を精神
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面の復興を示す一つの指標として活用し、被災直

るような状況に陥った。そのため、特に、海岸部

後から恒久住宅移転直後までの被災者の幸福度

に居住していた被災者は住んでいた土地を追わ

の回復状況とそれに寄与する要因を明らかにす

れ、前述の台風ヨランダ災害による被災者同様、

ることを現地での対面インタビュー（2015 年 9 月

避難所→仮設住宅→恒久住宅と居住地を変えて

3 日(木)～9 月 6 日(日)を通じて試みた。その結

いる。

果、幸福度の回復とその要因について、これまで

本稿では、仮設住宅と恒久住宅における被災者

に以下の関係が明らかになっている。

支援について、筆者らがこれまで行って来た研究

 幸福度は、被災直後に急激に落ち込み、時間

を「Build Back Better」の視点（Ian Davis 他編、

を経るにしたがって、回復している。

2015）からの検討を行い、支援のあり方を考える

 被災前の幸福度と調査時点（恒久住宅入居直

一助としたい。

後）の幸福度を比較した「回復度」について

(1) 仮設住宅支援

は、居住地、年齢層、今の生活をより良いも

家を失った津波被災者に対しては、インドネシ

のにできると考える気持ち、将来への不安の

アを始め多くの国で当面の居住場所として仮設

有無、収入の増減、被災の要因(高潮、暴風)

住宅が提供された。筆者らは、インドネシア、ム

が、影響する（有意または有意傾向である、

ラボー地区において、インドネシア政府が提供し

以下同じ）要因であった。

た仮設住宅と NGO が提供した仮設住宅の居住環境

 被災直後の幸福度と調査時点（恒久住宅入居

を比較した研究を行い、仮設住宅の配置や施設な

直後）の幸福度を比較した「増加ポイント」

どが仮設住宅での居住環境に大きな影響を及ぼ

で見た場合、被災後、前向きに行動を起こす

していることを指摘している（落合ら、2007）
。

気になったか、現在の自分の無力感、努力を

仮設住宅での生活は、被災者が生活再建をはじ

認めてくれる人の存在の有無、避難の有無、

める第一歩であり、ここでの生活環境は、被災者

が影響する要因であった。

の復興感やその後のよりよい復興に取り組む姿

 回復度・増加ポイントの両者に対して影響す

勢に大きな影響を与える事が容易に推察出来る。

る要因は、現在の生活への満足度であった。

しかしながら、このような支援主体の違い、つ

 また、「年齢層」と「今の生活をよりよいも

まり支援方法の違いが、復興のプロセスに影響を

のに出来ると考えている人」に有意な相関が

与えて居ることから、研究の視点を支援方法の違

みられた。

いに変えることで、よりよい復興を考える際のし

木村（2015）は、『これらの結果から、幸福度

さがえられるものと思われる｡

の回復のためには、「将来への期待を持ち、自己

(2) 恒久住宅支援

肯定感を高める」ことがひとつの手段であると推

家を失い、海岸部への再定住が叶わなかった被

察されるため、「実現可能な復興への目標を持っ

災者（土地が失われた、賃貸住宅に住んでいた等

てもらい、その実現のために何かしらの役割を与

の理由による）に対しては、政府や NGO が提供す

える」ことが有効である』と結論付けている。

る恒久住宅が提供された。
筆者らは、恒久住宅が抱える問題についても研

３. インド洋津波災害からの復興と被災者支援

究を進めており（例えば、Matsumaru et. Al（2012）

に関する研究

や、永見ら（2017））、恒久住宅への移転における

3.1 研究の概要

意思決定時の課題や支援が公平に行き渡ってい

2004 年 12 月 24 日に発生したインド洋大津波災

ない状況、郊外に建設された恒久住宅団地におけ

害は、インド洋沿岸諸国に甚大な被害をもたらし

る人口流出問題などを指摘し、結果として、災害

た。中でも、バンダアチェ市をはじめとしたスマ

直後にインドネシアが目指していた「Build Back

トラ島北部西海岸の都市は、津波により広範囲の

Better」が失敗に終わっていることを明らかにし

市街地が被災し、海岸近傍の一部は土地が失われ

ている。
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特に、災害後の移転再定住については、筆者ら

木村航平（2015）
「台風 Yolanda の被災者を対象とした幸

が同じインドネシアを対象にした研究（例えば、

福度の変化に関する研究」東洋大学国際地域学部国際

井内ら（2015））を行っており、支援の介在方法

地域学科卒業論文、2015 年 12 月
永見光三・北脇秀敏・竹谷公男・松丸亮・荒巻俊也（2017）

などを比較し検討することで、Build Back Better

「アチェ復興は Build Back Better を実現できたのか

にむけたよりよい支援のあり方を解明していけ

―ムラクサ郡 4 村落と移転団地 2 地区における住民ヒ

るものと考えて居る｡

アリン グ調査結果から」 日本災害 復興学会論文集
（2017 年掲載予定、掲載決定済み）
林美希子（2015）
「2013 年台風 30 号「Haiyan」被災者の

５. おわりに

被災後の生活環境に関する研究」東洋大学国際地域学

災害を防ぐ施設が少ない開発途上国では、大規

部国際地域学科卒業論文、2015 年 12 月

模災害を受けやすい。大規模災害で被災した多く

松丸亮（2016）「防災・災害復興分野における国際貢献手

の被災者の復興過程をよりよくすることは、被災

法に係る研究」平成 27 年度研究報告書、東洋大学国

者の早期の生活再建を果たす上で重要な課題で

際共生社会研究センター
東洋大学（2015）
「動画で見る Web 体験授業『2013 年台風

あり、そのための支援方策をよりよくしていくこ

Haiyan（フィリピン名 Yolanda）災害と復興について』

とは、支援の側にあるものとして常に考えていか

（ http://www.toyo.ac.jp/nyushi/column/video-lec

なければならない。

ture/20150618_01.html）
」東洋大学

本センターの目標である、持続可能な開発目標

Ian Davis 他編（2015）「Disaster Risk Reduction for

（SDGs）への貢献という点でみると、被災者の生

Economic Growth and Livelihood: Investing in

活面への支援は、「ゴール１：あらゆる場所のあ

Resilience and Development」Routledge

らゆる形態の貧困を終わらせる」や「ゴール 11：

Matsumaru, Nagami, Takeya（2012）
「Reconstruction of the

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可

Aceh Region following the 2004 Indian Ocean tsunami
disaster: A transportation perspective 」 IATSS

能な都市及び人間居住を実現する」さらには、
「ゴ

Research 36、pp11－19、2012 年

ール 13：気候変動及びその影響を軽減するための
緊急対策を講じる」と関連している。特に、被災
直後から恒久住宅移転までの時期の被災者支援
は、その後の生活に大きく影響をすることから、
この時点をよりよくすることは、「ゴール１」の
実現に直接寄与する。また、復興のプロセスで被
災者がより災害に強くなる「Build Back Better」
を推進することは「ゴール 11」への貢献となるこ
とから、今後も継続して本研究課題に取り組んで
いきたい。

参考文献
井内加奈子・松丸亮・マリリズ（2015）「災害後のコミュ
ニティ移転に関する制度と移転のパターンに関する
研究：インドネシアメラピ火山災害後の事例に着目し
て」都市計画論文集 Vol.50 、No.3、 p.431-437 日本
都市計画学会（2015 年 11 月）
落合知帆、松丸亮（2009）「小林正美大規模災害からのコ
ミュニティの再構築とコミュニティの問題対応能力
に関する研究－インドネシア，アチェ州ムラボーの仮
設住宅を事例として－」都市計画論文集 No.44-3、日
本都市計画学会（2009 年 10 月）
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1. 序論

るために経済成長できることを示すことが必要

開発途上国では、安全な水供給率と適切な衛生

である。そのために、ビジネスという手法を導入

施設へのアクセス率を向上させることが重要視

し、内発的に発展できるビジネス手法が社会問題

されている。昨今発表された SDGs (Sustainable

を解決できると考えている。

Development Goals；持続可能な開発目標)におい
て、
「すべての人に対する、持続可能な水源と水と

2．今年度の研究状況

衛生の確保する」ことを目標として掲げているこ

今年度の研究では、国内では農村計画学会での

とからも、開発途上国での水と衛生問題の解決は

発表、仙台で行った感染症学会、広島大学におけ

急務であることが解る。

る国際開発学会への参加、学術公衆衛生国際会議

筆者が所属する国際共生社会研究センター（以

における発表、さらにネパールにおける調査をお

下、センター）では、国際貢献と持続可能なビジ

こなった。研究結果は、公衆衛生国際会議にてお

ネスをテーマとし、水と衛生の分野を専門として

いて発表し、下記にそれらの論文を引用して記載

調査研究を実施している。特に今年度は 2015 年

する。

に発生したネパール大地震による仮設テント地
（1） 背景と目的

域における水の供給と衛生状態の研究を実施し

2015 年 4 月 25 日、11 時 56 分（現地時間）に

てきた。
地震後の緊急の場合、被災地へ水給水や衛生施

ネパール中央部のゴルカ地方で M7.6 の地震が発

設の提供は、援助手法による供与が必要である。

生した。ゴルカはカトマンズから西へ約 76km 離

しかしながら 1 年が経過した 2016 年の段階では、

れた位置にあるが、カトマンズにおいても歴史的

援助に頼るのではなく、自助・自立が可能で段階

建造物を中心に大きな被害が出た。同年 6 月 7 日

までもっていく必要がある。これは内発的発展手

にも M4 から M6.8 の余震が断続的に発生してい

法とされ、持続可能性を考えるうえで必要なこと

る。2015 年 6 月 25 日の時点で、
死者約 8,790 人、

である。

負傷者約 22,300 人、大きな被害が発表されてい

そのためには、援助、つまり国際貢献手法とビ

る 。 こ の 震 災 を 受 け て 国 際 機 関 WFP(United

ジネス手法について研究する必要がある。国際貢

Nations World Food Programme：国際連合世界

献の手法では、主に援助対象者に国際機関か二国

食糧計画)や UNICEF(United Nations Children

間援助機関などによる「援助」という手法がある

Fund：国際連合児童基金)などの国際機関よる支

のは、よく理解していることであろう。しかし、

援活動が行われている。わが国も政府がネパール

重要なのは、対象者自身が自分達で発展して行こ

政府からの要請を踏まえ、緊急援助物資の供与お

うという意思や意欲を与えるような国際貢献、つ

よび 1,400 万ドルの緊急無償資金協力の実施、国

まり内発的発展手法が重要であると考える。また、 際緊急援助隊（救助チーム、医療チーム、自衛隊
対象者の多くは開発途上国内で、貧しい地域に住

部隊）を派遣し、被災者に対する緊急人道支援を

んでいることが多いため、意思や意欲を向上させ

実施している。さらに、JPF（ジャパンプラット
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フォーム）が資金を提供する形で NGO が現地入

パアン地区は伝統的なチョーク（中庭のよう

りしたほか、もともと現地で活動していた日本の

な広場）を中心とした４から５階建ての住居が

NGO も支援活動を実施している。特に水・衛生

密集した地域からなる住宅地域である。訪問し

に関しては UNICEF と協力体制をとり現地へ支

たチョークを中心に52世帯（約400人）が住んで

援を実施していたとされている

おり、チョークには共同井戸と貯水タンクが設

研究全体の目的は、災害時にいかに効果的、か

置されていた。2015年の調査では公共の水道も

つ現地に即した形で安定した水供給を行うこと

通っており、井戸と水道の両方の水使用につい

ができるかということにあり、本報告書では震災

て調査した。井戸は、建設費の50％を政府の援

から約１年が経過した被災者の生活や衛生環境

助で賄い、残りの50%を住民が負担して建設さ

を水使用という点に着目して調査を行い、明らか

れていた。各世帯は60,000Rs（日本円で約7万

になった水供給手法や水質管理について報告す

円）を支払っていた。管理人を決め井戸の清掃

る。

や水質管理を行っていることから、維持管理は
適切に実施されていると判断できた。

（2） 対象地域

2016年では状況はあまり変わらず、水の枯渇

筆者は2016年５月30日から6月7日の間、都市部

が問題となっており、住民は持続可能な水供給

のカトマンズ市内やパタン地区、山岳地域である

を望んでいた。

シンドゥパルチョークのチョウタラにて昨年度
の現地調査のフォローアップをおこなった。特に

（3） キャンプ地における水使用形態

聞き取り調査を用いて被災者の水使用形態解明

筆者が地調査を行った2015年8月初旬時点で

に努めると同時に、被災者が使用している水につ

も、多くの人々がキャンプや仮設の住宅で生活

いても水質実測(大腸菌群及び大腸菌)及び行った。

を続けていた。被災直後の生活は、生活再建に
向けた第一歩として重要な時期であるが、キャ

3 現地調査結果

ンプや仮設住宅での生活では生活環境が悪化す

（1） 都心部観光地における震災状況

る場合が多く、その環境を良好に保つことが課

首都カトマンズは世界遺産が多いことでも知

題となっている。本調査では2015年のバクタプ

られている。特にバクタプルやナラヤン、パタン

ル、サノバシャム、チョティパチ地区のキャン

には屋根を持つ塔や寺院があり世界遺産登録さ

プ地にて調査を実施した結果と、今年度に実施

れている有名な観光地であるが、2015年の地震に

した、チョティパチ地区の変化について記載す

よる被害は歴史的建造物において顕著であった。

る。

2016年の調査では、2015年にくらべ少量の瓦礫は
片づけられていたが、従来の観光地として機能す

ⅰ バクタプル地区

るにはまだ時間がかかると思われる。

2015年バクタプル地区は地震によって倒壊し

ネパール従来の工法は、土とレンガを用いて建

た住居などが多く、瓦礫も多く残っていた。緊急

設された建物であり、いわゆる「柱」がないこと

避難用の住居として一般的なテントやトタンを

が特徴であった。レンガは地震により飛び散った

用いて建設された仮設住宅が点在している。これ

ように散乱しており、瓦礫の撤去や早急な改修、

らの仮設住宅は主にNGOや海外の援助団体から

修繕を実施する必要があると考える。しかしなが

の寄付で建設されており、主に9m2 (3m x 3m)

ら破壊された瓦礫は歴史的文化遺産の一部であ

の広さである。

り、再利用の可否を含め慎重に処分する必要があ
ⅱ サノバシャム地域

り、2015年の調査同様瓦礫処理の進捗に遅れがで

2015年サノバシャム地域では、学校の校庭をキ

ていると推測される。

ャンプ地とし、ネパール軍、中国やドイツの援助
によって供給されたテントに約80世帯が暮らし

（2） パアンにおける被災状況と水使用形態
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ている。テントで複数の家族が同居する場合には

る彼らへの圧力あり、将来的に移動を余儀なくさ

同等のカーストで住んでいるが、敷地内では異な

れてると考える。

るカーストが混在しており、水利用や支援物資の
配分に関して、カーストによる差別などが確認さ
れた。生活用水タンクには、ネパール政府によっ
て供給された水道水が貯水されており、5時から7
時（AMとPM両方）の間使用することが可能であ
った。この水は全ての用途に使用されていること
が聞き取り調査より明らかになっていることか
ら、乾期時にも適切な水量が供給されるか懸念し
ていた。さらにこの水からは大腸菌群が検出され

図１：チョティパティキャンプ地

ており、未処理の水を飲用している場合は下痢疾
病なども懸念していた。
2016年の調査では、約1年間でテントコミュニ
ティの中に、CBO（Community based organization）
が出来ていた。さらに女性がこのコミュニティを
管理しており、水使用の時間帯、金額、さらに住
居内の問題についても分担別けされており、良い
組織を構築していた。
図１：チョティパティキャンプ地風景
ⅲ チョティパチ地区
2015年の調査では、チョティパチ地区のキャン

ⅳ

山岳地チョウタラにおける水使用
2015年チョウタラ市役所によると、人口の95%、

プサイトには、約1,800世帯(約10,000人)がテント
で暮らしていた。当キャンプ地のリーダーによる

約5,000世帯に影響が出ており、30以上のNGOが

と、地震発生から約20日間がもっとも切迫した状

活動しているとのことであった。現地では国際機

態であり、当初供給された水の水質に問題があっ

関であるIOMやUNDP、赤十字・赤新月社が人道支

た。そのためボトルドウォーターを購入し、飲用

援や医療、水供給支援などを実施したことを確認

や手洗いを行っていたが、その後UNICEFの支援

した。また水使用形態についてみると、赤十字・

により水質の良い水が供給され、水量・水質と共

赤新月社がチョウタラから少し離れた地域の滝

に適切な水が24時間給水の状態であった。また簡

を水源に、被災地域まで水を引いており、キャン

易トイレについても様々なドナーがキャンプ地

プ地へ供給していた。また赤十字・赤新月社のキ

に設置しているため、一定の環境が保たれており、

ャンプ地内には水浄化装置や塩素剤、プラスティ

その運転維持管理も住民へ委託(800Rs/日)され

ックの水サーバーが備蓄されており、水供給のシ

ていることが確認され、低いカーストとされる住

ステムが比較的整ってたといえる。被災者に供給

民の収入源にもなっていた。

されている水からは、塩素臭が確認でき、水質管

しかしながら、2016 年の調査ではその状況は一

理が実施されていると判断できた。援助団体の撤

転していた。テント数は 450 まで減少しており、

退後の乾期の水供給については懸念される所で

水供給地も１つとなっていた。また 24 時間給水

はあるが、調査期間が雨期であり、山岳部の被災

だったものも、午前午後に 2 時間のみの時間給水

地では水資源が豊富であったため、水供給の問題

となっていた。現地調査を実施した先、筆者の目

は見られなかった。チョウタラ市役所によると、

の前で給水塔が撤去され、地域全体の給水が停止

人口の95%、約5,000世帯に影響が出ており、30以

した。その撤去作業を見ている住民からも撤去反

上のNGOが活動しているとのことである。現地で

対の声がでていた。これは公共の公園に住んでい

は国際機関であるIOMやUNDP、赤十字・赤新月社
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が人道支援や医療、水供給支援などを実施してい

これは雨期に行った調査結果から明らかになっ

ることが確認できた。

たもので、乾期は雨期より喫緊な状態になりこと

水使用形態についてみると、赤十字・赤新月社

から、適切な水供給形態を提案する必要があると

がチョウタラから少し離れた地域の滝を水源に、

考えられる。ネパール政府の見解では、宗教によ

被災地域まで水を引いており、キャンプ地へ供給

る差別はないとされているが、村落部などでは現

していた。また赤十字・赤新月社のキャンプ地内

在差別は大きく存在している。そのため宗教習慣

には水浄化装置や塩素剤、プラスティックの水サ

に沿った水使用携帯を検討する必要が今後でて

ーバーが備蓄されており、水供給のシステムが比

くる。

較的整っているといえる。被災者に供給されてい

また水供給が停止したテント地における調査

る水からは、塩素臭が確認でき、水質管理が実施

も継続的に実施する必要がある。自然災害はいつ

されていると判断できる。援助団体の撤退後の乾

起こるかもわからず、また時間と場所も不明であ

期の水供給については懸念される所ではあるが、

るため、適切なマニュアル作りが必要である。

調査期間が雨期であり、山岳部の被災地では水資

次に筆者はミャンマーにおける研究も実施し

源が豊富であったため、水供給の問題は見られな

ている。そのため来年度は中央乾燥地域において

かった。

水供給と衛生、さらに電化に関する研究を実施し

2016 年の調査では、これらのキャンプ地は全て

たい。中央乾燥地域では、水源は 300m 掘った深

無くなっており、仮設住宅に住んでいた人々は倒

井戸、もしくは雨期に貯まった池の水である。地

壊した住宅へ戻り、仮設の家を建設し暮らしをス

下水は中央乾燥地域では有料であり、池の水は降

タートしていた。これは都市部とは事情に異なる

水量によるものなので持続的ではないため、持続

点であり、また被害が大きかったこの地域でなぜ

可能な水供給手法を模索している。

全ての人々がこのキャンプ地から移動できたか
は今後研究する意義があると考える。
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今後の研究展望

（1）

ネパールとミャンマーにおける調査

本報告書にあるネパールの研究結果は、2015 年
と 2016 年の結果を取り纏めたものである。この
結果ではネパールで水使用の差別を確認できた。
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Research Findings

Introduction：

1) Women Empowerment and Pre-Relocation

This article narrates the story of a women’s
group actively involved in their former community

Issues : Anti-Violence Against Women,

in Sitio Galaxy of Barangay Maguikay in Mandaue

Economic Independence, and Eviction

City of the Province of Cebu and in their new

In 2007, the women victims of domestic

relocation community in Barangay Danglag in the

violence in Maguikay, Mandaue City were being

neighboring city of Consolacion .

organized for economic independence from their

1

Their

active

empowered

engagement

women

proceed

illustrates
to

be

how
active

participants and change agents as well as
beneficiaries of sustainable development goals
(SDGs), to name some mentioned in this report,
SDG#1 No Poverty, #2 Zero Hunger, #3 Good
Health and Well-Being, # 5 Gender Equality and

Figure 1. Map of Barangays Maguikay and DanglagSource:

Women Empowerment, #6 Clean Water and

Reconstructed by Hiroya Takamatsu from website

Sanitation, #8 Decent Work and Economic Growth,

abusive husbands led by community organizer and

and #11 Sustainable Cities and Communities.

co-resident Anita Ebasitas. The women of Sitio

Through key informant interviews2, focus group

Galaxy, Maguikay joined a group ( Maguikay

discussions, and several visits to their new

Women’s Organization) with 52 members.

relocation site from 2013 to 2016,, this study

During the same period, however, the whole

intends to show data that can provide insights

community of informal settlers was threatened with

about women’s empowered involvement and quest

eviction as a buyer bought their land. They were

for sustainable development for themselves, their

given only two more years to stay. They organized

households, and their community.

themselves and formed the Association of Sto.
Nino Households ( ASSHI) with 115 household
members. The women members and leaders from
Sitio

1

The Philippines is administratively divided into
regions, provinces, cities and municipalities within
provinces , barangays within cities and municipalities,
and sitios and puroks within barangays..
2 We would like to thank Ms. Anita Ebasitas for her
time and information for this study.

Galaxy

of

the

Maguikay

Women’s

Organization were among the active members and
leaders of this new association. They vigorously
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and successfully negotiated with the landowner to

local Cebu NGO ( FORGE) also assisted their

remain in the site.

house

construction

and

development.

The

As early as 2008, the ASSHI, especially the Sitio

1-Million loan was paid fully within 24 months,

Galaxy women leaders, had started negotiations to

through the active efforts of the women leaders in

relocate to a site in Barangay Danglag in

reminding and collecting the payment from the

Consolacion. The ASSHI negotiated with the buyer

residents.

company and new owner of the Maguikay lot and

The women also successfully helped negotiate

in 2012, their proposal for relocation to the same

for a sturdy bridge and the community residents

site in Barangay Danglag that ASSHI had earlier

themselves helped to build a bamboo bridge to

negotiated for, in the neighboring city of

allow children especially from their relocation site

Consolacion was finally accepted. The business

to reach their school located at the other side of the

company distributed for free a 40 square meter lot

creek.
Attending to the care and education of children

to each household member of ASSHI. Their 5-year

and youth in the new community are important

struggle to have their own lot came to an end.
In 2012, 67 out of 115 families affiliated with

needs as well. In 2013, there were 20 infants ( ages

ASSHI transferred to their Danglag community

0-3) needing day care services, elementary students

which they named Galaxy like their previous sitio.

( 23、 with 19 more expected to transfer from the

Others preferred to accept cash instead of

previous site in Barangay Maguikay), 3 special

relocating to Danglag.

children, and, 3 college students. The interviewed
women leaders still have to work out initiatives for
this need.

2) Empowered Women and Relocation Issues:

The new relocation site is difficult to reach by

Continuing Women Empowerment,
Participation and Partnerships, Decent Work

transportation as the road leading to the place has

and Economic Growth, Clean Water and

yet to be completed. Employment and purchase of

Sanitation, and, Developing A Sustainable

basic needs like food, soap and other items are

Community

affected by the lack of access and high cost of

Women leaders and members of the Maguikay

transport. The women leaders were considering

Women’s Organization and ASSHI

putting up a consumers’ cooperative to make basic

who relocated to Barangay Danglag in Consolacion

items accessible minus the high transport fees for

continued

and

individual families in the community. They also

engagement in their new community. One woman

verbalized the possible option of operating their

leader was elected as President of the newly

own community transport available to the residents

formed

at lower affordable rates than the prevailing

their

Danglag

active

Sto.

participation

Nino

Homeowners

commercial costs.

Association while 3 other women became Board of

As employment, a few residents are working as

Directors and became officers as well of the new

drivers of local transportation ( like habal-habal

association.
For the relocation, this new association was able

and jeepneys) while a few with capital have set up

to obtain a 1-Million loan from a national NGO

sari-sari stores within the community and a few

( PHILSSA) to construct their houses. Another

observed to be doing consigned cottage work for a
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local export company. One young female reported

campaigning for more investors to join this

working as a store employee in the downtown area

initiative.

of Consolacion City. One household reported

When the investment reached P200

having returned from work in Japan. Many

thousand, the water contractor accepted the request

reported, however, being unemployed and the

of the residents to start the construction and be an

interviewed women hoped they could have some

investor as well. The women leaders participated in

livelihood- generating projects in the area. Organic

deciding the location of the water tank, in buying

piggery and gardens were discussed as future

the materials needed for the water project, and for

options to be considered. Vegetable and herbal

consulting water specialists to help test the water

gardens were observed in several households in the

quality, among others. The water project was

community which helped supply food and natural

operational from November, 2016. Fees for water

medicine options.

use ( cheaper now than with the former private
water supplier) are as follows: P15 for 10-20 cubic

Accessible, affordable sanitary water was also a
major challenge for the newly relocated. Initially,

meters, P20 for 21-30 cubic meters, and P25 for 30

the residents were paying for water supplied by

or more cubic meters, with a set minimum fee of

two private companies. The residents noticed that

P100 per household for minimum use of 10 cubic

not only were the fees expensive, the water

meters. The more the residents use water, the

supplied also could not be used for drinking.

higher their dividends get. The residents reported

The residents turned this problem of clean water

that this time, the water was better tasting and

supply around and decided to seize the opportunity

smoother. The investors of this water project

to own and operate their own water supply as

received P16 per share as dividend ( given every

livelihood for the community through the creation

December) from the water fees collected.

of the DAGAWASA ( Danglag Galaxy Water

The residents are open to having more investors

System Organization) with three women leaders

so they can pay the remaining balance to fully pay

serving as treasurer, collector, and maintenance

the contractor. They are very vigilant, however, not

collector, respectively.

to allow any outsider to control the water project
male

with more investments. The residents want to

counterparts to study the needs and expenses to put

protect their water supply – they know they started

up their own water supply and water fee collection

and should, by themselves, continue to manage and

system. A private water contractor agreed to

control their community water system.

The

women

leaders

joined

their

construct the water tank and connection to

This water project encouraged all the residents,

households for P450 thousand and with expense

including the women, and made them realize that

for meter totaled to P500,000. In a community

they can slowly meet their household and

meeting, the residents agreed to pay P1,500 per

community needs with empowerment, participation,

household as investment for the new water

and unity.

cooperative, with the balance to be raised by
Analysis and Conclusions:
From

being

informal

settlers

in

Barangay

Maguikay to lot owners in Barangay Danglag,
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women

have

journeyed

through

various

their

partners

within

their

households,

empowerment process challenging and being

communities , with businesses , civil society and

challenged by various pre-relocation concerns like

other sectors, their empowered engagement is

domestic

economic

crucial not only for targeting SDG5 ( gender

independence, eviction and by relocation issues

equality and women empowerment) but also for

like payment for house construction, elimination of

many targets of other SDGs as well. ( EU 2016).

violence,

poverty,

poverty, employment and decent work, ensuring
clean water and building a safe environment and
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in this study demonstrated that together with
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とする規範は、スウェーデンの経済学者 G.ミュル

1. 序論
本センターにおいて、筆者は社会福祉の発展過

ダールの論考『福祉国家を越えて』にも表れてい

程に関する情報を収集し、社会・経済発展の各段

る。彼は、低開発諸国の「悪循環」は市場諸力を

階において先行事例として参考となるように情

通じた先進諸国の「平等と成長の好循環」の逆流

報を整理・統合し、一般化を図ることを目指して

効果であることを理論的に分析し、世界規模で機

いる。 昨年の研究成果においては、その一環と

会を均等化させようとする「福祉世界」の必要性

して社会政策の手法が家族化／脱家族化に影響

を訴えた1。彼のノーベル経済学賞受賞は、こうし

が与えることを前提に国際比較分析の可能性に

た北欧的価値観の表れでもある。

ついて検討した結果を報告したところである。

実際、1980 年代以降、スカンジナビア三国は

一方、これと並行して、先進諸国の福祉国家と

「政府開発援助の対 GNP 比 0.7%の国際目標」
（当

しての枠組の違い（レジーム分類）が途上国への

時）を達成し続けている。2015 年の政府開発援

援助枠組にどのような影響を与えるのかを検討

助 ODA の対国民総所得 GNI 比はスウェーデン

するために、筆者が長年研究フィールドとしてき

(SW)が 1.41％、ノルウェー(NO)1.05％、デンマ

た北欧諸国を事例として高等教育援助の変化を

ーク(DK)0.85％、フィンランド(FI)0.55％と、開

把握するためのフィールド調査を実施した。本調

発援助委員会加盟国の中で一位、二位、四位、六

査の分析結果については、調査実施が昨年度報告

位を占め、平均 0.30％を大きく上回った2。
（下図

書の執筆後であったため、年度報告書に掲載する

参照）

ことができなかった。そこで、本報告ではまず、
実施した調査について特にフィンランドに焦点
をあてて分析した結果を報告する。最後に、現在
進行中の社会福祉の発展過程に関する研究の進
捗状況について紹介する。
2．援助から貿易へ：フィンランドにおける「教
育輸出」の試み
（1） 検討の背景と目的
北欧諸国では長い伝統の中で、平等と普遍的福

図

祉、分厚い政府の責任と政府への信頼といった価

北欧及び DAC 諸国の ODA 対 GNI 比率

（1960～2015 年）

値を共有してきた。これが自国内だけでなく、国

出所 OECD データベースより筆者作成

際社会のレベルでも実現されることが望ましい

（https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm）
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ところで、北欧諸国のうちフィンランドを除い

作った平等と公正に根差したシステムを、単純に

たスカンジナビア三国が積極的な ODA を継続さ

商品化・商業化し、他国へ輸出することは、この

せる一方で、フィンランドの伸びは他の三国に追

段階では念頭になかったようである。実際、その

いていない。フィンランドでは、80 年代に遅れて

後およそ 10 年たってようやく教育輸出戦略が政

経済発展を経験し、この時期に ODA を順調に拡

府閣議決定され、輸出の筆頭成長産業となること

大させたが、1990 年代初頭に大不況に直面する

を嘱望される産業分野として位置付けられるよ

と ODA を対 GNI 比 0.31％に縮小させた。
以降、

うになった。

10 年近い経済不況を経験した後、ヨーロッパ諸国

しかし、1980 年代以降の各政権が発表した施

の中で比較的安定した経済を保つようになって

政方針5を分析したところ、輸出産業として一定の

ODA を増やし、2015 年までに 0.55％前後へ回復

形式を整えられるようになった背景には、次のよ

させた。しかし、2015 年、政府は翌年予算の対

うな経緯があることがわかった。1990 年代には

前年度比 43％カットを発表し、2016 年は対国民

情報社会の、2000 年代には知識基盤社会の展開

所得比 0.38％に縮小させた。2020 年までの 5 年

の中で、高度な専門性の需要が認知され、これに

間は 0.39％程度に調整する予定である3。

こたえる形で教育が重視されるようになってい

このような ODA 予算縮小の背景にはどのよう

た。これに、2000 年代後半のイノベーションの

な方針転換があったのだろうか。ODA 予算が縮

促進とそれを支える研究開発の大胆な強化・高等

小されようとしていく中で、フィンランドでは、

教育システムの抜本的な改革、さらに国際競争力

2010 年代に入って、
「教育輸出」を重要な政策目

の強化を重視した施政方針の方針転換が、
「
（国内）

標の一つに掲げ、教育を世界に売る試みを始めて

福祉と（国際）連帯から（国際）競争へ」という

いる。そこで教育の商品化・商業化に関連する一

方向性を示し、「教育輸出」を可能にする素地を

連の動きの背景を検討した。

形成していた。すなわち、教育輸出は単なる PISA

（2）フィンランドにおける教育輸出戦略の導入

報告書以降の方向性ではなく 1990 年代からの情

と展開

報社会推進を基盤としていたといえる。

フィンランドの教育輸出戦略は、2000 年に

これに、2009 年に「教育輸出」が政府文書（
「高

OECD が実施した学習到達度調査 PISA 報告書に

等 教 育 機 関 の 国 際 化 戦 略 Korkeakoulujen

おいて 1 位にランク付けされたことをきっかけと

kansainvälistymisstrategia」
）を策定すると、教育輸

している。しかし、これは国内では驚きをもって

出の政策展開が一気に加速した。2010 年代前半

受け止められ、すぐに商品化・商業化に結び付け

に相次いで教育輸出戦略に向けた指針やロード

られたわけではなかった。むしろ、PISA 報告書

マップが発表され、教育輸出は政府が「全輸出産

でのパフォーマンスの高さは、1970 年代の教員

業」の中でリーディング産業となることを目指す

養成課程改革を含む基礎教育改革によって形作

と宣言する6ほどまでに重要な政策課題となった。

られ、その後の漸進的な教育改革の成果として、

（3）教育輸出の内容

公正で質の高い公教育が低負担で広範に普及し

輸出の主力となったのは、発展途上国と中心国

たことが基盤にあると理解されている

を中心とした教育を取り巻く関連産業、特に ICT

[Sahlberg 2011]。グローバル化の中で、多くの先

技術関連産業を含めた多領域の連携・協力を基盤

進諸国では、一定の量的な目標が設定され、テス

とした「教育コンサルテーション」であった。す

トが多用され、教育の画一化が進み、企業経営の

なわち、個別のニーズに合わせた教育の全体を作

手法が導入されていることに対する否定的な意

り上げ、実態に合わせて調整していくものである。

見は根強い4。フィンランドが長い年月をかけて形

そのため、教育コンサルティングが必要になると
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いうものであった。諸外国で展開されている「学

ナイトによれば、国境を越えた教育は 2 つの点

位の輸出」とは異なる場面で展開しようとしたと

の変化がみられるという。①学生の国際移動から

いう点で差別化を図ったものといえる。また、教

プログラムやプロバイダーの国際移動へ、②開発

員養成と職業教育の向上に重点を置き、公的又は

援助から競争的な商業取引へ（援助から貿易へ）、

民間の学位・資格を組み合わせたニーズの発掘・

というものである。①は増加する学生自身の国際

開拓や、さらに対面授業に加えてヴァーチャル展

移動を上回る勢いで外国の授業やプログラムが

開の授業に必要な ICT 技術・設備などを供給する

学生の自国で提供されるようになっていること

関連産業の参加を促すという点でも特徴的なも

（オフショア教育の展開）を指している。②は開

のとなった。

発援助を目的とした教育分野での協力が教育分
野でのつながりを強化し、商業取引へと変わって

国際教育市場は、英語や他の主要言語を母語や

いくことを指している。 [Knights 2006]

として使用している国の事業者による寡占状態
にある。その中で、既存の教育輸出ではそれほど

Knights の指摘をもとにフィンランドの教育輸

手の付けられてこなかった分野（専門職向けの教

出の事業展開をみていくと、フィンランドの公教

員養成やビジネス教育等）に進出したり、優位性

育の優位性を持つ部分を活かした独自の商品開

を持つ基礎教育分野での進出を図ったりしてい

発をしたものではあるが、おおむねナイトの指摘

る。

する国際教育市場の 2 つの大きな変化、とりわけ
援助から貿易へという変化に沿ったものである

また、相手国でのオフショア事業展開を積極的

といえる。

に進めている。これは特に北欧型福祉国家では重
要な「無償教育」の原則を否定せずに教育の商品

しかし、これまでみてきたように教育の商品

化・商業化を図る上で重要であった。営利／非営

化・商業化は単線的に進められたわけではない。

利の切り分けを進め、営利部門と非営利部門の共

一つの転機となったのは 2000 年代後半の政府方

同事業展開、教育輸出を図るための営利団体の設

針転換（イノベーション促進、研究開発・高等教

立などを進めている。非営利／営利は運営主体の

育強化、国際競争力の強化）である。フィンラン

性格に帰するものの、対象や活動の範囲はボーダ

ドは、北欧諸国に共通する普遍主義に根差した

ーレスになりつつある。また対面式だけでなく、

「社会民主主義」を基本的理念として運営される

通信教育、e/m ラーニングの活用も見られた。

福祉国家として定評を得てきたが、この時期をき

（4）結論

っかけとして、福祉国家としての連帯から国際競

グローバリゼーションの進展の中で、国際教育

争へと注力の重心を変化させていったと考えら

市場は拡大の一途をたどるようになった。英語や

れた。二点目に、方針展開へ至るまでに準備され

他の主要言語を母語とする先進諸国を中心に、特

た諸条件も重要である。1980 年代後半からの断

に高等教育の場面において多種多様な活動が繰

続的な教育基盤の強化、とりわけ情報社会に向け

り広げられている。知識基盤社会の拡大は中等教

た取り組みが、その後のイノベーション促進、研

育終了後の高等／専門教育や生涯学習の需要を

究開発・高等教育機関の再編などへ至る素地を作

拡大し、ICTS の発展は新たな教育提供方法を生

ったといえる。三点目に、既存の教育輸出ではそ

み出し、さらに市場経済の競争の激化と貿易の規

れほど手の付けられてこなかった分野に進出し

制緩和拡大は教育・訓練の商業化・商品化と国境

たり、優位性を持つ基礎教育分野での進出を図っ

を超えた輸出入を促進させ、既存の国家レベルの

たりすることで国際競争力を確保し、さらに国内

教育システムに変革を迫っていることが背景と

での商業化を進めるよりも海外での事業展開を

して指摘されている。

積極的に進めることで国内での議論の収拾を図
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ったことも円滑な事業展開の支えとなった。これ

先行的な政策事例を紹介し、そのメカニズムを検

らの複合的な要素の成果としての展開であった

討する。なお調査対象は、当初から全国的な制度

といえる。

として設計された事例と、地方のコミュニティの
事例が全国へ普及発展していく事例の両者をと

3. 社会福祉の発展経路：グローバリゼーション時

りあげ、政策伝播の２つのパターンを示し、優位

代の開発福祉へ向けて

性と持続可能性を検討する。

一方、平成 28 年度の研究テーマは社会福祉の

最後に、少子高齢化などの人口構造の変動や高

発展過程に関する研究である。そこで、以下では

度情報化などの産業構造の変化、そしてグローバ

本年度の研究テーマについての進捗状況を報告

リゼーションに伴い、これまでの 20 世紀型の工

する。

業社会を前提とする福祉制度では対応できない
状況が生まれていることを踏まえ、政策転用・応

関心の所在は、以下の点にある。福祉は、古く

用の限界と可能性を考察する予定である。

は家族や小さなコミュニティの中で、社会の発達
に伴い慈善や宗教上の意図などを持って取り組
まれてきた。そして、近代化とともに市場や互助
組織、国家が福祉を供給・保障する社会福祉が、

1

福祉供給の主要なルートを構成するようになっ
た。一方、近代化の過程を飛び越えて成長と発展
を進める発展途上国では、地域のランダムな発展、
政治的不安定、そして何よりもハイスピードで展
開する産業の転換の中で、合理的かつ細部まで行
き届いた制度を、丁寧に設計する時間も資源の余
裕もない。結果として形骸化するか、本来の意図
から離れた制度運用となることも多い。
とはいえ、社会福祉制度をすでに導入・定着さ
せてきた国でも、順調に展開してきたわけではな
い。西欧近代社会に遅れて追いついた日本では、
伝統的なコミュニティが保持し続けようとする
文化と、外部で急速に発展する工業社会システム
とが対立し、その摩擦に悩みながらも、近代的な
行政単位が、知恵と工夫と活用しながら理想を実
現させてきた。
そこで、アジア、アフリカの社会保障制度の生
成・発展・展開過程を概観し、課題を整理したう
えで、保健所制度の導入、長野県須坂市の保健補
導員、岩手県沢内村老人医療費無料化制度など、
工業化初期から高度成長期にかけて導入された
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藤田菜奈子『ミュルダールの経済学 福祉国家
から福祉世界へ』NTT 出版 2010 年
2 OECD ウェブサイト URL:
https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
（2017 年 1
月 27 日参照）
3 フィンランド外務省ウェブサイト
「Kehitysyhteistyön määrärahat（開発援助の
額）
」URL:
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nod
eid=49314、及び同ページ掲載資料
infografiikka:Suomen
kehitysyhteistyömäärärahat2016（図表解説：
2016 年開発援助額）（2017 年 1 月 27 日参照）
4 フィンランド人の教育学者 P.サールベリはこう
した一連の傾向を GERM（Global Educational
Reform Movement）と呼び、批判している。
5 4 年に一度の国政選挙後、新政権発足時に発表
される政府施政方針は、その後の 4 年間のフィン
ランド社会経済の方向性を示す重要な指針であ
る。1980 年代以降は任期途中の解散や政党間で
の政権交代があまり見られない状況下で、4 年間
政権担当政党が責任をもって実行する実効性の
高い文書となっている。特に近年は進捗度調査も
丁寧に行われており、具体性も増している。
6 『関心から需要と供給へ：フィンランド教育輸
出戦略指針』 (Valitioneuvoston periaatepäätös
2010)

平成 28 年度国際共生社会研究センター 研究概要

わが国の経験をふまえた都市と複合した交通インフラ開発による
新たな国際貢献方策の考察Ⅱ
－文化による地域振興－
国際共生社会研究センター

客員研究員
金子

彰

A study on new contribution method on transportation infrastructure development combined with
urban development based on Japanese experiences I
- Regional development promotion based on culture は十分ではない。
本研究においてはわが国の経験をふまえ、発
展途上国において港湾都市の考え方も念頭にお
いたグローバル化に対応すると同時に地域の振
興に寄与する港湾のあり方およびそのための国
際貢献の方策について議論することが持続可能
な発展のために重要と考える。
1.2 発展途上国における現状
発展途上国の港湾の現状については昨年度の
報告書において述べたとおりであるが、多くの
港湾において土地利用や交通などにおいて背後
都市との整合がとれなくなり、都市の整合的な
発展の阻害となっていると同時に港湾の発展の
大きなネックとなっている。しかしこれらにつ
いては港湾と都市の両者にまたがることから
各々についての調査はなされているものの発展
途上国の現状をふまえた体系的な政策形成には
至っていない。
さらに、発展途上国の港湾においても大型コ
ンテナターミナルにおいては先進国と同様民間
の世界的な港湾ターミナル企業の整備、運営に
よっており、従来とは異なる状況となっている。
したがって、発展途上国の港湾当局も従来と
は異なるより広い視点から戦略的に計画・整備、
管理・運営を行うことが求められている。その
中で港湾都市としてのあり方、公共と民間の分
担と協調を考慮することが必要となっている。
1.3 研究の目的と方法
本研究の目的と方法については昨年度の報告
書に示したとおりであるが、目的を再掲すると
「わが国の経験もふまえた都市と複合した交通
インフラ開発という概念を整理するとともにこ
のために必要とされる計画プロセスと事業手法

1. 新センターにおける研究内容
1.1 背景
都市はそのはじめから交通と密接な関係をも
って発展してきた。同時に交通の進歩とともに
その関係も変化してきた。中でも物資の長距離
大量輸送は古くから水運によって担われてきた。
河川や帆船のネットワークは都市の発展を先導
してきた。蒸気船の普及から始まり船舶の大型
化が進み多くの都市は交易による経済力により
巨大化していった。これが港湾都市の形成であ
り、経済的な側面に加え文化的な面も挙げられ
ている。しかしコンテナ化の進展は都市と港湾
の関係に大きな変化をもたらしており、多くの
港湾都市では今後文化的な面を確保しそれを港
湾や地域の振興にどう活用するかという課題に
直面している。
さて、発展途上国がグローバル化の中で国際
貿易による発展を図るためには国際水準のコン
テナ港湾とその効率的運営が必要となる。しか
し、それが立地する都市や地域との関係は必ず
しも明確ではない。
これまでは発展途上国の港湾施設整備に対し
て ODA による支援が行われてきた。わが国にお
いては港湾施設の整備や管理運営に加えて港湾
空間の高度な利用も港湾行政の役割として取組
まれてきた。このため港湾都市という考え方が
理解されてきたが先進国のウォーターフロント
開発においても、このような位置づけが明確で
はないことが多い。このような問題においては
後で述べるようにわが国の経験が有効と考えら
れる。しかし、わが国における実務的な成果を
発展途上国に適用する国際貢献についての研究
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もあわせた計画手法を考察し、これを発展途上
国に適用するための国際貢献方策を提案する」
となる 1)。研究の方法としては
①文献調査により研究の目的と枠組みを明らか
にする。
②関連プロジェクトの文献調査およびその分析
③わが国の代表的なプロジェクトの現地調査
④日本の技術協力による発展途上国のプロジェ
クトの調査（文献、現地）
⑤関連する専門家との意見交換により課題を明
らかにする。
⑥以上をふまえ研究内容をとりまとめる。
なおこれまでの研究とセンターとの関連につ
いては昨年度の報告書に示したとおりである。
4. 本年度の研究のねらいおよびその成果
本年度は昨年度の研究成果をふまえ関連文献
の収集整理を行うとともに、やや一般論になる
が「文化による地域振興」2)について検討を行っ
た。文化経済学に関する文献をレビューすると
ともに 2016 年 9 月 09 日から 11 日にかけて関西
学院大学にて開催された日本計画行政学会のワ
ークショップなどに参加した。また 2017 年 2 月
09 日から 16 日にかけて当センターが実施した
フィジーにおける現地調査 3)に参加した。
なお文化経済学全体を包括的に示している文
献に文化経済学会＜日本＞編（2016）
「文化経済
学 軌跡と展望」ミネルヴァ書房がある。構成
を概括的に示すと以下のとおりであるが特に第
Ⅲ部が本研究と関連が深いのでこの部分につい
てはやや細かく目次を示す。

４

文化経済学の基本的課題

第Ⅱ部

文化芸術分野

第Ⅲ部

都市・地域への展開

第 14 章

創造経済時代の都市

２

創造都市論の台頭

３

創造都市論の系譜と「創造の場」

４

今後の課題

第 15 章
１
２

観光と地域文化（井口

貢）

１

観光の研究を志向する若い人たちのために

２

地域観光のディレンマ

３

コンテンツ・ツーリズムとクールジャパン

４

日本人による日本のための真の観光学のために

第Ⅳ部

支援・政策・運営

第Ⅴ部

多様な学問分野との連携

当センターは様々な側面から持続可能な開発
の実践をめざした研究を行っており、その中で
主として発展途上国のフィールドにおいて具体
的な課題についての研究をおこなっている。同
時にそれに資するために、わが国における持続
可能な開発の実践に向けての様々な取り組みに
ついてもレビューを行い、途上国の持続可能な
開発のための示唆を得ることも重要と考えてい
る。この中では個々の課題と同時に地域づくり
というややマクロ的な視点についても考えるこ
とも有効と考える。途上国は多様であり画一的
にあるモデルを適用することは適当ではないが、
一方でわが国の経験は有益な出発点となる。し
かしわが国においては制度の整備もありややも
すれば画一的な地域開発が行われてきたとの指
摘がある。現在その限界が指摘されており脱却
するための取組が様々なかたちでおこなわれて
いる。
そのようなことを背景に今般日本計画行政学
会においては第 39 回全国大会注１）のテーマを
「多様性ある地域のかたち」とし講演、ワーク
ショップ、研究発表、見学などが行われること
となった。この学会は主として日本国内を研究
対象としているが実務者、研究者などが参加し
ており上に述べたことから当センターの研究に
有益な示唆を得ることができるものと考え参加
した。以下参加したワークショップなどについ
て報告する。
１．住工混在問題の今（9 月 9 日開催 ワーク
ショップ B-WS4）
わが国では工場の移転に伴い工場跡地に住宅

まちづくり（勝又晃衣・勝又英明）

文化とまちづくりとは
調査方法の動向
(1) 調査手法
(2) 調査対象地

３

「コミュニティ・市民グループ・NPO」の動向
今後の課題

2016 年 9 月日本計画行政学会のワークショッ
プについては当センターニューズレター和文 40
号に掲載したが以下に再掲する。
****************************************
「持続可能な開発のための多様性ある地域のか
たち」
客員研究員 金子 彰

創造都市（佐々木雅幸）

１

５
６

第 16 章

はじめに―文化経済学の発展を振り返る
第Ⅰ部

経済分析の動向

文化資源の動向
(1) 「歴史的建物・景観」の動向
(2) 「まちづくりの核となる文化施設」の向
(3) ソフトの動向
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ては手がついていないのが現状。
この議論はわが国はじめ先進国では喫緊の
課題であるが途上国では必ずしも今議論すべ
き課題とは考えられなかった。
５．文化の問題
多様性ある地域のかたちを考えるうえで地域
固有の文化は重要な役割を果たしているが一方
で体系されているとは言い難い。この問題につ
いては本全国大会においては議論というよりも
この地域における文化に造詣の深い方々からの
講演を聴講するとともに見学を行った。基調講
演は以下のとおりである。

開発が行われる結果操業を続ける工場と新規住
民とのトラブルが発生し、地域の工業の活力の
低下を招いている。地元自治体では住環境の確
保と地域産業の活力維持の両立をはかる必要に
迫られている。このワークショップでは独自の
対策を行っている２都市からの報告があり、議
論が行われた。
筆者はこのワークショップから発展途上国の
持続可能な発展のために、内発的発展に寄与す
る地元の産業の発展が可能となるまちづくりと
そのための制度形成の重要性が得られたと評価
している。
２．ニューツーリズムにおける地域貢献の可能
性（９月 10 日開催 ワークショップ D-WS5）
被災地における観光業による地域再生・地域
復興に教育旅行（スタディツアー）が重要
な役割を担い被災地の経済効果と訪問者側の教
育効果が得られるのではないかという視点で東
北の被災地における学生のスタディツアーの誘
致と大学側のそれへの取り組み事例をもとにし
た議論調査、研究成果が発表され議論が行われ
た。ここではニューツーリズムを復興ツーリズ
ムの概念で検討をおこなっている。この議論の
中では受け手側と送り出し側との間に様々なギ
ップがあることが明らかにされた。
筆者はこのワークショップからニューツーリ
ズムに展途上国の持続可能な発展に対する可能
性は感じられたが、解決すべき基本的課題が少
なくないことが明らかになったと評価している。
３．地域防災計画の点検と課題（９月 10 日開催
ワークショップ D-WS8）
自治体により地域防災計画が定められている
が防災および復興の現実にどう対応するか課題
があり地震、津波、洪水などをとりあげ議論し
た。必ずしも重視されていなかった災害廃棄物
と BCP／LCP、歴史の伝承における問題点など
が議論となった。
筆者はこのワークショップから発展途上国の
持続可能な発展のために、復興やハード面の防
災の支援に加え現地に即した様々なソフト面で
の防災の支援の必要性が明らかになったと評価
している。
４．公共施設・インフラマネジメントとこれか
らの自治体経営（９月 10 日開催 ワークショッ
プ E-WS11）
公共施設の再配置に取り組んでいる自治体
における市民の参加を得つつ進めている状況
と課題の議論を行った。ただしインフラについ

基調講演１
演題：風は西から「女性と文化のルネッサンス」
講師：冨士谷あつ子 京都文化創生機構理事長
基調講演 2(1)
演題：転居魔・谷崎潤一郎が見た阪神間の生活
文化
講師：たつみ都志 武庫川女子大学名誉教授
基調講演 2(2)
演題：阪神地域の文化行政と文化産業、生活文
化住宅都市としての西宮市の多様化と魅
力
講師：河内厚朗 阪急文化財団理事
基調講演 2(3)
演題：日本食の伝統継続と国際化に向けた日本
食の展開・創生と店舗づくり
講師：がんこフードサービス(株)代表取締役会長
見学（写真参照）
武庫川女子大学甲子園会館：阪神電鉄が戦前
期にリゾートをテーマにした住宅開発を行った
際にそのシンボル的な意味をもつホテルを建設
したのが旧甲子園ホテルであり、フランク・ロ
イド・ライトとともに帝国ホテルの建設に携わ
った遠藤新氏の設計で阪神間モダニズム名建築
の一つで多くの賞に選ばれている。戦後接収解
除後武庫川女子大学が建築学科を設立する際国
から払い下げをうけ現在もキャンパスとして使
われているとともに維持保存されている。戦前
期の和洋折衷の建築であるがよくまとまったデ
ザイン。
）地域の開発を考えるときに一つのヒン
トとなる。さらに西宮市の地場産業群を見学し
た。
75

が検討した以下の報文が一つのヒントになると
考える。他の先進国や国際機関の多くが自らの
正解と考えるものを直接適用しようとするやり
方とは異なるやり方の実践例が示されている。
金子 彰「発展途上国における運輸交通に関す
る法制度形成のための協力についての一考察」
（東洋大学大学院紀要第 49 集所収）東洋大学大
学院、pp1-41、2013 年 1 月
2) 文化による地域振興は様々な場面で提案さ
れているが必ずしも体系的に整理されているわ
けではない。本報文では地域振興と文化を結び
つける役割を果たしうる文化経済学をとりあげ、
その内容について包括的に示していると考えら
れる文化経済学会編集の文献を示した。ただし
文化経済学そのものは上記のとおりきわめて幅
広い内容を包含している。さらに文化は国や地
域あるいは時代ごとに異なる様相を示す点に留
意する必要がある。
3) フィジーは面積 1.8 万平方キロ、人口約 90
万人の南太平洋の島嶼国で観光、砂糖、衣類な
どを主産業としており、フィジー人、インド人
などから構成されている。また、フィジーには
太平洋諸島フォーラム（PIF）事務局、南太平
洋大学（USP）など多くの地域協力機関や国際
機関のオフィスがあり地域協力に向け中心的役
割を果たしている。
（外務省ホームページ＊より）
持続可能な開発を考える際このような地域連携
やその核となっている高等教育機関がどのよう
に機能しているかあるいは本学としてどのよう
な協力関係の構築が可能かなどにつき調査しそ
の実践をめざすことが調査団の目的である。な
お時間の関係から調査結果については示してい
ない。
＊http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/fiji/
2016 年 11 月 25 日閲覧

写真１ 庭園からみた旧甲子園ホテル 右手大
食堂は現在建築学科学生の製図室になっている

写真２ 屋上から見た庭園
和風の庭園 和洋折衷

西洋建築であるが

注１）日本計画行政学会第 39 回全国大会は
2016 年 9 月 9 日～11 日にわたり関西学
院大学上ヶ原キャンパス（兵庫県西宮市）
で開催された。なお本稿は「日本計画行
政学会第 39 回全国大会報告要旨集」を
参照している
****************************************
1)この課題は解答を見つけてそれを実践するプ
ロセスを自らつくることに対して協力してい
くことがキーとなる。
「わが国の経験をふまえ
て」というが単純に適用すればよいわけでは
ない。制度づくりに協力する場合と同様であ
り、対象国の歴史や文化を基盤として形成され
ている計画や制度を現在やこれからのニーズに
あわせてつくる能力の開発を支援することが必
要となる。運輸交通の制度という限られた対象
であるがどのような協力が必要かについて筆者
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中国における太陽光発電の導入による内発的発展に関する研究
国際共生社会研究センター 客員研究員
東洋大学国際地域学部 客員教授
久留島 守広
Basic study on the introduction of PV in China and the Asian Region
1. 研究の背景

これら対策の基盤をなす、再生可能エネルギー

20 世紀が「地球資源の消費による発展の時代」

の柱たる太陽光発電の研究開発は、1973 年の第一

とすれば、21 世紀は「地球環境の制約下での成長

オイルショックをきっかけに定められた「サンシ

の時代」として、環境問題への人知の集約が不可

ャイン計画」が発足し、太陽光発電のテスト事業

避な時代だといえる。

が始まった。1994 年から住宅用太陽光発電設備に

環境の世紀を迎え、循環型社会への転換、地球

補助金が出る制度もスタートし、家庭用を中心に

環境問題をはじめとする環境問題への対応が社

太陽電池パネルが設置されるようになった。2009

会の最重要課題となっている。

年 7 月に「エネルギー供給構造高度化法」（エネ

一方、世界のエネルギー消費は、中国・インドを

ルギー供給事業者による非化石エネルギー源の

はじめとする開発途上国の人口増や経済発展に

利用の促進に関する法律）が国会で可決され成立

よる増加は不可避で、石炭を中心とする化石燃料

し、FIT 制度が 2009 年 11 月１日から施行された。

に依存することから、今後の対応においては新エ

2009 年末の太陽光発電の余剰電力買い取り価格

ネルギーの導入・促進は不可欠であり、とりわけ

は 1KW/h 当たり 24 円程度であった。

世界最大の太陽光発電設備の生産国たる中国に

地球温暖化対応国際対応・行動として、その後

おいて、同国を中心とした太陽光発電の将来展望

2009 年コペンハーゲンで開催の COP15 にて、産業

をとりまとめた。

革命以降の気温上昇が 2℃以内に抑えるべく採択

そもそも、CO2 に代表される温室効果ガスの排

されたコペンハーゲン合意は、世界全体の長期目

出削減を国際的に取組むべく、1997 年気候変動枠

標として産業化以前からの気温上昇を 2℃以内に

組条約第３回締約国会議(COP3)が京都で開催さ

抑えること等を定めた。

れ、先進各国は温室効果ガスの大幅削減（1990 年

そして第 21 回気候変動枠組締約国会合 COP21

比 2010 年平均目標：日本は－6％、EU は－8％、

は、2015 年フランス・パリで開催、以下のような

米は－7％他）を約束した。

合意がなされ大きな成果をあげた。

しかしながら、世界の CO2 排出量は急激に増加

それは、全ての温暖化ガス主要排出国に削減義務

しており、20 年前の約 1.3 倍となっている。とり

を課す新たな枠組みとして「パリ協定」を制定、

わけ、中国・インドをはじめ急速に発展するアジ

この全ての主要排出国を対象とした意義は大き

アでの増加が顕著であり、今後の地球温暖化対策

く、京都議定書と異なり先進国のみならず中・

の鍵であると言われている。

印・墨・伯など多くの経済大国も自主的な削減義

一方、わが国においては、東日本大震災による

務を負う。また主要排出国にも、発展途上国の対

原子力発電所の停止などにより、既に批准してい

策を支援する資金援助を任意に行うことなどに

る京都議定書遵守の対応においてさえ困難な局

合意した。これらは、2020 年からを目途にさらな

面に直面し、海外からの排出枠買取などによりよ

る削減努力につき、5 年毎の政策評価が義務付け

うやく達成がなされた。

された。
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可能エネルギー、原子力発電など)の割合を、2020
年を目途に50％以上とすることを目標していた。
2011年3月、日本東日本大震災を受け、震災直
後に東京電力福島第一原子力発電所の事故や火
力発電所の停止などは東日本の電力供給力を一
挙に大きく低下させた。東日本の電力不足に対し
て、西日本からの余剰電力の融通を十分に行う事
業が出来なかったため、計画停電が実施されるに
至った。更に2011年夏場の電力需要が極めて厳し
い状況がよそされたため、7～9月にかけて電気事
業法第27条に基づいて大口需要家に対する電力
使用制限令が発せられた。計画停電は戦後初、電

図 1．パリ協定の概念

力使用制限令は1973年の第一オイルショック以

（出典：毎日新聞夕刊記事 2011.12．12）

来、37年ぶりの実施となった。
さらに、原発停止を余儀なくされたことから市
民の節電の協力を呼びかけながら、再生可能エネ
ルギーの普及活動を推進した。2012年7月より再
生可能エネルギー電力買取制度が施行された。固
定価格買取制度は、再生可能エネルギー（太陽光、
風力、水力、地熱、バイオマス）によって発電さ
れた電気を、国が定める一定の期間にわたって、
国が定める一定の価格で購入することを電気事
業者に義務づける制度であり、「電気事業者によ
る再生可能エネルギー電気に関する特別措置法」
に基づいたものである。これにより、再生可能エ
ネルギーを用いる発電投資への投資回収の不確
実性を低減させ、これらに対する投資を促すこと
写真．COP21 パリ会合の会場

で再生可能エネルギーの導入拡大の加速化を担

（出典：著者撮影 2015.11．26）

っている。また、導入拡大が加速すれば、設備の
量産化が進み、現時点では他のエネルギーに比し
て割高な再生可能エネルギーのコストダウンが

２．わが国の太陽光発電の現状

進展することも期待される。なお、再生可能エネ

わが国では、低炭素社会を目指して、2050年ま

ルギー電気に関する特別措置法において、日本経

で温室効果ガス排出量を60％～80％削減するこ

済産業大臣は毎年度、該当年度の開始前に調達価

とを目標に設定している。計画では様々な具体的

格と調達期間を決定する。再生可能エネルギー電

な目標と行動計画が示されているが、太陽光発電

力買取制度開始を受けて、再生可能エネルギーは

については導入量を2020年に現状の10倍、2030年

順調に導入が進み、2012年度においては、4 月か

には40倍にすることを目標している。また、発電

ら 12 月末までに、117.8 万 kWの設備が運転を

電力量に占める「ゼロ･エミッション電源」(再生

開始した。
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図 2. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度のしくみ(出典：資源エネルギー庁 HP)

２．研究の概要

図 3 太陽光発電の余剰電力買取制度のしくみ
(出典：資源エネルギー庁 HP)

３．中国の太陽光発電の現状と展望

このように、海外依存度が高いわが国エネルギ

中国はここ数年、急速な経済発展を成している。

ー自給率の向上や、地球温暖化対策、さらに日本
のものづくり技術を活かした環境関連産業の成

一方その裏には、かつての水俣病・イタイイタイ

長にも大きく貢献できるものと期待される。

病・四日市喘息などわが国や欧米などの先進国が
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たどってきたように、経済発展と同時に公害や環

図4.では、中国一次エネルギー供給及び自給率

境問題に直面している。中国の環境汚染の現状に

の推移を示した。中国は1978年の改革開放以来、

ついて、2011年12月15日「国家環境保護第12次５

エネルギーの消費拡大が顕著となった。特にエネ

カ年計画に関する通達」においては、次のように

ルギー全体消費の７割以上を占めた石炭燃料が、

述べられている。

2000年と比較し約倍近く増加。中国では現状多く

「当面、我が国では全般的な環境悪化の趨勢は

の石炭発電所は脱硫装置がなく、二酸化炭素、硫

まだ根本的に食い止められておらず、環境問題に

黄酸化物など大気汚染の原因物質が大量に撒き

はさらに顕在化し、引続き増大している。一部の

散らされる。また、同図では中国の一次エネルギ

重点流域・海域の水質汚濁が深刻で、一部の地

ー自給率は全体的に安定しているが、石油自給率

域・都市では大気中に深刻なスモッグが頻繁に現

が1995年以降中国国内の生産量が消費量に追い

れ、多くの地域の主要汚染物質排出量は環境容量

つかず、対外依存度が年々高まっている。

を上回っている。さらに、農村での環境汚染は悪

このため、エネルギーは、国民生活や経済活動

化しつつあり、重金属、化学品、残留性有機汚染

の基盤をなすものであり、その安定供給の確保は

物質による土壌、地下水などの汚染が深刻化して

わが国と同じく喫緊の課題であるとともに、環境

いる。一部の地域では深刻な生態系破壊が発生し、

問題の対応のため、太陽光・風力などの再生可能

生態系機能が退化し、このため生態系の脆弱化が

エネルギーの導入促進など、エネルギー消費構造

憂慮されている。（中略）同時に、総人口の増加

転換の大きな柱となっている。

傾向、工業化、・都市化の急速な進行、エネルギ

このように、中国はじめアジア諸国の内発発展

ー消費量の急激な上昇に伴いつれて、前述の汚染

のためには、太陽光発電をはじめとする再生可能

物質の発生量は引続き増大し、経済成長への環境

エネルギー導入促進が、必要不可欠であり、その

制約はますます厳しくなることと推測される。
」

促進策の策定・提示を進めて参りたい。

図4.中国の一次エネルギー供給の推移
（ 出 典 ： エ ネ ル ギ ー 白 書 2 0 1 3 ）
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図表 1 マグウェ地区の農村（著者撮影）

1. 序論
本研究は、ミャンマー中央乾燥地域におけるイ
ンフラ普及を対象にソーシャルビジネスが果た

このような状況の中でインフラ整備は経済発

す役割について分析を行う。
ミャンマーでは 2015

展のために不可欠な要素である。電力については、

年に国家電化計画が制定され、2030 年までの 16

国家電化計画により、2020 年までに 100％電化が

年間に電力のユニバーサルアクセスを達成する

達成されることになっているが、そうした国家主

ことになっている。これまで、主にソーシャルイ

導の計画と並行してソーシャルビジネスが果た

ノベーション分野において、ソーシャルビジネス

す役割についてはこれまで研究がされてこなか

や適正技術が開発や経済発展に与える影響につ

った。本研究では、マグウェ地区でのフィールド

いての研究がなされてきた 1)。本研究では、比較

ワークをもとに理論研究を進めていく。

制度分析を用いて、インフラ普及における国家計
2．これまでの検討状況

画とソーシャルビジネスの補完性に着目し、ソー
シャルビジネスの果たす役割を明らかにするこ

過去 2 年間にわたり現地でフィールドワークを

とを目的にする。昨年度までにミャンマー中央乾

実施し、インフラの整備状況を確認するとともに

燥地域であるマグウェ地区に入り、現地調査を行

現地の人々の行動様式を観察した。インフラが整

ってきた。当地の農村の一部には電力や上水など

備されていない農村の一部では、ソーラーパネル

のインフラ設備があるが、多くの農村ではこうし

や太陽光発電を利用した簡易伝統や懐中電灯な

たインフラが整備されていない。乾燥地域で気候

どが使用されていた（図表 2，3）
。

が厳しいこともあり、農業主体の経済で貧困状態
にあるのが現状である（図表 1 参照）。

図表 2 農村で使用されるソーラーパネル（著者
撮影）
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ともあり、電力インフラと水インフラの相互補完
性を利用するソーシャルビジネスのモデルや国
家計画による電力インフラ普及におけるソーシ
ャルビジネスの役割の検討を行うことになった。
そこで、今年度は国家電化計画の内容を詳細に
分析し、どのような形でソーシャルビジネスが役
割を果たしうるか検討を行った。
3．結果
まず、国家電化計画 2)は 16 年で電化を達成す
図表 3 農村で使用される簡易電灯と懐中電灯

るという非常に野心的な計画である。電化は既存

（著者撮影）

のグリッドに近い地域から始められる。グリッド
から離れた辺境の農村の電化は計画の後期に行

価格が下がったこともあり、ソーラーパネル

われる。そのため、今後 10 年以上もの間電力イ

は現地の人々にとっても身近になっている様子

ンフラが整備されない地域が存在することにな

がうかがわれた。

る。国家電化計画は、大きくグリッドとオフグリ

また、現地で深井戸の掘削現場を訪れ、村の

ッドの 2 つの部分から構成されている。オフグリ

人々が主体的に参画し井戸が建設される様子を

ッドでは以下のような課題があるとされる

観察した（図表 4）
。

（World Bank, 2015）
。
①ビジネスモデルの妥当性
農村開発部は、オフグリッド地域では、家庭用
機器の無償配布とそれ以外の部分は自助努力に
任せるというある種極端な施策を行ってきてい
る。こうした「ビジネスモデル」は中長期的には
持続可能ではないと考えられている。家庭用太陽
光発電システムを無償で設置しているが、無償配
布は各種経済的なインセンティブを喚起しにく
く、また、使用者のオーナーシップも得にくい。

図表 4 深井戸掘削の様子（著者撮影）

メンテナンスについては各世帯に任されており、
機器の適切な管理にも限界が見える。また、自助
努力に任せる形では貧困層が取り残されるとい

現状では、こうした深井戸の掘削は開発援助に

う懸念が残る。

よる資金をもとに行われることが多く、自立性を
持たない。深井戸の普及を加速するためにはソー

②制度的なキャパシティの欠如

シャルビジネスなど自立性を持つ仕組みが必要
であるとの結論に至った。こうした考察から私た

農村開発部の電化関連のプログラムは全面的

ちは、適正技術を用いたソーシャルビジネスによ

に政府予算に依存している。今後、農村開発部は

る仕組みを検討することにした。

電化に関して戦略策定や実施などを行っていく
が、現状ではそのための能力が欠けており、キャ

また、2015 年に国家電化計画が策定されたこ
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パシティの構築が課題となる。同様に、地方政府

欠如しており、それが電化を進めるうえで障害と

や農村部でも電化を進めるためのキャパシティ

なる可能性がある。

構築が必要となる。また、ミャンマー全体にいえ

こうした深刻な課題を抱える一方で、これまで

ることであるが、金融機能が未発達であり、資金

の取り組みを通じて蓄積されたキャパシティも

調達が大きな課題となる。他の一部の途上国と異

ある。農村開発部は、これまで国内に多くのスタ

なり、マイクロファイナンスなどの民間の地域に

ッフを配置し、現地でのコンサルテーションなど

根差した分権的な金融の仕組みも未発達である。

を行い、地方政府や現地の企業などと密接な関係

こうした制度的なキャパシティの欠如を乗り越

を築いてきた。そのため、現地に関する情報の蓄

えていくことが課題となる。

積があり、電化においてどの農村やプロジェクト
を優先すべきかといったことが共有されている。

③家庭用太陽光発電機器やミニグリッドのコス

また、これまでオフグリッドの地域では、家庭用

トと使用者の支払い能力の乖離

の太陽光パネルや各種ミニグリッドが導入され

辺境の農村に住む世帯の支払い能力は低く、仮

てきたこともあり、地域によっては民間の企業群

にマイクロファイナンスなどの金融の仕組みが

が育っている。こうした条件は、辺境のオフグリ

あったとしても、家庭用太陽光発電機器やミニグ

ッド施策にとって有用である。
それでは、こうした課題を抱える中、ソーシャ

リッドのコストを負担できない状態である。

ルビジネスはどのような役割を果たすことがで
きるだろうか。ソーシャルビジネスは主に途上国

④良質な機器に関する知識不足
民間の企業や使用者、農村開発部にも良質な機

の貧困層を対象に行うビジネスのことである。支

器に関する知識が不足しており、良質な機器とそ

払い能力が低く、一人当たりの消費額が大きくは

うでない機器との区別がつかない状態にある。

なくとも、貧困層の人口は非常に大きく、製品や
サービスの販売方法や価格付けなどを工夫する
ことでビジネスとして成立させることができる。

➄未発達な金融システム
金融システムが未発達であることから、オフグ

また、ソーシャルビジネスは現地での雇用を生み

リッド発電機器を設置する企業が資金調達を行

出すなど経済発展にも寄与する可能性を持って

うことが難しい状況にある。また、消費者につい

いる。ソーシャルビジネスの利点は、ビジネスの

ても金融機能が著しく未整備な状況にある。多く

手法を利用して社会的な課題を解決する可能性

の場合、1 年間の固定金利で担保付きの預金など

を持つことである。加えて、ビジネスの手法を利

の単純な金融機能のみ存在する状況である。また、

用することにより持続可能性を付与することが

マイクロファイナンスについては、100 以上のラ

できる。開発援助の補助金などは多くの場合期限

イセンス保持者がいるものの多くは都市部近く

があり、補助期間の終了後に持続可能性を持たせ

に集中し、農村部では機能していないのが現状で

ることは一般に難しい。ソーシャルビジネスは社

ある。農村部では、Proximity Designs というソ

会的課題への対処と事業性の両立という困難が

ーラーランタンに対してマイクロファイナンス

あるが、一度仕組みが成立すると持続可能性を持

を提供する組織があるのみであり、農村部でのマ

つという利点がある。また、ビジネスはステーク

イクロファイナンスの発達が待たれている。

ホルダーのインセンティブを喚起し、自助努力を
促すという利点もある。
ミャンマーの電化計画のオフグリッド部分で

⑥消費者の意識の欠如

はこうしたソーシャルビジネスの利点に注目し

消費者の電化計画に関する意識や情報、知識が

83

ている。既存の民間企業の参入を見込むことは難

ルビジネスを導入するためには有効に機能する

しいが、ソーシャルビジネスの導入により課題へ

ビジネスモデルの策定が必要である。ビジネスモ

の対処ができるのではないかと考えられている。

デルを現地で試し、その結果をもとにビジネスモ

具体的には、オフグリッドでの家庭用発電装置や

デルを改良していくという過程が重要となる。次

ミニグリッドの導入が考えられている。ミャンマ

年度以降はこうした有効なビジネスモデルの策

ーでは既に、オフグリッド地域では、ディーゼル、

定を中心に研究を進めていく。

小水力、太陽光、バイオマス、風力などによるミ
ニグリッドが導入されている。こうしたミニグリ
ッドは再生可能エネルギーを利用した持続可能

註

な電力供給の仕組みでもあり注目されている。適

1) 例えば、菅原秀幸・大野泉・槌屋詩野 (2011)、

正技術を用いたソーシャルビジネスを導入する

野 村 総 合 研 究 所 (2010) 、 C.K. プ ラ ハ ラ ー ド

ことができれば、これまで政府主導で行ってきた

(2010)などを参照されたい。

オフグリッド部分の施策にビジネスの要素が加

2) 国家電化計画については World Bank (2015)に

わる。また、同時に現地に根差した技術の導入を

詳しい。本章の同計画についての記述の多くは

行い、現地経済の発展を促すことも期待できる。

World Bank (2015)に基づいている。

ソーシャルビジネスの発展は、マイクロファイナ
ンスなどの金融システムの発展を促す契機とな

参考文献

る可能性を秘めている。このようにソーシャルビ
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本年度の研究では、ミャンマーの国家電化計画
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を子細に検討し、ソーシャルビジネスはオフグリ

World Bank (2015) “Myanmar - National
Electrification Project” Report No. PAD1410

ッドの計画の課題に対処するために有効である
ことを確認した。しかしながら、実際にソーシャ
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う学校の教員においても固定観念があることか

１．はじめに

ら、就職先はほとんどなく、学校に在籍できる期

スリランカには障害者数の正確な統計がなく、
全人口の何パーセント障害者がいるのか、どのよ

間が終了すると家に引きこもることが多いこと

うな種類の障害のある人が何人いるのかといっ

が明らかになった。そこで今回の調査では、数少

たことを知ることができない。一般的に障害者に

ない知的障害者を雇用している企業の一つであ

対する支援は、他の障害のない人の暮らしが一定

る Sahan Sevana の訪問し、スタッフやその家族

程度充実した後に対応されることが多く、スリラ

への聞き取り調査を行うことで、スリランカの知

ンカもそうであるが、内戦終了後 10 年が経過し

的障害者の直面する課題を抽出し、有効は支援の

た今、少しずつではあるものの障害者に対する制

方法を模索する。

度の構築や先進国からの支援を政府が求め始め
（２）対象地域

ている。

研究対象であるスリランカは人口約 2000 万人、

そこで、スリランカの障害者の現状を把握する
とともに、その中でも知的障害者に焦点を当て、

国土面積は北海道の約８割である。首都はスリジ

彼らの就学及び就労が可能になるインクルーシ

ャヤワルダナプラコッテだが、最大都市はコロン

ブな社会の構築に向けての支援の可能性や課題

ボである。多民族・多宗教国家であり、多数派の

を検討していく。

シンハラ人（主に仏教）、少数派であるタミル人
（主にキリスト教）そしてムスリム人（イスラム

２．これまでの検討状況

教）などがおり、さらにゆるいカースト制度も残

（１）検討の背景と目的

っている。2009 年に 26 年間続いた内戦が終結し、
一見和平が保たれているようであるが、民族間の

2015 年 2 月に行ったスリランカの特別支援教

しこりはまだ残っている。

育の実態調査では、現地で活動する JICA の青年
海外協力隊（以下、JOCV という）の任地を訪問し

WHO によると、人口の約 10％は障害者であると

た。その際に、特別支援学校にはもちろんのこと、

言われていることから、概算でも約 200 万人の障

通常の学校においても知的障害又は発達障害の

害者がスリランカ国内にいると推測できるが、統

疑いのある子どもが非常に多く存在した。ただ、

計が存在しないことから正確な数字は定かでは

学校で出会う障害のある子どもたちは、身の回り

ない。民族によって住む地域、通う学校が異なる

のことが自分で出来るという比較的に障害が軽

ことから、少数民族になればなるほど障害者に対

度であった。しかし、知的障害が軽度であっても

する対応が遅れていることが推測される。

就学先が少なく、さらには職業訓練校の数も少な
い。
「知的障害者には何を教えても IQ が低いから
覚えられない、何もできるようにならない」とい
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をしている。職業訓練以外にも、ファンドレイジ

３．知的障害者の就労に関する調査
現地調査では、主として Sahan Sevana の訪問

ングのためのカード作りや裁縫、他の知的障害者

および家庭訪問による聞き取り調査、そして知的

団体との交流も行っている。また、知的障害のあ

障害者団体である Ceylon Association for the

る子供持つ親や特別支援の教員に対しても知的

Mentally Retarded (CAMR)を訪問した。

障害に関する知識や接し方などのトレーニング
も行っている。知的障害者の居場所、学ぶ場所の

1) Sahan Sevana

提供から始まったこともあり、
「教師と生徒」とい

Sahan Sevana はスリランカの大手製菓会社であ

う上下関係が色濃く存在している。

る Ceylon Biscuit Group の障害者雇用の部署で
あり、2010 年１月 18 日から開始した。その前身
は、
日本の NPO 法人ぱれっとインターナショナル・
ジャパンが 1999 年から 2009 年までの 10 年間、
自立生活が困難な状況に置かれているスリラン
カの知的障害者を含めた障害者の就労の場を確
保し、クッキー作りの技術支援を行っていたが資
金困難のため閉鎖となった。その後を Ceylon
Biscuit Group が CSR として受継ぎ、現地 NPO 法
人として Sahan Sevana を設立し今に至る。現在
従業員は障害者スタッフが 13 名（男性 9 名、女
性 4 名、年齢は 20〜39 歳）そしてサポートスタ
ッフが 4 名いる。全従業員への聞き取り調査及び
6 名の家庭訪問をして家族への聞き取り調査を行
った。さらに、Ceylon Biscuit Group の担当者に
も聞き取り調査を行った。サポートスタッフと障
害者スタッフの関係が非常に良好であり、良い信
頼関係を築けている。クッキー製造の各過程で担

クッキー製造をしている障害者スタッフ

当する障害者スタッフが分かれているが、それぞ
れ自分の仕事に自信を持っていることがうかが
４．調査結果及び考察

える。

１）自立した生活に向けた取り組みの必要性
Sahan Sevana はスリランカ社会の知的障害者

2) Ceylon Association for the Mentally

に対する認識をパラダイムシフトさせ、その効果

Retarded (CAMR)
スリランカの知的障害者組織のパイオニアで

による社会の変革を主たる目的としており、技術

ある CAMR はいわゆる知的障害者に対するデイサ

支援のみならず障害者スタッフの自信を構築す

ービスを行っており、現在 20 名前後の知的障害

ることを目的とした支援も行っている。それは働

者が通っている。知的障害のある子どもの居場所、

いてお金を稼ぐことに加えて、一人でのバス通勤

学ぶ場所を作ろうとしたことから始まり、現在は

や稼いだお金で家族にプレゼントをするなど、自

知的障害者の職業訓練を主に行っている。3 名の

分の意思で生活をしていくことにある。バスでの

教師が常駐しており、レベルに応じてクラス分け

通勤は何度も練習をし、バスの運転手にも降りる
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バス停を彼らに知らせることを依頼している。少
しずつではあるが彼らを取り巻く社会に変化を
与えている。周囲のわずかな配慮で知的障害者の
出来ることが増えていき、彼らの自信につながっ
ている。一方 CAMR では「知的障害者は一人での移
動はできない」と考えていることから、毎日親が
送り迎えをしている。常に誰かと共に行動するこ
とは自分の意思表示をする方法がなく、自立して
行く手立てを失わせていると言える。
２）障害者政策策定の必要性

スリランカの大手製菓会社である Ceylon Biscuit Group

家庭訪問での聞き取り調査で明確になったこ

障害者雇用の部署にて

とは、スリランカ政府による障害者政策策定の必
要性と社会全体の意識改革である。家族は障害児
３）社会の意識改革の必要性

が学齢期である時には「通える学校があるかどう
か」や「特別支援学校ではなく通常の学校に通わ

前出の１）自立した生活に向けた取り組みの必

せたい」という思いがある。これは障害の度合い

要性とも重なる部分であるが、社会の障害者に対

にもよるが特に軽度の知的障害の場合は、「周囲

する固定観念や意識の改革を行なっていく必要

に知的障害であるとわからないようにしたい」と

がある。
「知的障害者は IQ が低いから何もできな

いう思いが強い。そして成人になると「結婚」に

い、一人では移動できない」といった固定観念が

ついての悩みが出てくる。具体的には、親が他界

知的障害者に深く関係する立場の人（家族や教員）

した後の財産管理についてが主な悩みである。状

などが持っていること、また信仰している宗教の

況は各家庭によって異なるが、兄弟や親戚がいる

教えの中で、「前世の行いが悪かったから障害者

場合は独身でいる限り家族が財産管理をするこ

が生まれた」と信じていることなど、どれも間違

とができるため「今ある財産を全て残すためには

った固定観念であり、そのような考えが「障害」

結婚して欲しくない」と考え、頼れる人が周囲に

を生み出している。このような固定観念を改革し

いない場合は「一人では管理が出来ないので彼又

ていくには、Sahan Sevana のような良い事例を知

は彼女を大切にしてくれる人であれば誰でもい

ってもらうようなボトムアップの支援が必要で

いから結婚して欲しい」と考えている。日本には

あることに加え、政府による障害者に対する考え

「成年後見制度」があるため、親が高齢となり財

方の変革や政策の策定といったトップダウンの

産管理が出来なくなった時もそのためだけに結

支援の両方が必要であると言える。

婚を求める必要がない。この問題は非常に重要で

現在日本の支援も JICA が各地に JOCV を派遣し

あるため、スリランカ政府の早急な対応が求めら

ているのみであり、その効果が最小限となってし

れる。

まう課題があるため、担当省庁への専門家の派遣
など、トップダウンとボトムアップの双方で支援
が求められる。
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1. はじめに
世界の５歳未満乳幼児死亡原因の第２位は下

事業が進行している７）。一方、農村部では未だ水

痢性疾患である１）。特に途上国では下痢性疾患に

道普及率が都市部に比べ極めて低いが、近年、一

よる健康被害は深刻であり、その対策として安全

部の地域では軒下給水管のような簡易水道がみ

な水の確保、衛生的なトイレ、石鹸を用いた手洗

られるようになった。しかし、農村部住民の簡易

いに関する研究がなされてきた。これらの対策の

水道利用と手洗いの関係について実態調査を行

内、石鹸を用いた手洗いは安価で簡便な手法であ

った研究事例はほとんどない。
そこで本研究では、カンボジア農村部の簡易水

り、下痢性疾患罹患率を約 50%にまで低減するこ
２）

とが証明されている 。加えて、適正な手洗いに

道が整備された世帯（以下、水道整備世帯）と未

は水道のような流水が必要とされており、流水と

だ整備されていない世帯（以下、未整備世帯）を

石鹸による手洗いの細菌学的効果に関して明ら

対象に、手洗い前行動ごとの水供給設備使用と洗

かにされたものや３）、流水による手洗いが難しい

浄剤使用状況、各種洗浄剤の手洗いへの使用状況、

注１）

のような流水代替装置と

家計支出状況に関する実態を明らかにし、簡易水

石鹸を用いた手洗いの効果に関する研究４）等がな

道整備と石鹸を用いた手洗いとの関係性につい

されてきた。

て考察する。

地域では Tippy Tap

世界と同様にカンボジアにおいても５歳未満
乳幼児死亡原因の第２位は下痢性疾患であり５）、

2. 調査地概要

その対策は喫緊の課題となっている。カンボジア

調査対象地は首都プノンペン市中心部から南

における手洗いに関する先行研究や情報は多く

東に約 30 km の距離に位置するカンダール州スヴ

はないものの、農村部住民の手洗いへの意識、手

ァイリエン郡ルー村を選定した。居住人口は約

洗い行動、手洗いに使用する洗浄剤を調査した上

900 人である．本研究では水道整備世帯 19 世帯と

で、手洗い促進には経済的かつ文化的に妥当な流

未整備世帯 59 世帯を選定した。また、調査世帯の

６）

水供給装置が必要であることが報告されている 。

家族の平均人数は水道整備世帯で約 6.4 人（大

このように、カンボジア農村部においても手洗い

人：約 4.2 人、約 2.3 人）
、未整備世帯で 約 6.0

に使用することができる流水の普及が必要とさ

人（大人：約 3.6 人、子供：約 2.3 人）であっ

れている。

た。聞き取り調査を行う際は、世帯主の男性もし
くは配偶者である女性を回答者とし、男女比率は

1992 年以降、 JICA と北九州市水道局の技術協

男性が約 30 ％、女性が約 70 ％であった。

力により、現在の首都プノンペン市における水道
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に縦軸には前述の手洗い前行動 10 項目、横軸に

3. カンボジア農村部住民の一般的な水利用お

は洗浄剤の種類として液体石鹸、固形石鹸、食器

よび手洗い状況

洗剤、洗濯洗剤、その他の計５項目を設定したチ

カンボジア農村部では一般的に表流水、雨水、
地下水等の多様な水源利用がなされている。住民

ェック欄を用意した。このチェック欄を使用する

はこれらの水源を約 0.5 ㎥の水瓶に混合貯水し、

際は手洗い行動ごとに使用する各種洗浄剤項目

生活用水や飲用水として利用している。この水瓶

について聞き取りし、筆者が印をつける方法とし

貯水を手洗いに使用する際は、約１L 容量の手桶

た。

で水瓶から貯水をくみ取り、左右の手を交互に洗
(4) 家計と水および洗浄剤への支出額状況

浄するか、もしくは貯水を汲み入れた盥の中で手
を洗浄する。また、手押しポンプにより汲み上げ

全家計支出額に対する水代および洗浄剤への

る地下水を手洗いに使用する際は、一方で他者に

支出状況を把握するため、支出項目として水代、

ポンプを稼働させ、流出する水で手を洗浄する。

洗浄剤代、食費、教育費、医療費、石炭代、ガス
代、電気代、その他の９項目を質問票に設けた。

4. 手洗いおよび水供給設備に関する調査方法

聞き取りの際、各調査世帯の 1 ヶ月 1 世帯当たり

(1) 概要

の各項目への支出額を記録した。なお、カンボジ

2015 年 12 月 10 日から 15 日までの期間で、前

アの主要通貨単位である米ドルとカンボジアの

述の選定世帯を対象に質問票を用いた聞き取り

公定通貨単位であるリエル（１ドル≒約 4000 リ

調査を行った。手洗いおよび水供給設備使用状況

エル）を混合した回答を得たが、本研究では米ド

に関する質問内容は下記に示す。

ルに換算した数値を使用している。また、各支出
項目の金額を合計した値を１世帯１ヶ月当たり
の全家計支出額とみなした。

(2) 手洗い前行動ごとの水供給設備使用状況
水道整備世帯と未整備世帯における手洗い前

5. 水供給設備使用状況、手洗い状況および家

行動ごとの水供給設備使用状況を比較するため、

計支出状況に関する結果

質問票を用いた聞き取り調査を実施した。質問票

（１） 手洗い前行動ごとの水供給設備使用状況

中に縦軸には手洗い行動として農作業、農作業以

水道整備世帯と未整備世帯において、どのよう

外の仕事、掃除、料理、餌付け、動物接触、排泄
時肛門水洗い、排泄時紙類使用、おむつ取り換え、

な行動後にどの水供給設備を使用するかを明ら

その他の計 10 項目を設定し、横軸には水供給設

かにするため、手洗い前行動ごとの水供給設備別

備の種類として水道、手押しポンプ付き井戸、水

使用者割合を表１に示す。水道整備世帯において

瓶、その他の計４項目を設定したチェック欄を用

水道の使用はみられるが、水瓶の使用者割合が圧

意した。このチェック欄を使用する際は、手洗い

倒的に高い。また、未整備世帯では水道整備世帯

行動ごとに使用する各水供給設備項目について

に比べ手押しポンプ付き井戸の使用がみられる

聞き取り、筆者が印をつける方法とした。

が、水道整備世帯と同様に水瓶利用の割合が高い。
このように各世帯の水瓶使用者割合は他の水供
給設備より高く、手洗い行動別にみても水瓶が多

(3) 手洗い前行動ごとの各種洗浄剤使用状況
水道整備世帯と未整備世帯における住民の手

く使用されている。このことから、現状の水道整

洗い前行動の比較に加え、どのような行動後にど

備世帯で水道は利用されてはいるが、未だ伝統的

の種類の洗浄剤を利用するかを把握するため、質

な水瓶の貯水利用が多く水道整備と未整備世帯

問票を用いた聞き取り調査を実施した。質問票中

における手洗い行動の差異はみられなかった。
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表１

手洗い前行動ごとの水供給設備別使用者割合

水道整備世帯（n=19）
水道

手洗い前
行動項目
農作業
農作業以外の仕
事
掃除
料理
動物餌付け
動物接触
排便時
紙類使用
排便時
肛門水洗い
乳幼児の
オムツ交換
その他

注１）

利用
(%)

未記入
（%）

手押し
ポンプ
付き井戸
利用
未記入
(%)
（%）

未整備世帯（n=59）

水瓶

その他

利用
（%）

未記入
（%）

利用
(%)

未記入
（%）

手押し
ポンプ
付き井戸
利用
未記入
（%）
（%）

5

95

5

95

63

37

0

-

5

16

84

-

100

79

21

0

-

7

16
16
11
16

84
84
89
84

5
-

95
100
100
100

79
79
47
42

21
21
53
58

0
0
0
0

-

7
5
5
3

5

95

-

100

11

89

0

-

2

37
21
21
21
53
58
89

水瓶

その他

利用
（%）

未記入
（%）

利用
（%）

未記入
（%）

64

0

-

0

-

0
0
0
0

-

2

36
17
17
20
46
49
98

0

-

83
83
80
54
51

16

84

-

100

79

21

0

-

7

21

80

20

0

-

11

89

-

100

37

63

0

-

2

41

-

95

-

100

0

100

0

-

2

59
97

0

5

63
100

0

-

3

「-」はデータ無し

表２ 水道整備世帯の手洗い前行動別の各種洗浄剤使用者割合（％）
農作業
洗浄剤
品目

液体石鹸
固形石鹸
食器洗剤
洗濯洗剤
その他

利用
21
5
16
21
-

未
記
入
79
95
84
79
100

農作業
以外の
仕事
利用
未
記
入
47
53
5
95
16
84
21
79
100

掃除
利用
47
5
16
21
-

手洗い前行動項目
餌付け
動物
接触

料理
未
記
入
53
95
84
79
100

利用
42
5
21
21
-

未
記
入
58
95
79
79
100

利用
11
26
16
-

未
記
入
89
100
74
84
100

利用
11
0
26
16
-

未
記
入
89
100
74
84
100

排泄時
紙類
使用
利用
未
記
入
0
0
0
0
100

排泄時
肛門
水洗い
利用
未
記
入
32
68
16
84
5
95
16
84
100

注１）

網掛け部分は表４中の水道未整備世帯の使用割合より高い割合を示した箇所を示している。

注２）

「-」はデータ無し

おむつ
取替え
利用
16
16
16
11
-

未
記
入
84
84
84
89
100

その他
利用
-

未
記
入
100
100
100
100
100

表３ 水道未整備世帯の手洗い前行動別の各種洗浄剤使用者割合（％）
農作業
洗浄剤
品目

液体石鹸
固形石鹸
食器洗剤
洗濯洗剤
その他

利用
15
17
17
32
-

未
記
入
85
83
83
68
100

農作業
以外の
仕事
利用
未
記
入
27
73
22
78
20
80
32
68
100

掃除
利用
29
27
20
34
-

手洗い前行動項目
餌付け
動物
接触

料理
未
記
入
71
73
80
66
100

利用
25
22
22
31
-

未
記
入
75
78
78
69
100

利用
17
15
14
19
-

未
記
入
83
85
86
81
100

利用
15
17
10
19
-

未
記
入
85
83
90
81
100

排泄時
紙類
使用
利用
未
記
入
0
100
2
98
0
100
0
100
100

排泄時
肛門
水洗い
利用
未
記
入
14
86
27
73
15
85
36
64
100

おむつ
取替え
利用
17
12
7
14
-

未
記
入
83
88
93
86
100

その他
利用
-

未
記
入
100
100
100
100
100

注１）
「-」はデータ無し

（２） 家計と水および洗浄剤への支出額状況
水道整備世帯と未整備世帯に共通して、排泄時紙

水道整備世帯と未整備世帯の家計支出と水お

類使用後の水瓶使用者割合は排泄時水洗い後に

よび洗浄剤への支出状況を比較するため、各世帯

比べ極端に低かった。これは排泄時に紙類を使用

の項目別支出額を表４に示す。

することで、排泄時水洗いのように直接手指を汚

水道整備世帯は未整備世帯に比べ全家計支出

すことがないことため、手洗いがなされないと推

額が約 0.8 倍と低く、水道整備世帯は未整備世帯

察される。なお、後述の手洗い行動ごとの各種洗

に比べ低所得であった。しかし、これは村の水道

浄剤の使用者割合で、排泄時紙類使用後の各種洗

整備に際し軒先給水管が設置された世帯が元々

浄剤使用者がほぼみられなかったことも同様の

貧しい家庭であったためと予想される。このよう

理由であると考えられる（表２と表３参照）
。

な状況の下、水道整備世帯の家計に占める水代の
割合は未整備世帯の約２倍を示しているため、水
への支出は家計の負担となっている可能性があ
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ると考えられる。また、洗浄剤への支出額は未整

果となったが、村の水道整備に際し軒先給水

備世帯に比べわずかに低いものの家計支出に占

管が設置された世帯は元々貧しい家庭であっ

める割合は同程度であり、水道整備の有無に伴う

たためと予想され、水への支出は家計の負担

洗浄剤への支出割合の違いはみられなかった。

となっている可能性がある。

以上のことから、貧しい状況下で軒下給水管が

(5) 以上のことから、現状の農村部では簡易水道

整備された水道整備世帯では水道への支出が家

の整備による水供給設備の使用の変容はみら

計の負担となっている可能性があることと、必ず

れないことと、水道整備世帯では手洗いに用

しも水道整備が洗浄剤への支出に影響を及ぼす

いる洗浄剤品目が適正なものに移行している

とは限らないということがわかった。

可能性が示された。なお、水道普及に伴う手
洗いに使用する洗浄剤品目の変化については
今後の検討課題とする。

表４ 項目別支出額
支出項目
水代
洗浄剤代
電気料金
燃料代
ガス料金
石炭代
衣服費
教育費
医療費
食費
その他
全家計
支出額

水道整備世（n=19）
ドル/
%
世帯/月
6.1
3.2
8.5
4.4
10
5.3
19
9.7
3.0
1.6
0
0
1.8
1.0
43
22
18
9.4
83
43.2
0.39
0.2
193

100

未整備世帯（n=59）
ドル/
%
世帯/月
3.6
1.4
10
4.0
10
4.2
49
20
3.7
1.5
0.34
0.1
8.3
3.3
49
13
20
8.1
112
45
0
1.4
248

注
注１） 流水が得られない地域における入手
可能な材料を用いた簡易の流水代替
装置

(1)

100

(2)
6. 結論
本研究でカンボジア農村部における簡易水道
を整備した世帯と未整備世帯を対象に、水供給

(3)

設備使用状況、手洗い状況、および水と洗浄剤

(4)

への支出状況について実態調査した結果、以下
のことが明らかとなった。
(5)

(1) 聞き取り調査結果によると、手洗いに使用す
る水供給設備については、水道整備世帯で水
道使用はみられるものの、両世帯ともに水瓶

(6)

の使用者割合が圧倒的に高い。
(2) 水道整備世帯は未整備世帯に比べ液体石鹸に
よる手洗いの機会が多く、未整備世帯では洗
濯洗剤による手洗いの機会が特に多い。

(7)

(3) 項目別支出額に関する聞き取り調査結果によ
ると、水道整備世帯と未整備世帯の洗浄剤へ
の支出割合はほぼ同様であるが、水道整備世
帯では水道利用による水への支出があるため
未整備世帯より水への支出割合が高い。
(4) 水道整備世帯の所得は未整備世帯より低い結
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Youth Behaviors toward Social Networking Service (SNS) and its Effect on their
Learning Environment as Study Tool – A Case Study of Nepalese Youth
1. Research Context

2. Research objectives

In present situation of education in Nepal, there
is a satisfaction growth in quantitative result of
youth education; however there is a lack of
expected achievement in terms of quality and
sustainable education. At the other side, there
should not be ignore the increasing ratio of
youth as user of SNS and from SNS youth can
take essential advantages towards aspects of
improvement in education. Therefore to
consider the two different situations of youth,
this study try to explore that SNS can be
supportive to enhance quality education as
effective learning tool.

Can SNS be an effective learning tool to
enhance quality education? What effects are
caused on education by using SNS in trending
behavior of the youths? This research has set
its objectives and goal based on these curious
questions. Under these objectives, the first
purpose of this research is to recognize the
reason of using SNS, and explore the effects of
SNS in daily activities of youth and on their
education. Objective of research are specified in
following points.
1.

In recent years, social networking services have
not affected in one particular aspect but in
different aspects of our lives directly or
indirectly. Among them learning behavior of
youth is one of the important aspects, which has
been effected allegedly by use of social
networking services.

2.

3.
4.

To centralize the aspects of youths using social
networking services, this research analyses the
youths’ behavior (how youth use SNS?) toward
social networking services; which is divided into
3 significant variables they are: (1)
Communication, (2) Sharing, (3) Finding and
Learning. Concerning to the above 3 variables,
this research aims to examine the impact of SNS
on learning environment of youth.

3.

To identify the impact of social networking
service (SNS) on youth’s daily activities
and on their education.
To analyze the perception of youths
toward SNS between the understanding
and its actual use.
To evaluate social networking service as
an effective learning tool to enhance
quality education.
To promote SNS’s advantages on
education to develop quality education of
youth.
First phase of study and its survey area

In order to cover all the youth of Nepal as well
as considering the geographical diversity, this
research has been studied in 3 different phases
(1) Living abroad, (2) Urban area and (3) Rural
area. In this report, the first phase of research is
centralizing as Nepalese students living in
abroad for study purpose. Although there is
gradual increment in technical equipment in
Nepal, it is far behind comparing to developed

Specially, as this research is concentrated on
new generation, the youths of age between 1530 are taken as research data samples for the
study.
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countries. Hence assuming differences in
environment and equipment used in studies by
Nepalese students studying in developed
countries, thus they are taken as first phase data
for the research.

based on these 3 pilot areas where it was
collected: 47% from Japanese Language
Institutions, 27% from Vocational Colleges and
26% are from Universities. Because of course
limitation to obtain language ability which is
therefore not enough credits for admission easily
in university in Japan, the number of Nepalese
students in university is less than Japanese
language institution and vocational college as
the data represents.

Students of all levels studying in different
schools, colleges, universities or any
educational institutions are taken as research
area. Nowadays, due to highly number of
Nepalese students residing in Japan, it has
become the most popular destination for
Nepalese students among 45 different countries.
According to the statistics of Japanese
Government Foreign Statistic 2015, recently
55,236 Nepalese live in Japan for different
purposes in which the number of students is
20,278 by 2015; the number of Nepalese
students coming to Japan has grown rapidly over
the years.

Figure1.

4. Methodology and data collection
Although qualitative method is given more
emphasis than quantitative in this research, for
qualitative analysis, numbers of data are equally
important to obtain qualitative results, so both
methods are used. Survey questionnaire is
considered as the main scale to analyze and data
collection. The survey questionnaire has
consists 2 section; the first section consists 3
parts regarding to respondent’s (1) general
description; (2) educational description and (3)
descriptions related to SNS.
Likewise, the second section consists 2 parts for
the analysis of ‘SNS behavior’ and its ‘relation
with education’ this second section’s questions
are prepared based on Likert Measurement Scale
(John H Wilson, 2010). During the data collection,
the data of n=96 respondents were collected face
to face whereas the data of n=56 respondents
were collected from web-based collection using
Google questionnaire form.

Survey area (source: by Google map)

This research has allocated Tokyo city, Saitama
prefecture, Chiba prefecture and Nagoya
city/Gifu prefecture as study areas because of
large number of Nepalese students is living in
these areas. Data was collected 58% from Tokyo,
24% from Nagoya city/Gifu prefecture, 3%
from Saitama prefecture and 2% from Chiba
prefecture. Data was collected by face to face
and web-based questionnaire. Beside of
allocated areas, some other area’s data was
included which is 7% from Fukuoka prefecture,
3% from Kanagawa prefecture, 1% from
Okinawa prefecture and 2% from Shizuoka
prefecture.

In the first phase of survey, the goal of data
collection was for 150 and according to the
target respondent, 152 data were collected.
Among which n=110(72%) are male and
n=42(28%) are female.
As the Facebook is most popular site among
youth 85.5% out of total respondent are using
Facebook as their personal profile, respectively
Youtube (47.4%), Google+ (37.5%), Twitter
(21.7%), Instagram (18.4%) are being used by
respondents as their personal profile and other
purposes. Beside these ratios, 11.2% of
respondent are using MySpace, Pinterest, etc.
There are 4.6% of total respondent has found
who don’t use SNS as their personal profile.

Different educational institution of selected
survey area was divided into 3 different pilot
areas; i) Japanese language Institution, ii)
Vocational college, and iii) University. Data are
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as in neutral component.

5. Behaviors of youth to use SNS as
significant variable
5.1 Communication
Analyzed data of respondent are explained in 3
variables (behavior of SNS use by youth) that
are communication, Sharing, Finding and
Learning respectively.

Figure3. Frequency of user to use SNS as for Information
Sharing

In this data, youths have taken SNS information
sharing as most suitable platform after
communication. According to the collected data,
20% have shared their opinions or views
through SNS, 19% have mostly shared photo,
music or video. When answering the question;
How often you share your study content on your
SNS profile?, then 41% answered for sharing
often whereas 29% answered for sharing
sometimes. There are 29.6% denied to share
their study content in SNS; this data might be
come from those respondents who are using
SNS not for educational purposes.

Figure2. Frequency of user to use SNS as for
communication

In terms of behaviour of youth toward SNS use;
in this finding, communication has become
initial purpose of users to use SNS. Youths are
using SNS more to communicate with their
families, friends, relatives and classmates.

5.3 Finding and Learning

The frequency of communication with friends
has been found with 61.1(%) where 36.8(%) are
discussing their study content with their friends
and classmate. By the component of ‘How much
you discuss your study content, problem,
homework with your friends during the
communication in SNS?’ there are 37%
answered=usually, 38% answered=sometimes
and 35% answered= never. In this component
‘Usually’ have been measured in ‘Several times
a week’ and ‘Sometime’ measured in ‘Once a
week’ to analyze the data. This frequency of data
shows that the use of SNS as communication
behavior has effected to certain limit on
education of the youths.
5.2 Information Sharing

In hypothetical presumption; the information
can be shared for the use of other resourceful
material i.e. the respondent A intend to share
his/her study content within his/her friendship
circle through SNS then he/she has to find out
his/her desirable content of using any resources,
it may be books or study resourceful services
through internet. Due to this behavior of using
SNS by the youths, has directly or indirectly
affected on their education and they have
developed the habit of searching the necessary
source for the subject matter. This has developed
the trend of using the educational material
available on internet. On the basis of this
presumption under this section of analysis, 32%
of respondent are using SNS as the study
purpose.

In general, the information sharing is one of the
common factor of SNS, this research consent
with the frequency of 40.1(%), where 46.7(%)
are usually sharing their personal status in SNS
pages. Those who are sharing their study related
content the frequency has came out with
44.4(%), however 28.9(%) frequency are found

Likewise, while selecting the answers of the
question; Are you using any resourceful
sources/material with the using of SNS? -Q28,
the frequency has been seen with 72% of
respondent have used different sources for
information sharing. This intention can enhance
the finding and learning behaviour of SNS user
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in terms of learning purpose.

Figure6. Youth behaviours toward SNS and its
effectiveness to enhance quality education

Figure4. Frequency of user to use SNS as for Finding and
Learning

The behaviors of youth toward SNS has been
motivating to establish the attitude of searching
and finding, it has enhanced group discussion
and
shared
study
content
among
friendship/classmate circle and its makes them
convenience to communicate online to offline as
well as it has helps to build social relationship
among different communities’ youths in one
network. SNS has been seen as resourceful
venue to connect one another for social
interaction, which has become supportive tool
for learning environment.

According to this analysis of 3 variables, in
comparison to communication, though less
youth use for finding and learning purpose
however, there has been a direct effect on
finding and learning behavior while discussing
study content sharing during communication
and sharing.
6. Reliability of SNS as a Study Tool
According to figure 8, under average frequency
percentage, 40% respondents have strong view
regarding to SNS as an effective learning tool
and 32.5% have neutral constant view. Similarly,
37.4% respondents take SNS as unsuitable to
use as learning tool.

Moreover, SNS has its own qualities which can
be estimated both positive and negative. It can
be an effective learning tool to enhance quality
education of youth however, user should have
knowledge to identify its benefit and make a
proper guideline to get benefit from it.
Expectedly, SNS has help to obtained quality
and sustainable education in youth education as
modern invention of ICT.
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井上 常史
Role of Japanese companies to reduce environmental solid waste load generated by them in
countries such as Thailand
— Aiming to create a sound-material cycle society through private initiative—
けている」。今後の投資・貿易と環境の関係を考

1. 研究の背景及び本報告のテーマ選定

察するための興味深い研究の一つである。最近の
近年においても日本企業のＡＳＥＡＮ地域に

研究の傾向は、環境負荷をライフサイクルで業種

おける原材料・製品製造のための工場建設や、環

毎に捉える等、ミクロなアプローチが一般的にな

境改善ビジネスの一環である最終処分場等の施

りつつある。

設建設に際し、地域住民、関係 NGO が、施設の

筆者は標記の研究において、CO2（気体）のよ

建設に反対する場合がある。新たな投資により建

うに自由に移動せず、最終的に地域単位で比較的

設される施設の環境負荷や既に建設された工場

その量の確認が容易な廃棄物負荷の研究を進め

の環境負荷の蓄積を懸念することから生ずる行

ている。前年度の報告書では、主に研究計画を報

動と考えられる。これらの環境負荷は主に関係二

告した。その後筆者は、固形廃棄物管理指標の一

国間の経済活動の一環としての投資・貿易に起因

つである「廃棄物発生バランス指標（BIWG：

している。

Balance Indicator of Waste Generation）
」を構築

投資・貿易と環境の研究は、1970 年代から海

してきた。BIWG を算出するためには、各国の廃

外を中心に開始され、1990 年代には実証的な研

棄物発生量が必要であり、本年度はこの推定方法

究も盛んになったが、貿易と環境、あるいは、投

にフォーカスして報告する。

資と環境という区分（投資・貿易の両者を含めた
環境との関連の議論は無かった）で議論される場

２．これまでの研究状況

合が多かった。J. Anthony Allan（1999）は、
「農
産物・畜産物の生産に要した水は、農産物・畜産

（1） 研究計画

物の輸出入に伴って売買されていると仮定した、

研究計画を図 1 に示した。
この研究計画の上 2/3

バーチャルウォーターの概念」を発表した。その

は筆者の研究計画を、下 1/3 は、国際共生社会研

後、環境負荷と水輸出入の議論が盛んになった。

究センターの全体計画の概要を記載している。ま

一歩踏み込んだ研究の一例として、和気洋子他

た、上段の左側の赤い矢印は、現在までの進捗状

（2004）は、産業連関分析とシミュレーションを

況を示している。

用い、
「日韓 FTA の締結による日韓合計の生産の
増加に比較して環境負荷は増加しないと結論づ
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②今回の研究：第 3 章で説明する。
(4)進捗状況及び本報告の位置付け
進捗を図 1 に赤矢印で示した。
本年度研究した固形廃棄物管理指標の一環と
しての廃棄物発生バランス指標（BIWG）を説明
する。
①定義式
BIWGAB

＝

log(WIBA2 ＋ WIAB2)1/2

×

(arctan((WIAB/ WIBA )－(π/4))) ・・・①
WIAB：投資・貿易に関して A 国に起因し B 国
図1

で発生する廃棄物

筆者の研究計画とセンタ－の計画（筆者作成）

WIBA：投資・貿易に関して B 国に起因し A 国
(2) 研究目的

で発生する廃棄物

①研究全体の目的：タイを含むＡＳＥＡＮ地域
及びアフリカ地域において、その国へ進出したあ

BIWGBA についても逆の関係で定義できる。

るいは進出を予定する日系企業が、できるだけそ

②BIWG の特徴

の国の国情に左右されずに日系企業共同体とし

Ａ国とＢ国間の投資・貿易に関して、Ａ国に起

て、安全・安心に廃棄物（含、リサイクル物）の

因してＢ国に廃棄物を蓄積する度合いを示す無

処理を実施し、環境負荷低減により循環型社会構

次元の相対バランス指標。BIWGBA は逆の関係を

築へ貢献する事業実施の基礎モデルを構築する。

示す。

②今回の研究目的：固形廃棄物管理指標算出の

③BIWGAB の解釈

基礎となる各国の廃棄物発生量推定のための基

正の値で大きい程、Ａ国がＢ国に廃棄物蓄積を

礎的研究を実施する。

依存していることになり、0 で相互の依存度が等

(3) 対象地域

しくなる（ニュートラル）。逆に負の値で小さい

①研究全体の対象地域：日本とタイの関係を中

程、Ｂ国に起因してＡ国に廃棄物を蓄積依存して

心とした、ＡＳＥＡＮ地域及びアフリカ地域。

いることを示す。BIWGBA は逆の関係を示す。

②今回の研究対象地域：日本の例で研究。

④BIWG 算出の課題
BIWG は、BIWG を構成する各要素に基づき算

(4) 研究の内容・方法
①研究全体：研究期間は 3～4 年を想定し、大

出するが、この過程で基礎となる重要な要素は、

きく二区分している。前半は、固形廃棄物排出管

関係各国で発生する産業廃棄物量（工場等で事業

理指標を作成し、貿易・投資における世界各国の

活動に伴って生じた廃棄物）とごみ（その他の一

二国間における相対的な廃棄物発生の依存度を

般廃棄物）である。可能な限り公表されている一

把握する。後半では、この廃棄物の発生依存度を

次統計値を用いて BIWG を算出する。

最小化するための事業運営概念モデルを研究し

しかし、発展途上国では廃棄物発生量の統計が

た後に、タイ等を事例として具体的な事業運営モ

未整備であり、これらの廃棄物発生量を推定する

デルを構築する。この事業の運営に当っては、固

必要がある。廃棄物発生量を推定する方法の一例

形廃棄物管理指標を活用する。

を今回報告する。

更に、ＡＳＥＡＮ地域及びアフリカ地域向けの
展開を研究する。
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３．日本のマクロ廃棄物発生量のモデル

なって年 1 回「国民経済計算年次推計」を発表し

(1)目的

ており、これらの過去のデータも、長期の統計デ

各種統計値が整備されている日本のデータを

ータとして公表されている（総務省：政府統計の

活用したマクロ廃棄物発生量モデルを作成し、各

総合窓口(e-Stat)参照）。経済活動別の実質 GDP

国のマクロ経済データから廃棄物発生量を推定

データ（2000 年基準）を用いた。使用したデー

する簡便な方法の可能性を検討する。

タの年次は、産業廃棄物とごみの発生量データに

(2)課題

対応している。
(4)日本の廃棄物発生量重回帰モデルの作成

総額の GDP（国内総生産）と廃棄物発生量の
関係については比較的多くの研究がある。吉澤佐

①基本的考え方

江子

他(2004)も、主にヨーロッパ各国の総額

GDP は三面等価の原則から、生産・支出・分

GDP と廃棄物発生量の関係式を作成し、将来の

配の三側面から考察することができ、それぞれの

廃棄物発生量を推定した。しかし、ある二ヶ国が

データを使用することができる。第 3 章の(2)節で

同じ総額の GDP を示したとしても、産業構造が

記載した課題のような事前の産業構造に応じた

異なれば廃棄物の発生量は変化してくると予想

グルーピング等を避けるため、生産側面から経済

される。この不具合を避けるため、吉澤佐江子

活動別に算出した GDP を使用し重回帰モデルを

他(2004）は関係式を求めるに当って、各国をグ

作成する。経済活動別に細分された GDP を用い

ルーピング（基準は明確ではないが産業構造を反

ると、それぞれの値が産業構造を直接示している

映したグルーピングと思われる）した後に、グル

ので自動的に産業構造を加味したモデルを作成

ープ毎の関係式を作成している。

することができる。
重回帰式は、①式のとおりであり、目的変数を

別の方法としては産業連関表等を用いた推定
が存在するが、産業連関表等は未整備な国が多く、

廃棄物発生量、説明変数を経済活動別の GDP（12

また、解析方法も複雑になってくる。当研究で対

の経済活動に区分）とした（表 1 参照）
。
�� = ∑��
��� ��� ��� � �� ・・・①

象としているような発展途上国において適用す

計算は、Microsoft Excel 2010 を使用した。

るには無理が生じる。
従って本報告では、各国で比較的普遍的に整備
されているマクロ経済データを用いて、廃棄物量

表 1 記号と添え字の意味（筆者作成）

推定における産業構造の特殊性クリアできる簡

記号

便な方法を日本のデータを用いて検討する。

��

(3)使用データ
日本では環境省が中心となって年 1 回産業廃棄
物と一般廃棄物の発生量調査が実施され、「産業
廃棄物排出・処理状況調査報告書」及び「一般廃
している。これらの過去のデータも、長期統計デ

味

単位

廃棄物発生量(目的変数)

千 ton/年度

���

経 済 活 動 別 実 質 GDP( 説 明 変

十億円/年

���

偏回帰係数

��

棄物の排出及び処理状況等について」として公表

意

数)(2000 年基準)

回帰定数

m

1：産業廃棄物、2：ごみ(一般廃棄物)

n

1：農林水産、2：鉱、3：製造、4：建設、5：電気・

ータとして公表されている（総務省：政府統計の

ガス・水道、6：卸・小売、7：金融・保険、8：不

総 合 窓 口 (e-Stat) 参 照 ）。 産 業 廃 棄 物 発 生 量

動産、9：運輸・通信、10：ｻｰﾋﾞｽ、11：政府ｻｰﾋﾞｽ、

（ 1980,1985,1990~2008 年 度 ） と ご み 発 生 量

12：対家計民間非営利ｻｰﾋﾞｽ

（1980~2008 年）のデータを用いた。
マクロ経済データについては、内閣府が中心と

99

(5)結果

前 者は 日本の 先進 国性を 表現 する基 礎と なる

①重回帰式

GDP であり、両廃棄物の基礎発生量を担ってい

産業廃棄物発生量の重回帰式は②式、ごみ発生

る。後者のサービス業は金融・保険業に比較して
各国で普遍的に存在し、これが発達する段階にな

量の重回帰式は③式である。
（産業廃棄物発生量）=0.938×（製造業 GDP）

ると廃棄物の発生量も抑制されてくる。

+4.451×（金融・保険業 GDP）－0.385

②式の産業廃棄物発生量は、製造業 GDP が正

×（サービス業 GDP）+198673・・・②

で、工場等に特化して廃棄物が発生することを示

（ごみ発生量）=－0.0751×（製造業 GDP）

している。③式のごみ発生量は、製造業 GDP が

+0.630×（金融・保険業 GDP）－0.048

負で、ごみが工場等そのものから発生するもので

×（サービス業 GDP）+44021・・・③

はなく、製品の消費により発生するものであるこ
とを示していると考えられる。

②重回帰式の信頼性
重回帰式の信頼性に関する係数等を表 2 に纏めた。

(7) 日本の重回帰モデルの他国への適用
先進国である日本においては、経済活動別の

表 2 重回帰分析結果の信頼性（筆者作成）

GDP と廃棄物発生量のよい重回帰モデルが得ら

項目

産業廃棄物

一般廃棄物

れた。この手法を用いて産業構造の多様性がある

観測値

21

29

ヨーロッパ各国やデータが整備されている発展

0.95

0.91

補正 R2

途上国等でモデルを作成し、手法の検証を図る。

偏回帰係

大きい順に、金融・保険、 大きい順に、金融・保険、

数の|t|値

製造、ｻｰﾋﾞｽ

製造、ｻｰﾋﾞｽ

偏回帰係

ｻｰﾋﾞｽの 0.062 を除け

ｻｰﾋﾞｽの 0.063 を除け

数の P 値

ば、0.05 未満

ば、0.05 未満

般式の改良を進める（シンプルな式の作成）と共

多重共線

事前の説明変数間相関

事前の説明変数間相関

に、事業運営モデルの構築を開始する。また、今

性

係数検討で 3 変数選択

係数検討で 3 変数選択

回報告した日本の重回帰モデルを他国へ展開し、

４．今後の計画
固形廃棄物管理指標の一つである BIWG の一

妥当な廃棄物発生量の推定方法を把握する。

観測値の数は多くはないが、現状世界各国で得
られるデータ数は多くともこの程度であると推
定される。両廃棄物の補正 R2 は 1 に近く、よく

参考文献

近似されたモデルになっている。|t|の値から目

1) J. Anthony Allan” Water Stress and Global

的変数に与える影響の大きい説明変数の順番は、

Mitigation:

Water,

Food

and

Trade”,

金融・保険業、製造業、ｻｰﾋﾞｽ業である。P 値はサ

http://cals.arizona.edu/OALS/ALN/aln45/allan.htm

ービス業を除けば 5%の有意水準をクリアしてい

l, referred on November 19,2015.
2) 和気洋子、藤野純一、鄭雨宗、竹中直子(2004)．日韓

るが、サービス業においても 10%の有意水準はク
リアしている。多重共線性を避けるため、事前に

FTA と環境評価の政策シミュレーション分析．「三田

説明変数間の相関係数を検討し説明変数として、

商学研究」
、46 巻、6 号、p29-48．
3) 吉澤佐江子、田中勝、Ashok V. Shekdar(2004)．世界

製造業 GDP、金融・保険業 GDP とサービス GDP

の廃棄物発生量の推定と将来予測に関する研究．第 15

の 3 変数を選択した。

回廃棄物学会研究発表会（2004）
、講演論文集、pp38-40．

(6)考察

4) 総 務 省 . 「 政 府 統 計 の 総 合 窓 口 (e-Stat) 」 .

②式と③式の偏回帰係数に着目すると、両式と
も金融・保険業 GDP が正で大きく影響しており、
サービス業 GDP は負で、逆の影響を示している。
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https://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.d
o?method=init[アクセス日: 2017 年 1 月 30 日].
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開発途上国における村落給水が与える開発効果と
持続可能性についての考察
― ミャンマーの事例から －
国際共生社会研究センター

リサーチアシスタント

大学院国際地域学研究科

博士後期課程
森 晶子

A Study on Development Impact and Sustainability of Rural Water Supply at the Developing Countries
Case Study of Central Dry Zone, Myanmar

1.

うみだし持続可能性を見出している村落１村の

背景
軍事政権に終止符をうち 2012 年に民主化へと

データを用いたケーススタディの結果を報告す
る。

動き出したミャンマー連邦共和国（以下、ミャン
マー）で、衛生的な水源が確保されているのは

2.

69.5％（urban 86.7％、rural 62.7％）である 1)。安

研究目的・手法

全な飲料水と基礎的衛生設備の利用が一要素と

上述した背景の中、同地域は、給水施設の維持

して影響与える 5 才未満児死亡率は、72 人（1,000

管理の責任を有する水管理委員会の設立ガイド

2)。ミャンマーの村落部で持続

ラインの整備や施設の減価償却を考慮した料金

的に衛生的な水を確保することは、持続可能な開

設定ガイドラインの整備が求められている 6）。そ

発目標（SDGs）達成のために必要な急務の課題の

の一助とするべく深井戸を適切に維持管理し持

一つである。

続可能性を見出している村落の実態を明らかに

人につき）である

研究対象地域であるミャンマー中央乾燥地域

し、村落給水が与える開発効果と財務面からみた

は、ミャンマー政府が村落給水状況の改善に優先

持続可能性について考察する。

課題と位置づけており、「全村落に最低１箇所の

筆者らは、文献、BAJ の資料をもとに検証をすす

給水源を開発すること」を目標とする「村落給水

め、ナパリン村での聞き取り調査を行い同村の開

10 か年計画」
（2000－2001 から 2010－2011）を策

発状況を解明するとともに、同村の給水管理委員

定した 3）。一方で、80 年代に供与のあった井戸が

会がまとめる会計帳簿 2002 年から 2014 年まで

、毎年、既存井戸の 5％程度

を分析した。尚、ここでは現在価値法を考慮しな

寿命を迎えており

4）

が老朽化のため使用不可能になっている 5）。

い。

ミャンマーはこれまで軍事政権により外国人
の移動や研究・調査活動が制限されていた背景が

3.

あり先行研究や論文が限定的である。筆者らが所

(1) ミャンマー中央乾燥地域概要

ナパリン村におけるケーススタディ

属する特定非営利活動法人ブリッジ エーシア

ミャンマーの中央に位置する中央乾燥地（マ

ジャパン(以下、BAJ)が 1999 年よりミャンマー

ンダレー地域，マグウェイ地域及びザガイン地

中央乾燥地域にて実施する村落給水事業に注目

域）では，ミャンマー総人口の約30％（1,538万

し、深井戸を適切に維持管理し村落に開発効果を

人：2014年ミャンマー国勢調査）が生活を営ん
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でいる。同地域の降雨量は年間400～880ミリメ

同村は当該地域では比較的、大きな村落で井戸

ートルと少なく，5月～10月の雨期に不均等に集

の水量・水質ともに良好であることが特徴として

中しており，ミャンマーの中で最も暑く乾燥し

挙げられる。

た地域である。生活用水はため池や地下水に依
存しているが，小さなため池や浅井戸は乾期に

表 1：ナパリン村の世帯数・家畜数の変化

なると水源の枯渇・水質悪化により使用できな

（出典：村からのデータに基づき筆者作成）

いことが多く，女性や子供が村から数キロメー
トル以上離れた水源まで往復して水汲みを行わ
なければならない等，安全な水の安定的な確保
が困難である8）。
ミャンマー政府は，中央乾燥地において安全

2001年
398
1,990
300
200
300

世帯数
人口（人）
牝牛（頭）
雄牛（頭）
ヤギ（頭）

2014年
417
2,112
400
160
400

な水供給を促進するため，
「村落給水整備10か年

牝牛の用途は、水運搬と繁殖である。雄牛の用

計画」
（2000～2010年），
「村落給水整備5か年計

途は、水運搬と農作業である。水運搬目的の牛

画」（2011～2016年）に基づき水源開発を実施し

利用頻度が減ることが雄牛頭数の減少原因と考

ており，2015年3月時点で，中央乾燥地にある全

えられる。ヤギは繁殖させ生計向上目的に集約

16,341村落のうち14,630村落については，各村落

飼育されている。繁殖と販売を繰り返すため頭

に，安全で安定的な生活用水を供給できる給水

数は一定ではないが増加傾向にある。

施設が少なくとも1箇所設置されている。一方，
残る1,711村落（うち半数以上において深井戸に
よる給水が必要）に対する水源開発が喫緊の課
題となっている9）。

(3) 井戸ができる前の水源
井戸が完成する前の村人たちの水源は、村の
中にあるため池2か所と河川の水をひいたパイプ
ラインと3.2km離れた場所にある小規模ダムだっ
た。それぞれの水源までの距離と水汲みにかか
った時間と取水可能時期は、以下の通りであ
る。
表 2：井戸が出来る前のナパリン村の水源データ
（出典：村でのヒアリングに基づき筆者作成）
水源

場所

片道距離（Km)

1 村の中のため池（2か所） 北部・南部

図1：ミャンマー中央乾燥地マンダレー地域ニャンウ

2 パイプライン（河川）

幹線道路沿い

ー 郡 （ 出 典 ： Myanmar Information Management Unit

3 小規模ダム

山沿い

時間
料金
牛車20分
1 徒歩30分
無料
牛車20分
1 徒歩30分
無料
牛車2時間
3.2 徒歩1時間半 無料

取水可能時期
７月～10月
年間可能（但し不定期）
12月～6月

(MIMU) http://www.themimu.info/ 元に筆者作成）

(4) 機会費用減少の算出
(2) ナパリン村基礎データ

井戸ができる前は、同村の村落住民は村の中

同村は幹線道路から 1 km ほど中に入った場所

のため池に水がある時はため池の水を使用し、

にあり、町へのアクセスが良い村である。同村は、

ため池の水が枯れた場合は時間をかけて山沿い

2001 年に UNICEF（国際連合児童基金）によっ

の小規模ダムまで水汲みに行っていた。

て井戸掘削がされ、BAJ がポンプ供与し貯水タン

井戸ができた後は、村の中で待機時間も含めて 10

クは村人自身で建設し 2001 年 12 月より井戸が

分で水汲みが可能になった。裕福層（牛車使用）

使用され始めた。

と貧困層（天秤棒）の 2 ケースを設定し同村の井
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戸完成後の年間機会費用の減少を上記、計算式

の隣に貯水タンクが設置され効率的に給水活動

(1) を使用して図 2 に示した。但し、ここでは、

ができるように工夫されている。同村には、

井戸が完成する前に不定期に給水されていたパ

11,500ℓ容量の貯水タンクが設置されている。

イプラインの使用は考慮しない。雨季にため池か

井戸水の売上げから、その時の燃料代や水販

ら水汲みすることは、井戸ができる前後で変らな

売人への給与が支払われた。この地域の特徴と

いことから、乾季（年間井戸稼働日）の機会費用

して、井戸ができても年間を通しては使用され

の減少を算出した。

ない。雨季の間に雨水をためたため池に水があ

表2を根拠に乾季に裕福層は2時間、貧困層は

る場合は、無料であるため池の水が生活用水と

1.5時間、それぞれ1回の水汲みに時間がかかって

して使用される。ため池の水が枯れる時期や期

いたが村内に井戸が完成してから両層も0.17時間

間は、その年の気候や雨量によって様々であ

で1回の水汲みが可能になった。井戸が完成した

る。同村の記録によると年間の内、半年からほ

後は、j≧1のときw=7で、井戸完成前は、j=0のと

ぼ1年間、井戸を稼働している。
水管理委員会の役割の一つに井戸水売上金の

きw=6となる。

管理がある。毎日の井戸水売上金は帳簿に記載
し、村の中で保管管理される。同村の2002年か
ら2014年の帳簿を表5に示す。井戸水売上げは合
計で380万円相当である。年々、井戸稼働日数及
び井戸稼働時間が増加傾向にあり、2009年から
ほぼ年間を通して井戸が使用されている。それ
に伴い井戸水売上額も増えていく傾向にある。
表 3：ナパリン村の井戸管理帳簿データ
（出典：村からのデータに基づき筆者作成）
年間収支額

井戸稼働時間 井戸稼働日数

井戸水売上額

（時間/年間） (日/年間）

（MMK/年間） (MMK/年間）

累計残高

図 2：井戸完成後の裕福層と貧困層の機会費用の

2002

538

240

627,086

360,000

減少（出典：筆者作成）

2003

344

240

786,400

177,250

537,250

2004

435

270

1,142,208

700,575

1,465,825

通貨：1円＝12.2Ks（2016年9月22日）

2005

624

300

1,436,071

691,820

2,157,645

注1）
：日当額は村人への聞き取り情報

2006

421

180

2,096,752

602,855

2,760,500

2007

743

300

3,673,950

1,646,360

4,406,860

2008

700

300

3,707,843

2,163,620

7,270,480

2009

1,117

360

5,776,971

3,927,745

11,310,725

井戸完成後から13年間にわたる世帯当たり機会

360,000

2010

977

330

3,830,965

2,514,515

14,100,240

費用の減少は裕福層で28,000円相当、貧困層で

2011

607

360

3,208,396

1,535,500

15,899,840

2012

877

360

4,482,896

2,823,960

19,023,800

170,000円相当となった。裕福層より貧困層に大

2013

1,033

360

4,703,198

3,331,730

23,104,530

2014

2,021

360

10,299,029

-3,357,340

2 0 ,2 3 2 ,6 9 0

きく裨益していることがわかった。

通貨：1円＝12.2Ks（2016年9月22日）

2014年は、近隣の村で外資企業によるオイル
(5) 井戸水売上金の推移と使途内訳

掘削がありそのために必要な井戸掘りのために

村落給水事業が開始すると水管理委員会が設

同村の井戸水が販売された。従って、井戸稼働

置され、井戸が完成するとその維持管理、委員

時間や井戸水売り上げが突出して伸びている

会の運営を行った。特に、井戸使用開始当時か

（表3）。井戸水売上額を使用して村落電化を行

ら村に住む一人のビジネスマンがセクレタリ

ったため年間収支額はマイナスとなっている

ー、エンジン操作者、会計係を兼務し中心的な

（表3）。他用支出の内訳は、表4 に示す。

役割をはたしてきた。通常、当該地域では井戸
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表 4：ナパリン村の井戸水売上げ使用した他用支

によると 380 万円相当の井戸水売り上げをう

出内訳（出典：村からのデータに基づき筆者作成）

みだし、これまで 200 万円相当の支出してき

内容
1

た。うち井戸修繕に関する支出は 10％にあた

金額（Ks）

小学校関連（土地・校舎建

る。残りの 180 万円相当の積立金は、村落に

11,686,320

必要な教育や社会開発目的、小学校建設、ク

設費など）
2

その他＊

1,652,481

リニックで使用する薬代、植林活動、井戸完

3

電化（仮払い）＊＊

8,500,000

成 10 周年記念式典費用、
電化に投資された。

合計



21,838,801

村の中に井戸が出来たことによって乾季も
村の中で給水が可能となった。そのため、水

通貨：1円＝12.2Ks（2016年9月22日）
＊
：2．その他の内訳は、クリニック薬代、役所支払い、
植林、表示板作成、井戸完成 10 周年式典、東北大震災寄
付費用など
＊＊
：3．電化目的に上記以外に村内にあるパゴダ基金か
ら 6,500,000Ks、青年基金から 2,500,000Ks、電気基金
4,500,000Ks 合計 22,000,000Ks(180 万円相当）かけて政府
の送電（220V ほぼ 24 時間使用可能）を可能にした。
2015 年には 200 世帯が希望し屋内配線が完了した。村内
電化したことにより井戸稼働のための動力にエンジン・
発電機を使用していたが、政府送電を利用した電気配線
3 相に変え井戸稼働にかかる燃料代が減少している。

運搬労働時間が軽減し各世帯家計へも正の
影響与え生活が豊かになった。天秤棒で水運
搬する貧困層のほうが牛車で水運搬する裕
福層より機会費用の減少が大きく貧困層に
より裨益する結果となった。


井戸建設費回収時期見込みを算出するモデ
ルを示したが、同村は 14 年間（特需含む場
合、特需含まない場合は 15 年間）で回収で
きたことになる。同村のグッドプラクティス

(6) 井戸建設費回収可能時期

の要因について、今後の研究継続が求められ

表 3 によると同村は 2014 年末の時点で

る。

20,232,690Ks(約 168 万円)が手元にあることにな

引用文献

る。2014 年は、表 4 の No3 にある電化（仮払
い）については、既に村落内の電化が終了し全

1) Department of Population Ministry of Immigration and

ての初期投資額は回収された。従って、同村の

Population, 2015：The 2014 Myanmar Population and

手持ち金額は約 239 万円となる。過去 2 年間の

Housing Census, Highlight of the Main Result Census

平均積立金額は約 22 万円（但し、電化への投資

Report Volume 2-A

www.dop.gov.mm

は除く）と算出されることから 2015 年末の時点

2) 国際連合児童基金：世界子供白書

統計表, 2015

で約 261 万円の積立金があることになり、回収

3) 国際協力機構：ミャンマー連邦中央乾燥地村落給水計

可能時期となったはずである。実際に、2015 年

画準備調査報告書, 2011

末の決算時には約 253 万円が手元にあり回収可

4),5),8) 国際協力機構:ミャンマー国第二次中央乾燥地村

能時期に達した。2014 年の特需を外して考慮し

落給水計画準備調査報告書, 2016

ても翌年の 2016 年末には回収可能時期となる。

6),9) 外務省:ODA 政府開発援助ミャンマー第二次中央乾
燥地村落給水計画
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/press/shiryo/page23

4．結論

_000601.html

本研究では、深井戸を適切に維持管理し持続可

7) 束村康文、木村信夫、新石正弘：日本の NGO による

能性を見出している村落の実態を明らかにし、村
落給水が与える開発効果と財務面からみた持続

ミャンマー中央乾燥地域の村落生活用水供給事業の

可能性について考察した結果、以下のことが明ら

実施、第 14 回国際開発学会報告論文集、2002

かとなった。


同村の 2002 年から 2014 年までの会計帳簿

104

Ⅱ．持続可能なビジネス

１．活動概要

平成 28 年度国際共生社会研究センター 研究概要

持続可能なビジネスチーム活動概要
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）

准教授

テーマコーディネーター
Report on annual activities of Sustainable Business Team

藤稿

亜矢子

1. 序論
「持続可能性(Sustainability)」という言葉は、大きく分けると 1)将来世代へもこの地球（およびその
資源）を受け渡していくという意味での持続可能性、と 2) 現在世代における不公平を失くし、すべて
の国、地域、そしてその人々が地球からの恩恵を等しく享受できるようにするという意味での持続可能
性という意味が内包される。1) は主に、気候変動や生物多様性の損失といった全球的な環境問題への対
応が焦点であり、2) は、先進国による途上国の資源搾取を代表とする、現世代での南北格差問題がその
対象である。そもそも 1) と 2) は密接に関連しており、双方を同時に解決していかなければ真の意味で
の持続可能性は担保されない。このような背景から、
「持続可能なビジネスチーム」は、各研究員がそれ
ぞれの専門分野の視点から、前述の 1）
、2)の持続可能性を担保できるようなビジネスにつながる理論と
実践論の探求を行っている。
テーマコーディネーターの藤稿は、自然保護、環境保全と地域コミュニティの発展という視点から、
それらが急務となっている地域でのフィールド調査を行ってきた。カンボジアでは、生活のための森林
伐採が進む村落において、コミュニティが代替産業として森林保全と観光を両立する Communitybased ecotourism について調査を実施し、こうした観光形態による効果と課題を明らかにした。また、
世界自然遺産を有するパラオにおいては、希少な自然資源であり観光資源でもあるサンゴ礁の一群にお
いて、急増する観光客の負荷が高まっていることから、このような保護区における持続可能な観光形態
を成立させるための観光環境容量（Tourism Carrying Capacity）の設定をめざし、そのフレームワー
クの導入を現地政府と開始した。
島川研究員は、観光産業と倫理という視点から、モルディブにおけるサステナブルツーリズムの現状
と課題についての探求を昨年度から継続して実施している。また、マドリッドに本部を置く国連世界観
光機関(UNWTO)を訪問し、同機関におけるサステナブルツーリズムの考え方や、観光倫理についての
インタビュー調査と意見交換を行い、2017 年の国連持続可能な観光と開発年に向けて日本の産業界へ
の提言をまとめている。
徳江研究員は、ホスピタリティという視点から、小規模で、その土地ならではの魅力を訴求した施設
構成を採用して成功している企業の調査を実施した。日本国内の事例調査からは、その土地にしかない
自然と食材を楽しみ、その土地の人々と触れ合うことが、世界的に見ても重要な観光資源となるという
ことを示し、地方における持続可能な観光の可能性を示唆した。また、スリランカでは、海や山といっ
た自然観光資源を活かしたリゾートの他に、特産物であるお茶や世界遺産にもなっている人文観光資源
をうまくテーマとして取り込んだリゾートが急増していることを明らかにした。
金研究員は観光と地域振興という視点から、広い範囲の地域資源・特性を活用して地域活性化推進に
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取り組むことができるニューツーリズムを研究対象とし、観光立国推進計画として 2007 年〜2009 年の
間に「ニューツーリズム創出・流通促進事業」として実施された国内 143 件の実証事業に注目した。そ
の中で、九州オルレ1の八女コースを現地調査対象地として取り上げ、持続可能なニューツーリズムの開
発手法について考察および整理を行った。結果、観光客が地域の観光名所や地場産業に触れ、地域の所
得創出ができること、自然と生態系の破壊や無分別な開発を防ぐルート設定に地域住民が大きく関わっ
ていたことが分かった。地域住民の自発的な関わりは、オルレという観光資源の維持と、またそれによ
る観光産業の促進において持続可能性を担保するものである。
堀研究員は、詳細かつ膨大な歴史的文献の調査と分析を通して、東洋大学の創立者である井上円了が
唱えた観光立国論について整理し、その今日的意義を考察した。その結果、円了は、明治 21～23(1890)
すわり

年に、政教社発行の雑誌『日本人』において、
「欧米周遊日記」
「 坐 ながら国を富ますの秘法」
「強兵策」
「旅店改良案」と題する一連の論稿を寄せ、外国人旅行者を積極的に誘致し、国を豊かにする方策、す
なわち現代におけるインバウンドによる経済発展に既に言及していたことが認められた。また、注目す
べき点として、観光政策の推進に際し、自然景観や文化財の保護にも十分留意すべきと述べていること
があり、円了の観光立国論は、すでに持続可能性（サステナビリティ）にも言及していたことがわかっ
た。当時にあっては異色ともいうべき政策提言も、その論拠は、いずれも円了本人の欧米各国の実地見
聞に基づくもので、決して奇想天外な机上の空論ではなかったことを明らかにしている。
このように、個別にそれぞれの専門分野において研究活動を行ったほか、堀、藤稿、島川、徳江研究
員は他大学との共同出版である書籍「観光交通ビジネス論」にそれぞれ寄稿した。本書は、大学の講義
で使用できるもの、あるいは政策決定者や現場における実践者が、テキストとして参照できることを目
指したものである。
（2017 年３月出版予定）
また、２月には、カンボジア観光省から観光計画担当官を招聘し、「Sustainable Development and
Tourism: Cases in Cambodia」というミニワークショップを実施した。カンボジアは、国の発展を目指
した国策において観光を最重要産業のひとつと位置づけており、UNWTO の太平洋・アジア支局からも、
サステナブルツーリズムやレスポンサブルツーリズムの実践現場として注目される国であることから、
持続可能な開発と観光についての活発な議論が行われた。

＜写真＞観光業に関わるカンボジアの孤児

＜写真＞モルディブのビーチツーリズム

1

オルレとは、韓国済州島の方言で「大通りから家につながる細い路地」を意味し、平成 19（2007）年から済州島の
海岸沿いなどの自然や地域文化に触れながら歩けるように整備されたトレッキングコースのことである。現在は済州島
を一周できる 26 コースがあり、九州ではこの考え方を導入して観光資源とする試みが実施されている。
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２．研究報告

平成 28 年度国際共生社会研究センター 研究概要

ニューツーリズムの開発手法に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

国際地域学部

助教

金

承珠

The Development of New Tourism
1. 序論
近年、広い範囲の地域資源・特性を活用して

Oliver(1980) の 期 待 不 一 致 理 論 及 び IPA

地域活性化推進に取り組むことができるニュー

（Importance–performance analysis）を用いて

ツーリズムが注目されており、観光庁は観光立国

分析を実施し、九州オルレの八女コースによる地

推進計画として平成 19（2007）年から平成 21

域活性化の可能性について考察することを目的

（2009）年の 3 年間「ニューツーリズム創出・流

としている。

通促進事業」を実施し、全国で 143 件の実証事業
（１）九州オルレについて

を採択し、地域独自の資源を活かした新たな旅行

九州では平成 23（2011）年、東日本大震災や円

商品の創出・流出に国をあげた政策や様々な取り

高などの影響により外国からの旅行者が激減し

組みが行われている。
研究員は、地域資源や特性を活かした持続可能

たことをきっかけに九州観光推進機構は地域振

なニューツーリズムの開発手法について考察お

興や外国観光客の誘致、特に九州を訪れる外国人

よび整理を行うことを目的とし、九州オルレの八

の約 60％を占めている韓国人観光客に対する誘

女コースを現地調査対象地として取り上げ、「持

客を促進する取り組みとして平成 23（2011）年 8

続可能なビジネス」の観点から持続可能な観光地

月に（社）済州オルレと業務連携を締結し、
「九州

づくりの方向性について考察した。

オルレ」というブランドを立ち上げた。社団法人
済州オルレと業務協定を結んだことによって「オ
ルレ」ブランドの使用許可を得たことをはじめ、

2．調査対象地域及び調査方法について
研究員は九州オルレについて文献調査を進め

「九州オルレ」のコース開発及び認定審査、済州

ると共に、平成 27（2015）年 11 月 29 日には九

オルレと同様のコース標識の適用可能、運営に関

州オルレ八女コースにおいて参加者を対象に八

する持続的なコンサルティング提供を受けるこ

女コースの満足度や再訪問意図等に関するアン

とができる。また、九州オルレは基本的に済州オ

ケート調査を行った。持続的な地域活性化を考え

ルレの考え方を尊重しながら九州の環境等を活

る上で観光客の満足度向上はもちろん、再訪問や

かしたコースづくりを行い、平成 24（2012）年 2

周辺の人に紹介する意図すなわち、ロイヤルティ

月に１次コースとして佐賀県の武雄コースを含

を高めて行くこと必要があると考え九州オルレ

む 4 つのコースをオープンして以来、平成 27

の八女コース一周年イベントの参加者を対象に

（2015）年に第 5 次「九州オルレコース」募集が

八女コースの満足度や再訪問意図等に関するア

行われた。

ンケート調査を実施した。そして、観光客誘致や
地域活性化など観光地マネジメントの視点から
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本研究では平成 27（2015）年 11 月 29 日にオ
ープン 1 周年イベントを実施したイベント参加
者の 150 名を対象に八女コース参加者を対象に
参加者属性。満足度、再訪問意図、八女コース
における消費活動などに関するアンケート調査
を実施した。アンケート調査表は参加者に配布
し、郵送にて回収し得られた有効回答は 62 票で
あった。
表１ アンケート調査概要

調査対象地 福岡県八女市 九州オルレ八女コース

図 1． 九州オルレコース

調査対象者 八女コース1周年イベント参加者 （2015年11月29日）

（出所：九州オルレホームページ）

質問項目
（２）八女コースについて
福 岡 県 八 女 市 に あ る 八 女 コ ー ス は 平 成 26

観光客の属性（居住地、年齢、性別）、観光行動（観光形態、頻
度、情報源、利用施設、消費活動）、期待値（行動別期待値）、
満足度（行動別・総合満足度）、再訪問意向、紹介意向

有効回答数 62件

（2014）年、九州オルレの第 4 次コースとして認

（出所：著者作成）

定された。八女コースは八女市の体表的な観光資

（１）観光客の特性

源である八女中央大茶園をはじめ、童男山古墳、

まず、八女コースを訪れた観光客は女性（69.4

丸山塚古墳など八女市の自然や文化に触れなが

％）が多く、年齢は 50 代（24.2%）
、60 代（38.7％）

ら歩くことができるようにハイキングコースを

が半分以上を占めていた。また、居住地は九州が

設定している。さらに、八女コースもコース周辺

98.4％、山口県が 1,6％（1 名）であり、九州から

のレストランや喫茶店で食事や休みをとったり、

は福岡県 86.8％、熊本県 4.9％、長崎県 3.2％、佐

地域の特産品やお土産のお店を利用できるよう

賀県 3.2％、大分県 1.6％と福岡県内からの観光客

なコースになっている。

が 中心 であっ た。 そして 、日 帰りの 観光 客が
96.8％であり、宿泊を伴う観光客はわずか 2 回目
以上の再訪問者は 33.9％に過ぎなかったが、5 回
目から 9 回目の再訪問者は 6.5％と 2 回目の訪問
者 16.4％の次に多かった。旅行形態は個人旅行
51.6 ％ 、 パ ッ ケ ー ジ ツ ア ー 17.7 ％ 、 団 体 旅 行
14.5％の順であった。八女コースは全長 11km の
距離を約 3～4 時間で完歩できるように設定され
ている。今回のイベントに参加した観光客にコー
スを歩く途中、周辺のレストラン利用やお土産購
入有無に関する質問ではレストランを利用した
人は 11.3％と少なかった。レストランを利用して

図 2． 八女コース
（出所：八女市ホームページ）

ない理由としては「イベントでたご汁などが提供
されたから」、
「パッケージに弁当が含まれていた

３．八女コースにおける観光客の満足度や再訪

から」との理由が多かった。しかし、お土産を購

問意図等に関するアンケート調査結果

入したと答えた人が 53.2％であり、観光客の消費
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表 4 八女コース観光客における期待度と満足度

が地元には還元できていると言える。

の比較

（２）観光客の満足度とロイヤルティ
八女コースを訪れた観光客の八女コースの経
験・体験の結果である総合満足度、再訪問意図、
周囲に紹介する意図いわゆるロイヤルティにつ
いて 5 段階で評価した。
観光客の総合満足度は 93.5％、再訪問意図がある
いと答えた人は 75.8％、周囲に八女コースを紹介
する意図がある人は 88.7％と 3 つの項目は高い
割合を占めていた。
表３

八女コース観光客の総合満足度及びロイ

ヤルティ（単位：％）

（出所：アンケート調査分析により著者作成）

観光地において訪問客の満足度が高いことは

（出所：著者作成）

リピーター確保など地域活性化に繋がる重要な

また、研究では現在八女コースの観光客の

要因であると言えるだろう。そのため、持続的

現状を把握した上で、IPA 分析を行うことで

な地域活性化を図って行くためにも観光客の満

今後の八女コースにおける観光開発やマネジ

足度向上はもちろん、再訪問や周辺の人に紹介

メントの課題を把握した。

する意図すなわち、ロイヤルティを高めて行く

表４

必要がある。

八女コースにおける観光客の
IPA 分析

近年、観光客が事前に抱えていた期待と体験
の相互作用が観光満足度に与える影響に関する
研究に良く用いたれている Oliver（1980）が提
唱した「期待不一致モデル（expectation disconfirmation model）」を用いて、八女コース
を訪れた観光客の評価を行った。その結果が表
４であり、
「アクセス方法」のみ、負の不確認
（不満）が生じていること、他の項目に関して
は期待度と満足度の間には正の不確認、つまり

・期待度（Y 軸）平均：3.79

ほぼ全ての項目に満足しているのにも関わら

・満足度（X 軸）平均：3.97

ず、それが訪問者自身の再訪問意図につながっ
ていると言い難いということが分かった。
出所）著者作成
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IPA 分析結果、現在のコース合理性、周辺
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を対象に地域特産品をお土産として配るなど地
元 PR 活動も行われていた。しかし、今回の観光

わる研究の系譜」
専修大学 商学論集、
第 88 号、

客の消費やニーズに関する調査では八女コース
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は県内からの観光客が多く、殆どが日帰り客であ
り、コース周辺のレストランを利用する観光客は
お土産を購入する観光客は少ないことや観光客
の八女コース観光に関する総合満足度は高いも
ののそれが再訪問意図、他人への紹介意図、いわ
ゆるロイヤリティには繋がってないことが分か
った。そのため、八女コースを活かした持続的な
観光地づくりを実現していくためには本調査で
明らかになった課題を解決していく必要がある
といえる。
なお、今後の研究課題として九州オルレの事例
をはじめ、持続的可能な観光地づくりにおける地
域住民（地域コミュニティ）の役割について研究
を進めていきたい。

116

平成 28 年度国際共生社会研究センター 研究概要

環境配慮型ツーリズムの理論と実践に関する研究
−観光環境容量の方法論についての考察−
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）

准教授

藤稿

亜矢子

Methodological discussion on tourism carrying capacity
1. Introduction

economy, society, culture) into the equation led to
doubts about whether or not it could be determined as

It has been long since the term “carrying capacity
(CC)” was introduced in tourism fields. The term has

a fixed value (Diedrich et al., 2011).

originally received wide use in wildlife and range

there are a number of management options for

management where it can be generally defined as

recreation and tourism besides simply limiting visitor

the number of animals of any one species that can

use which include environmental education, zoning,

be maintained in a given habitat (Dasmann 1964),

enforcement, and technological innovation. Thus, now

and the principle of carrying capacity is also reflected

a days tourism carrying capacity (TCC) is more and

in the historical concept of sustained yield in forestry.

more regarded as a managerial tool not as a single

According to Manning (2007), the first application of

magic number (Manning and Lawson, 2003; Diedrich

the term into the management of parks and related

et al., 2011).

Furthermore,

protected areas was in the middle of 1930’s by

As TCC concept is prerequisite for practical

National Park Service in USA. He mentioned that

planning and management of sustainable tourism, this

even the author of the original conceptual analysis

research aims to give a methodological discussion on

with CC had worried that borrowing the term from

TCC based on the literature review in order to provide

range and wildlife management may not have been a

a useful framework for introducing this concept

wise choice, as the term from ecology tends to divert

correctly into actual research in tourism fields. Then,

attention from the equally important experiential and

the developed framework and methodology are

managerial concerns that must be a part of CC as

expected to apply in the filed works in Palau, the

applied to parks and outdoor recreation. Additionally,

world natural heritage.

since substantial studies have applied the term and its
concept differently, appropriate uses of this term in

2. Tentative results

tourism fields have been still in discussion. Early

2-1. TCC context and framework

studies tended to apply the concept as a fixed number

A wide range of literature survey revealed that there

and were primarily linked to ecological and biological

are

variables. However, when attempts were made to

applications by following different contexts such as:

apply the concept in the social science discipline, the

TCC in a tourism destination as a whole, and that in a

complexity and uncertainty resulting from the

rather specific recreational area such as parks or

introduction of human systems (i.e. institutions,

protected areas.
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two

representative

TCC

definitions

and

The former is represented by the

definition of WTO as “the maximum number of

shown in Figure 1. Each dimension can be briefly

people that can simultaneously visit a tourist

explained as follows:

destination without causing damage to the natural,

-Resource dimension

economic and socio-cultural environment, as well as

The ecological characteristics of the natural resource

an inadmissible negation of quality and guest

base of parks and related areas help determine the

satisfaction” (WTO, 1981). In this context, TCC

degree of change in the environment that results from

includes, for example, how many people can stay in

recreation use. Some resource bases are inherently

hotels per night and how many flights and people can

more

be accepted in an airport per day in a targeted tourism

characteristics should be studied and may become

destination. In this case, it is not very difficult to

important

calculate the number of people and additionally, guest

objectives/desired conditions and associated indicators

satisfaction is also possible to measure. However,

and standards.

following WTO’s definition, there is a critical point as

-Experiential dimension

“without causing damage to the natural, economic

The needs and wants of society are important in

and socio-cultural environment”. If reminding it,

determining appropriate park and outdoor recreation

tourism destination’s TCC should also includes

opportunities. Studies of visitors to parks and outdoor

environmental, social, and economic factors: e.g.

recreation areas may suggest appropriate types and

quantity and quality of water resources; limit of waste

levels of outdoor recreation use and associated

management; acceptable range of noise; transition of

resource, social, and managerial impacts. Such studies

crime rates and changes of local economy. Coccossis

should be incorporated in to carrying capacity analysis

and Mexa (2002) explained that it should be needed

and management.

three kinds of indicators for TCC measurement as

-Managerial dimension

below:

Legal directives, agency mission statements, and other

1. Physical-ecological indicators

policy related guidelines may suggest appropriate

2. Socio-demographic indicators

management objectives/desired conditions and related

3. Political -economic indicators

indicators

These three indicators reflect directly what TCC needs

personnel, and other management resources may also

to include. To think about this complexity, it is almost

suggest the types and levels of park and recreation use

impossible to propose any single number as TCC;

that are feasible.

fragile

than

guides

and

in

others.

These

formulating

standards.

resource

management

Moreover,

financial,

therefore what is realistic and more important is to
combine different kinds of results and use them as a
management tool of tourism destination. This is
actually what TCC means.
The other context is TCC in specific recreational
areas as explained above, which is more related how
keep the balance between conservation and tourists
activities. The TCC methodology in this context,
which has been particularly developed in USA,

Fig.1 Three dimensions of TCC

proposes three important dimensions in the concept as

Source: Manning (2007); Parks and Benefits (2001)
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In this context, not only the environmental resources

of LAC is applied in the field research. The whole

of the area affected, but also the quality of the

process of the framework is as below (Manning ,

recreation experience should be considered equally.

2007; Parkes and Benefits, 2001; Diedrich et al.,

Therefore, the balance between the flow and behavior

2011):

of visitors and the protection goals is in principle

① The establishment of management objectives /

related to the work on TCC of the protected area or

desired conditions. Management objectives are broad,

parts of it (Parks and Benefits, 2011). How many

narrative statements defining the type and quality of

people and what kind of recreational activities can be

park (protected area) conditions to be maintained;

accepted before the landscape and natural resources in

② The identification of associated indicators that

the targeted area are destructed? To think about three

describe resource and social conditions. Indicators are

dimensions shown in Figure 1, there is no simple and

quantifiable proxies or measures of management

stable answer that are closely linked both to the

objective;

concerned nature system, the related social system and

③ The establishment of measurable standards for

the mediating management system that has to ensure

maintaining those conditions (i.e. the minimum

the sustainable functionality of the protected area

acceptable value for indicators of quality), connected

(Parks

to

and

Benefits,

2011).

Furthermore,

the

environment is dynamic and varied as both natural

④The establishment of a stable monitoring system

and human ecosystems are characterized by change

monitoring a collection of indicator variables, and

and adaptation, and additionally, the ecological

finally;

capacities are difficult to define (Coccossis and Mexa,

⑤ To apply management practices to ensure that

2004). Because of such difficulties, the framework of

standards

“Limits of Acceptable Change (LAC)” has attracted

maintained.

for

the

monitoring

indicators

are

more and more attention in this context. The process
2-2. Participation of stakeholders

requires the definition of acceptable social and
environmental conditions in the management area and

Two representative TCC contexts are explained

the prescription of measures to monitor and protect

above, but the most important process in any case is

these conditions (Diedrich et al, 2011). The acceptable

the participation of all the stakeholders. Manning

conditions that are defined in this process are called as

(2007) mentioned that TCC must be addressed

“standards” and setting appropriate and measurable

through social action- “ mutual concern, mutually

standards are crucial as the first step. In a recreation

agreed upon”, which is often neglected during the

context, a number of authors claim that LAC process

measurement of TCC. As explained in the former

can be converted from conceptual to operational more

chapter, TCC is not a single, magic number but a

easily than TCC concept itself (McCool and Lime,

“management tool” of negative effect from tourism;

2001; Ahn et al, 2002; Buckley 1999; Diedrich et al.

and for this reason, it should be dynamic and cyclical

2011). The LAC framework is actively introduced in

and it is related to all the stakeholders. The process is

national parks in USA or in protected areas in EU.

thus intended to be collaborative and achieve

Since the author aim to target especially sensitive

compromises, with resulting decisions being based on

natural areas in the research in order to develop theory

the amount of change that is acceptable to a variety of

and practices for sustainable tourism, the framework

stakeholders (Diedrich et al. 2011). Both natural and
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pp705-708

socio-economic environment are always changing and
accordingly, TCC is also changeable which should be

Coccossis, H and Mexa, A (2002): Defining,

defined and controlled by stakeholders through

measuring and evaluating Carrying Capacity in

adaptive management.

European tourism destination. The Environmental
Planning Laboratory, the University of the Aegean

As just described, measurement of TCC is not

Dasman, R. (1964): Wildlife Biology. New York. John

setting limits but 1) defining acceptable change and

Wiley & Sons.

continuing monitoring based on scientific research

Diedrich, A., Huguet, P.B., and Subirana, J.T. (2011):

methods; and 2) promoting participatory approaches.
The collateral benefits from this process are sharing

Methodology

for

applying

the standards and goals in a targeted area among all

Acceptable Change process to the management of

the stakeholders. There are still negative discussions

recreational boating in the Balearic Islands, Spain,

on TCC concept because of its difficulties to define

Western

and measure; however, if we focus on the benefits of

Management, vol.54, pp341-351

Mediterranean.

the

Ocean

Limits

&

of

Coastal

collaborative and participatory approach, it is highly

McCool, S.F., and Lime, D.W. (2001): Tourism

expected to contribute to conservation activities in a

carrying capacity: tempting fantasy or useful

tourism destination and in a protected area.

reality?

Journal

of

Sustainable

Tourism

9,

pp372-388

3. Future plans

Manning, R. E. (2007): Parks and Carrying Capacity:
Commons

In addition to the research on the framework of

without

tragedy,

Island

Press,

Washington, USA

TCC in different contexts as explained here, the
comparative studies of methodologies to measure

Manning, R., and Lawson, R. (2003): Carrying

TCC was already done in this year. Beside these

capacity as “informed judgment”: the values of

conceptual works, pre-research in the actual field was

science and the science of values. In: Papers

already conducted in Rock islands in Palau, the World

Presented at a Special Session of the George

Natural Heritage. The author will select and decide the

Wright Society Biennial Conference: Protecting

indicators and methods to use for building TCC

our Diverse Heritage: The Role of Parks, Protected

measurement with stakeholders in the targeted field

Areas and Cultural Sites, San Diego, CA.

and will conduct empirical research.

http://leopold.wilderness.net/research/recreation/G
WSpapers.htm
Parks and Benefits (2011): Guide to Sustainable
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Approach to Awareness of Accessible Tourism at UNWTO

1. UNWTO の概要
UNWTO （ United

南アジア地域に二分されている。北東アジア・太
Nations

World

Tourism

平洋地域の加盟国は、オーストラリア、ブルネイ、

Organization：国連世界観光機関）は、1970 年秋

カンボジア、中国、北朝鮮、フィジー、インドネ

に採択された UNWTO 憲章（国際間の理解、平和及

シア、日本、ラオス、マレーシア、モンゴル、パ

び繁栄に寄与するため、並びに性、言語又は宗教

プアニューギニア、フィリピン、韓国、タイ、東

による差別なく、すべての者のために人権及び基

チモール、バヌアツ、ヴェトナム、ミャンマー、

本的自由を普遍的に尊重し遵守することに寄与

サモア、香港、マカオの 20 カ国 2 地域で構成さ

するため、観光を振興し発展させることを根本目

れ、南アジア地域ではアフガニスタン、バングラ

的とした憲章）に基づき 1975 年 1 月 2 日に設立

ディッシュ、ブータン、インド、イラン、モルデ

された機関である。ルーツは 1925 年にハーグで

ィブ、ネパール、パキスタン、スリランカの 9 カ

設 立 さ れ た 公 的 旅 行 機 関 国 際 連 盟

国で構成されている。

（ International Union of Official Travel

UNWTO は国連組織の中では珍しく、民間企業・

Organizations: IUOTO）を前身としている。1975

地方自治体、大学が賛助会員として加盟ができる

年の設立当初は、略称を WTO としてスタートした

こととなっている。アジア・太平洋地域の賛助加

が、世界貿易機関（World Trade Organization）

盟メンバーは現在 55 組織のうち日本からは東洋

も略称が同じく WTO であり、
紛らわしいため、
2003

大学のほか、JNTO（日本政府観光局）、日本旅行

年 12 月に国際連合の専門機関となったのちは、

業協会、日本観光振興協会、財団法人日本交通公

略称を UNWTO としている。UNWTO は観光分野にお

社、株式会社 JTB、株式会社 HIS、株式会社ぐる

ける世界最大の国際機関であり、
加盟国 157 ヵ国、

なび、北海道大学、和歌山大学、松蔭大学、京都

加盟地域 6 地域、オブザー2 地域から参画してい

大学の 12 団体が賛助会員として登録されている。

る。本部はスペイン、マドリードに置かれている。

1995 年 6 月に大阪市にアジア太平洋地域の地域

組織はヨルダン出身のタレブ・リファイ事務局

事務所である国連世界観光機関アジア太平洋セ

長が率いるキャビネットを中心に、アフリカ、ア

ンター（UNWTO-APTEC）が設置され、2012 年 12 月

ジア・太平洋、アメリカ、欧州、中東の 5 地域委

に奈良市に移転された。

員会と、広報、統計・TSA、マーケティング、賛

2015 年の第 21 回総会において日本の理事国就

助会員応対、ナレッジネットワーク、テミス、テ

任が決定された。また現在 JTB 出身の熊田順一氏

クニカル・コーポレーション、サステイナブルツ

と観光庁出身の亀山秀一氏が職員としてマドリ

ーリズム・危機管理、CSR・倫理、デスティネー

ードで勤務している。今までは日本のプレゼンス

ションマネージメント、国際組織対応、テーマ分

が低かったが、理事国就任と職員派遣を通して、

野、情報アーカイブといった 14 の専門組織で組

日本の存在感を今後発揮していくことが期待さ

成されている。

れている。

アジア太平洋部は、北東アジア・太平洋地域と、
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また本学国際観光学科から 4 年生の福田智君が

日本人として 2 例目のインターン生として亀山氏

締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として

のアシスタントを務め、スポーツおよびメガイベ

文化的な生活に参加する権利を認めるものとし、

ントの効果に関しての調査業務を行った。

次のことを確保するための全ての適当な措置を
とる。
（c）

障害者が、文化的な公演又はサービスが

行われる場所（例えば、劇場、博物館、映画館、
図書館、観光サービス）を利用する機会を有し、
並びに自国の文化的に重要な記念物及び場所を
享受する機会をできる限り有すること。
第 30 条第 5 項
締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として
レクリエーション、余暇及びスポーツの活動に参
加することを可能とすることを目的として、次の
図―１ UNWTO 本部

ことのための適当な措置をとる。

（出所）筆者撮影
（c）

障害者がスポーツ、レクリエーション及

び観光の場所を利用する機会を有することを確
2．アクセシブル・ツーリズムとは

保すること。

（1）アクセシブル・ツーリズム成立の背景
誰もが自由に旅を楽しめる社会を目指して、

（e）

障害者がレクリエーション、観光、余暇

UNWTO は「アクセシブル・ツーリズム」を 1991

及びスポーツの活動の企画に関与する者による

年の総会から提唱した経緯がある。旅をする上で

サービスを利用する機会を有することを確保す

「自由」がない状態とは、旅行前、旅行中、旅行

ること。

後において、その人が行きたい場所だけでなく、
受けるべきサービスを享受できない、情報にアク

WHO（国連世界保健機構）によれば、現在、世

セスができないことを指す。旅行前の情報収集や、 界人口の 15％にあたる 10 億人が障害を抱えてい
航空券や宿泊の予約、旅行中の移動、滞在、さら

ると報告されている。また世界の高年齢化は 2009

には帰国後の情報発信等のシーンにおいて旅行

年の時点においては人口の 10％にあたる 7.3 億人

者と観光地、観光関連産業、サービス提供者がシ

が 60 歳以上であり、2050 年までにはその割合は

ームレスに繋がっている状態こそがアクセシブ

20％に到達すると推計されている。よって、今後、

ルな観光を実現する状態であると言える。

身体に何かしらの不具合を抱えながら旅行をす

また 2006 年 12 月に国連総会で採択された「障

る人は減ることはないことは容易に想像がつく。

害者の権利に関する条約」では「障害者が観光サ

UNWTO では Persons with disabilities（障害

ービスを含む文化的な生活の享受やスポーツ活

を抱えた人々）を「他の旅行者と一緒に旅行サー

動に参加できる機会を確保する」という文言があ

ビスを同等なレベルで受けることが困難な状況

るように、観光サービスがフォーカスされている

にある方々」と定義づけている（熊田, 2016）。

ことにも注目すべきである。

その意味では、身体障害、精神障害、知能・知覚

実際の条文では、以下のようになっている。

上の障害にとどまらず、高齢者、幼児、妊産婦、
介護・育児にかかわる人もその対象となる。また、

第 30 条第 1 項

健常者であっても、大きな荷物を持って移動をし
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なければならい旅行者や、さらには訪問地の言語

ザインのユニークかつ強力でインパクトのある

が理解できない旅行者等も対象となりうる。

理念が世界的に一気に浸透したことにより、わが

ということで、アクセシブル・ツーリズムの実

国でも現在ではユニバーサルデザインという用

現は、単に福祉観光の域にはとどまらず、健常者

語が一般的となった。その影響で、観光分野でも

であってもその対象となりうることをさらに広

ユニバーサル観光という用語が、アクセシブル・

く伝えていかなければならない。

ツーリズムとほぼ同義語として扱われるように
なった。しかし、ユニバーサルという言葉はもと

（2）わが国におけるアクセシブル・ツーリズム

もと宇宙的にという意味で、そこから派生されて

に関する用語の確認

世界的に、一般的にという意味となったため、ア

わが国では、まだアクセシブル・ツーリズムと

クセシブルというニュアンスが逆に出にくくな

いう呼称は浸透しているとはいいがたい。アクセ

っているようにも思われる。

シブル・ツーリズムという呼称の代わりに用いら

一方で、日本では福祉という言葉が浸透してい

れてきた用語としては、バリアフリー観光、ユニ

る。もともと福祉という用語は、
「福」の字も「祉」

バーサル観光、福祉観光といった言葉が挙げられ

の字も「幸せ」という意味を持つ。しめすへんは

る。

神を表し、畐は酒樽を表す。ということで、福祉

まず、バリアフリー観光に関して、バリアフリ

とは神が酒樽を持ってすべての人の前で止まる

ーという言葉は、文字通り、バリア（障壁）を除

ということで、すべての人々に幸せをという意味

去するといった意味である。すなわち、段差があ

を持っているのだが、狭義の社会福祉の対応をし

った場合、その段差の存在はそのままにして、ス

ていく中で、高齢者、障害者、療養・介護を必要

ロープを作るといった対応がバリアフリーであ

とする者、低所得者等の保護を必要とする者への

る。その意味では、きわめて対処療法的であり、

対応が取り上げられることで、「福祉の世話にな

ハードを中心とした対応であると言える。ソフト

る」といった言い回しもされるようになってきた。

的な対応も最近では求められてきており、「心の

そこで、福祉観光といったときには、福祉施設、

バリアフリー」という言葉も出てきているが、そ

福祉車両、福祉タクシーといったように、高齢者、

もそも「心の」と接頭語をつけなければソフト的

障害者への観光の対応という使い方をしている

対応を表すことができないところから、やはりバ

のが現状である。

リアフリーという用語にはその限界があること

ということで、わが国ではアクセシブル・ツー

は否めない。

リズムの用語を理念も含めてそのままあてはま

その意味で、ユニバーサル観光という用語も多

る言葉が存在しないことから、本稿ではそのまま

く使用されるようになってきた。これは、ロナル

アクセシブル・ツーリズムという呼称を使用し、

ド・メイスが提唱した「ユニバーサルデザイン」

今後も理念も含めてアクセシブル・ツーリズムと

の理念を観光に生かすということである。そもそ

いう言葉の浸透を図っていきたいと考える。

も、ユニバーサルデザインとは、バリアフリーが
バリア（障壁）を除去するという発想からスター

3．UNWTO におけるアクセシブル・ツーリズム啓蒙

トしていることに対し、もともとバリアがなく、

活動

障害の有無に関係なく、すべての人々にとって使

UNWTO では、アクセシブル・ツーリズムの浸透

いやすいものという新しい発想から出発してい

を目的として、2014 年 11 月 19 日、20 日にサン

るところが特徴である。わが国でもその理念は、

マリノにおいて第 1 回 UNWTO ヨーロッパアクセシ

ユニバーサルデザインの理念が輸入される前に、

ブルツーリズムカンファレンスを行った。ここで、

「共用」という概念で、障害の有無は関係なくだ

14 の事例が、観光地における受け、政策と戦略、

れもが利用しやすいものづくりという発想がも

インフラやサービスのイノベーションとしての

ともと存在はしていた。しかし、ユニバーサルデ

スマートデスティネーションの 3 項目に分類され
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て報告されている。この中で大変印象的な写真が

の人が、過剰な手続きなく、円滑に観光を楽しめ

報告書に掲載されている。それは、多様なアクセ

る環境を整備していかなければならない。

シブル・ツーリズムのアプローチの事例として取
り上げられたザルツブルク市の取り組みのパー

4．まとめ

トで、車いすとローラースケートが車輪のところ

わが国は 2020 年に東京オリンピック・パラリ

が一緒に写っている写真である。まさに、ローラ

ンピックを開催する。やっとオリンピックだけで

ースケートというクールでスピード感あふれる

はなく、パラリンピックとともに開催するという

ものと車いすとを同等に扱い、共存させるという

機運が生まれてきた。観光関連産業においても、

この発想に、まさに今後の示唆が含まれていると

日本航空はパラリンピックの選手を企業 CM に積

思えてならない。

極的に登用し、挑戦する美しい姿としてマーケッ

また、ここで提示されたスマートデスティネー

トに提示をしている。これは日本航空が世界に先

ションという考え方は今後もさらに展開されて、

駆けてさらなる手配が必要な旅客を、障害者とし

2017 年 2 月にスマートデスティネーションのカン

てではなく、「プライオリティ・ゲスト」と呼称

ファレンスがスペインで行われる予定である。

して安心してサービスを受けることができるよ

UNWTO が発行した「Global Code of Ethics for

うに取り組んできた経緯が生かされている。しか

Tourism for Responsible Tourism」
（世界観光倫

し、その対応は全観光業界に浸透しているわけで

理憲章）では、責任ある観光を実現するための倫

はなく、障害者にヒアリングすると、露骨に拒否

理として 10 の指針をあげている。

される事例も後を絶たない。また、これだけ視覚

１．人種や社会を理解し尊重するための観光の貢

障害者の方がホームから転落事故を起こしてい

献

るにもかかわらず、最大手の JR はホームドア設

２．個人的または集団的な目的達成の手段として

置が遅々として進まない。2020 年のパラリンピッ

の観光

ク開催は好機である。ここに向けて、わが国がア

３．持続的な発展の立役者としての観光

クセシブル・ツーリズムの最先端を行く観光地と

４．文化遺産の有効活用の立役者としての観光

なるべく、官民一体となって取り組んでいく機運

５．受け入れ国・地域の経済効果が見込める観光

を学界としても作り上げていく必要がある。

６．観光開発における関係者のやるべきこと

新しく設立される東洋大学国際観光学部にお

７．観光の権利

いても、今後 UNWTO と緊密な連携を取りつつ、世

８．観光における移動の自由

界の潮流を敏感に感じ取りながら、わが国の観光

９．観光関連産業の労働者と起業家の権利

教育をリードしていく存在へとなっていかなけ

１０．世界観光倫理憲章の原則の実施

ればならないと決意を新たにしている。

この中で、１、７、８がアクセシブル・ツーリ
ズムに関係している。特に、７において、家族、
青少年、学生、高齢者による観光と、障害者のた
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る文化的・社会的要因にも目を向けて研究を続け

1. 序論
これまでの研究は、大きくは以下の 3 つにまと

ている。日本人の結婚にまつわる諸儀式は、他の
国と比較すると特異なものが多い。それは、宗教

めることができる。
①ホテルにおける問題点の析出

観の相違や価値尺度の特異性など、さまざまな要

②旅館の状況把握

因が考えられる。そして、ブライダルから得られ

③ブライダルの概況調査

た知見を、冠婚葬祭全般に広げることが次なる課

以上を簡単にまとめると、以下のとおりとなる。

題であると思われる。

①ホテル業界において、低価格帯の「宿泊特化

このように、ホテル、旅館、ブライダルの 3 要

型」や「宿泊主体型」と呼ばれる業態は、インバ

素を軸として、ホスピタリティ概念と、ホスピタ

ウンドの劇的な増大もあり好調だが、かつては

リティ・マネジメントについて考察しているのが

「シティホテル」と呼ばれた相対的に高価格帯の

近年の状況である。本報告書では、主としてホテ

市場においては、いわゆる「外資系」と呼ばれる

ルと旅館に関する研究の進捗について記述する。

ホテルにかなりシェアを奪われているのが現状
である。特に、ラグジュアリーといわれる最高価

2．これまでの検討状況

格帯では、かなり多くの需要を、海外ブランドの

（1）ホテル

ホテルに占められるようになってしまっている。

ホテル市場の変化は、
1990 年代を境として生じ

②旅館は、毎年 1,000 軒以上ずつ減少するとい

たことが判明しつつある。それまでの右肩上がり

う状況がずっと続いており、マクロとして眺める

に成長していた時代には、特定のスタイルのホテ

と、インバウンド増大の恩恵も、ほぼまったく享

ルを模倣する形で、類似した施設が増加していっ

受できていないことになる。しかし、もちろん中

た。具体的には、シティホテルと呼ばれる、相対

には好調の企業もあり、それらは

的に高価格であり、比較的大規模な建物に多様な
料飲サービス店舗と複数の宴会場を備えた施設、

・小規模な組織を活かして、その土地ならでは

そしてビジネスホテルと呼ばれる、相対的に低価

の魅力を味わえる施設構成

格であり、比較的小規模な建物に少数の料飲サー

・大規模なチェーン化を推し進め、規模の経済

ビス店舗のみを備え、宴会場はないか、あっても

と範囲の経済を享受

ごく少数という施設の 2 タイプである。

のいずれかであった。これは、寿司店をはじめと
した多くのホスピタリティ産業に共通するが、独

成長が一段落した状況においては、差別化した

自性・高品質化と汎用性・低価格化の二極化が進

施設を開発して多様化する市場に対応していく

んでいることを示している。

ことが求められる。しかし、長らく安定的な成長
を享受していた先発の国内企業には、そのような

③ブライダルの概況については、その背景にあ
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差別化をなかなか志向することができなかった。

全 16 室の客室は、キッチンが付帯しているも

結果として、その後に急成長するのは、以下の 2

のもあり、まさに湯治場である。もっとも安いプ

つのタイプである。すなわち、外資系と呼ばれる

ランでは 1 泊 4,000 円程度から宿泊することがで

国際的なホテルチェーンによる、既存のシティホ

きる。

テルを超えるラグジュアリー・ホテルと、それま
でのビジネスホテルよりも消費者のニーズにマ
ッチしたサービスに絞り込んで徹底したコスト
削減を実現した、後発の宿泊特化型や宿泊主体型
を展開する企業であった。特に、後者の施設は、
他国ではなかなか見られない業態であり、わが国
独自の強みを活かしうるサービス構成となって
いる。利益を捻出するためにも、徹底して無駄を
省くことにこだわっており、快適さを犠牲にする
ことなく環境にも「やさしい」サービス・デリバ

写真 1

田島本館（以下、写真は著者撮影）

写真 2

田島本館の囲炉裏スペース

写真 3

田島本館の食事処

リー・システムになっている。
以上については、日本国際観光学会の論文集と、
東洋大学現代社会総合研究所のワーキングペー
パーに発表する予定である。
（2）旅館
前述したとおり、旅館は激減し続けているのが
現状であり、現時点で成功しているととらえられ
るビジネスモデルは先に述べた 2 つである。この
うち、小規模で、その土地ならではの魅力を訴求
した施設構成を採用して成功している企業には、
興味深いものがいくつか存在する。
雅叙苑観光有限会社はその一つであり、南九州
の霧島にある妙見温泉で、
「田島本館」
、
「忘れの里
雅叙苑」
、
「天空の森」の 3 施設を運営している。
地方のローカル企業ではあるが、世界中から顧客
が来訪するという興味深い企業でもある。
田島本館は湯治場としての性格が強く、近隣の
人たちも普段着で日帰り入浴しに来る気軽な施
設である。
「神経痛の湯」、
「キズ湯」
、
「胃腸湯」と
いう 3 種類の温泉があり、いずれもいわゆる「源
泉掛け流し」である。囲炉裏を囲んで飲食が可能

忘れの里 雅叙苑は、田島本館から徒歩 10 分程

なスペースや、大きめのテーブルが用意された食

度のところにある。茅葺屋根や瓦屋根の建物が立

事処があり、地元の料理をさまざまに楽しめるほ

ち並び、旧き良き日本の現風景のような雰囲気を

か、カップラーメンなども販売している。

持っている。客室はすべて離れ、またはそれに準
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ずる構成となっており、ほとんどが露天風呂や岩
風呂を付帯している。別に貸切の風呂が 2 つ、半
露天風呂が 1 つある。

写真 7

にわとり優先の標識

天空の森は、上記 2 施設から車で 15 分ほどの
写真 4

ところに立地している。東京ドーム 13 個分もの

忘れの里 雅叙苑

広大な敷地に、宿泊用のヴィラが 3 棟、日帰り用
のヴィラが 2 棟という、大変に贅沢な構成となっ
ている。広大な敷地内には小川まで流れており、
他にレストランやイベントスペースとして利用
できるパビリオンをはじめ、さまざまな施設が点
在している。
宿泊のヴィラは最低でも 1 泊 150,000 円×2 名
で 300,000 円、あるいは 1 人利用の場合には
200,000 円からとなる。
写真 5

雅叙苑の部屋付き岩風呂

写真 6

敷地内を歩き回る鶏
写真 8

敷地内を鶏が縦横に走り回り、まさに日本の昔

天空の森・頂上

の風景を見るような思いである。
「にわとり優先」
と書かれたユニークな標識まで設置されている。
風呂無しのもっとも安い部屋でも 1 名約

日帰り用のヴィラは 2 棟とも、
4 時間 30,000 円
×2 名で 60,000 円、6 時間 40,000 円×2 名で

26,000 円×2 名で 5 万円を超えるが、予約がなか

80,000 円となっている。

なか取れない宿になっている。
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の人々との触れ合うのは、世界的に見ても重要な
観光資源となるということである。地方における
持続可能な観光の可能性が、ここに垣間見られる
といえよう。

写真 9

天空の森・宿泊用ヴィラ「霖雨の森」

写真 11

専用の養鶏場

以上については、東洋大学現代社会総合研究所
の『現代社会研究』第 14 号に発表する予定であ
る。
3．結論
写真 10

ホテルにおいては、日本独自の宿泊特化型にお

天空の森・日帰りヴィラ「つばめの巣」

ける強みが見えてきた。また、旅館では、国内で
雅叙苑と天空の森のすごさは、施設面のみにあ

は大規模なチェーンによる土地の特性を活かし

るのではない。いずれの施設も、霧島の自然に包

た施設構成はまだ見えてこないが、小規模な施設

まれた中で、古からのなによりの資源である温泉

にはこのような例も存在する。観光による地方活

を存分に味わってもらうためのものであり、あく

性化のポイントが、徹底した地元主義によって実

まで結果としてそういう施設になったに過ぎな

現する可能性がうかがえる。ただし、これは一つ

いからである。むしろ、こうした「霧島ならでは」

の極端な例であると考える必要もあるだろう。
一方、海外ではチェーン化しているものもあり、

をとことん味わってもらうことで、
「唯一無二」の

今後はこうした企業との比較も必要とされよう。

観光資源とし、それを求めて世界中からお客様が
来るようになっていることにこそ価値がある。

参考文献

広大な敷地を活かして、野菜のほぼすべては自

1) 徳江順一郎(2013),『ホテルと旅館の事業展開』

家栽培であり、鶏肉は自社の養鶏場のものを使っ

創成社.

ている。宿としての食料自給率は、80％近くにま

2) 大野惠子(2015),「日本の旅館における経営マ

で達しているというから驚異的である。結果とし

ーケティングの研究－小規模旅館の USP 経営

て、地元の雇用にも大きく貢献している。
すなわち、雅叙苑と天空の森が示しているのは、

の実態調査と今後の課題」『西武文理大学サー
ビス経営学部研究紀要』第 27 号, pp.47-60.

その土地にしかない自然の中で過ごし、その土地
ならではの食材を活かした料理を食し、その土地
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Inoue Enryo’s Views on Tourist Nation
１．はじめに

国論あれば強兵策亦論ぜざるべからず。」（文献

今でこそ、観光（政策）は、官民挙げて鋭意推

[6]4 頁）
富国・強兵策は条約改正に資するとも考えてい

進されているが、長い間、物見遊山・不要不急の
ものとみなされ、主要政策の埒外に置かれていた。

た。
「其の後仏蘭西、以太利、諸方を巡歴して益々

そのような中、今から 130 年程前、富国強兵・

其策（
「坐ながら国を富ますの秘法」
）を我邦に設

殖産興業策の便宜的手法とはいえ、観光に基づく

くるの必要を感ぜり・・・此の策は条約改正の成

富国、すなわち観光立国を唱えた人物がいた。井

ると否とを問はず実行することを得るなり。条約

上円了である。

改正は現時の大問題なれども、余輩その改正の何

円了は、明治 21(1888)年 11 月～明治 23(1890)

れの日に成るを知らず。蓋し近きに在らんと想像

年 5 月、政教社発行の雑誌『日本人』第 16 号、第

するのみ。若し果して近きに在とすれば、余が富

17 号、第 20 号、第 29 号、第 47 号に、
「欧米周遊

国策は益々速かに実行すること必要なりとす・・・

すわり

日記」
「 坐 ながら国を富ますの秘法」
「強兵策」
「旅

故に余は条約改正の未だ成らざるに当り、速かに

店改良案」と題する一連の論稿を寄せ、外国人旅

其策を実行せんことを祈るなり。」（文献[6]4 頁）

行者を積極的に誘致し、国を豊かにする方策を提

以上のように、円了の観光立国論は、富国・強
兵策、さらには時の政府の懸案事項であった条約

言した。
観光振興に基づく国威宣揚、国富実現を意図し

改正にも関係した。富国でなければ、強兵を実現

た円了の観光立国論は、実利・実行可能性という

することはできない。強兵策を推進するためには

点で、ユニークながら極めて現実的、かつ理に適

富国でなければならない。富国には多額の資金と

った政策提言であった。

資本を要する。また時間を要する。その実現は今
日の日本の国情からいって困難である。しからば、

本研究は、
「坐ながら国を富ますの秘法」等にお

富国はどのようにして実現するか―。

いて主張された井上円了の観光振興、観光推進の

円了は、海外視察旅行の最中、欧米人との交流・

考え方を、
「井上円了の観光立国論」と称し、これ
を紹介、その今日的意義を考察したものである。

見聞から、富国・強兵のための資金・資本の調達

２．富国強兵策としての観光立国論

は、外国人旅行者を日本に誘致することによって

円了にとって（観光立国による）富国は強兵論

（のみ）可能だと考えた。しかもそれは即座に容
易に実行可能な策と直感した。

と密接に関係していた。
「富国と強兵は実際上密接の関係を有するも

「余是に於て我邦の富を起す方法も、外人の来

のにして、国の富を保たんと欲せば、強兵なかる

遊を引くより外なしと考へ、本誌（
『日本人』
）第

べからず。兵強ければ国自ら栄ふるべし。故に富

十七号以下号を重ねて富国策を論述せり。」
（文献
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人の仏瑞両国の間に三伏の暑を避け、一年の労を

[6]3 頁）
以上のように、円了の観光立国論は、富国・強

息ふものなりと云ふ。且つ余之れに聞く。米国人

兵のための手段として提示されたものではある

は其の国を以て工作場となし、仏蘭西、瑞西、以

が、啓蒙思想家・社会教育者として、常日頃、日

太利を以て遊覧場とし、便船ある毎に必ず数百名

本が近代国家に生まれ変わるための策に思いを

の客、欧米の間に来往し、仏蘭西、瑞西、以太利

巡らしていた円了にとっては、観光立国こそは、

の諸国其の今日富を成す所以のもの多くは、年々

実利・実益に適う、極めて妥当、かつ現実的な策

其の地に来集せる外国人より得る所なりと云ふ。」

であったと考えられる。

（文献[6]3 頁）

当時、日本が置かれていた状況、例えば不平等

観光は、このように、すでに一国経済を支える

条約から一刻も早く抜け出すためには富国強兵

重要な産業の一つとなっていた。そこから、円了

策、殖産興業策が必要なことはいうまでもない。

は、観光・バカンスに勤しむ国の豊かさに思いを

が、それには相当の時日と資金、そして困難を伴

馳せ、観光立国の考えを強くした。
ロー マ

ママ

う。そこで、本題の解決のためには、まず現実を

「余以太利にありては、羅馬フロレンス、ベ子

直視し、プラクティカルな方法によって当面の課

ス等の諸府に滞留せり。時正に二三月の交にして、

題を解決する。その上で、漸次、所期の目的を達

到るところの旅亭皆客を以て充満せり。其客は皆

成していけばよい―。そう考えた。

外国人の此に遊ぶものなり。是れより得る所ろの

「今此の如く断言するも余が意敢て此秘法を

富推して知る可し。余因て以為らく、我邦若し東

実行すれば更に他に兵備を拡張するを要せずと

洋の以太利瑞西の如く、外国人の遊覧場となるに

云ふにあらず。製産を奨励するを要せずと云ふに

至らば、一国の富立どころに興すことを得べしと。

あらず。通商を盛んにするを要せずと云ふにあら

是れ余が富国策なり。」（文献[6]4 頁）

たち

ず。唯此等の諸事業は即今即日に実行すべからざ

このような観光立国、すなわち外国人誘致策が

る難事なれば、漸々に実行するの方法を取るより

もたらす経済効果について、円了は、これを「直

外なし。之に反して余が国を富ますの秘法は即時

接効果」と「間接効果」に分け、定量的に分析し

即日より実行すべき方法なれば、此方法より始む

ている（文献[4][5]）
。

べし・・・斯くして一たび此方法を実行して利益

「以上論ずる所は余が所謂秘法によりて得る

を得るに至れば、此利益を以て或は兵備を拡張し

所の直接の利益なり。此直接の利益の外に間接の

或は器械を購入し或は製造場を設立することを

利益甚だ多し・・・此利益中に亦間接中の直接と

得べし。実に此法は坐ながら国を富ますの秘法な

間接中の間接の二種あるべし。」
（文献[5]6 頁）
「先

り。
」
（文献[5]10 頁）

に其直接に得る所の益のみを換算して少なくも
二百五十万の大金を得べしと論じたれども、其間

３．観光立国の経済効果

接より得る所の益を合算すれば毎年幾千万の利

海外視察旅行中、円了は、欧米人がすでに長期

益を得るや計るべからず。
」（文献[5]8 頁）

の休暇を得てバカンスを楽しんでいる習慣を見

外国人旅行者が日本国内の宿泊施設に滞在す

聞する。フランス、スイス、イタリアは、こうし

れば、その宿泊費、飲食費や土産品購買費などが

た欧米人が来遊するバカンスの地となっていた。

それぞれ観光収入として入る。外国人旅行者が滞

円了は、そのような観光、バカンスがもたらす観

在中に消費支出を増やすならそれは結果的に国

光収入、経済効果に着目する。

富の増大に寄与する。観光は裾野の広い産業で

「余嘗て米国より欧州に渡航するの際、船中の

様々な経済効果を有している。宿泊業、旅行業、

上等客凡そ四百余名あり。其の内九分通りは、米

交通業のみならず、小売業、飲食店業、農林水産
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ママ

業など他産業への波及効果も大きい。

国の右に出づるの 天然の便を得其美術遊興の如

そこで、より多くの外国人旅行者を誘致するこ

きは或は未だ仏蘭西と肩を比するに至らざるも

とで、国内の観光産業、観光関連産業に新たな観

是より我が邦人を奨励して其発達進歩を期する

光収入、すなわち外貨獲得の機会を生む。それを

ときは此地をして欧米各国人の来遊場となすは

元手に様々な生産・投資誘発効果を創出していく。

決して難きことにあらざるべし。」
（文献[2]15 頁）

それが富国強兵策実施の資金となる。何よりも雇
用の創出と生産に従事する人々の労働意欲を高

４．むすび

めるものとなるだろう。

以上、本研究は、井上円了著「坐ながら国を富

円了は、そのような観光（産業）の経済効果を

ますの秘法」を中心に展開された井上円了の観光

認め、具体例を挙げてこれを分析・考察、論理的

立国論の今日的意義を探ることを目的としてい

に説明している。

る。

「日本人の産業を盛んにするの益あること、即

当時にあっては異色ともいうべき円了の政策

ち輸出品増加すれば日本従来の製産に従事する

提言も、その論拠は、いずれも欧米各国の実地見

もの各其益を得倍々其職業を勉励するに至るべ

聞に基づくもので、決して奇想天外な机上の空論

し。
」
（文献[5]7 頁）

ではなかった。なんとなれば、円了の提言は、常
に現実に依拠してなされていたからである。

かくして外国人旅行者による観光消費は国民
経済に有益な効果をもたらすものと結論付けた。

円了は国内旅行の体験から得た知見を基に、こ

日本は北海道から沖縄まで南北に長く、四季の変

れを欧米各国の事例と比較・検証し、当時の日本

化に富む。
（円了が学生時代からよくいった）伊豆、

の国情と日本人の気質に鑑み、即座に且つ容易に

箱根、伊香保といった温泉も豊富にある。

実行可能な最も現実的な解決策を提示した。実際、
円了の提言は、後に様々な形で実現していく。

「我邦は山川の景色の美にして四時の気候の
宜きは世界に其類少なく且つ到る処温泉湧出し

現在、官民一体となって取り組んでいるインバ

四浜に浴すべき海水を帯ぶるの便あり。」（文献

ウンド施策を見ても、円了の観光立国論が、現代

[2]15 頁）

にも十分通用しうる側面を併せ持っていること
がわかる。

京都や奈良の社寺、熊野古道、茶道など、独自

なお、円了は、観光立国の推進に際しては、自

の文化、歴史もある。それらは外国人旅行者の関

然景観や文化財の保護も併せて重要な点を指摘

心を惹くだろう。
「我邦は開国以来二千五百余年を経過し其際

し、観光の、いわば持続可能性（サステナビリテ

史上の事跡至て多く旧地霊場到る処あらざるは

ィ）についても言及している。その先見の明に驚

なく且つ古代の建築彫刻絵画其他古器古物美麗

かざるをない。

雅致ある美術亦到る処に遺存し大に外人の観を
引き感を起さしむることを得実に遊客の遊覧に
最も適する地と謂ふべし。
」
（文献[2]15 頁）
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香港の結婚写真市場の発展状況について
国際共生社会研究センター
The Development of Market of Wedding Photography in Hong Kong

客員研究員
劉

蘭芳

1. 中国における結婚写真の現状
近年の中国の経済発展に伴い、中国の人びとの
生活スタイルと生活水準は大きく変化してきた。
市場経済の発展とともに、海外旅行の旅行者数は
増加しつつあり、旅行先での行動も爆買いから現
地の料理やサービスなどへと関心も変化してき
ている。日本への観光動機は各地域固有の伝統文
図 1 海外への結婚写真の推移

化の体験や、地域固有の景観や特産物など、いわ

参考：http://www.haishe360.com/index.php を筆者作成

ゆるコトを楽しむ方向へと変化してきている。こ
れは世界中の多くの人々が日々の生活の煩わし

（2） 対象地域と調査期間

さや仕事の負担感から抜け出し、静かな場所や趣

本調査の分析は、著者が所属する会社（以降、

味や楽しみを求めて旅に出る傾向にあり、これは

A 社と呼ぶ）が香港における婚博会へ長年にわた

今後も継続するものと思われる。

って参画している実績を踏まえて、2015 年 8 月か
ら 2016 年 10 月 6 月現在、その会場に訪れた顧客

2．これまでの検討状況

を対象にアンケート調査を行った結果に基づい

（1） 検討の背景と目的

ている。調査の目的は香港市場における日本にお

中国の『インターネットプラス』（中国電子ビ

ける前撮りニーズと前撮り市場の需要を把握し、

ジネス研究センター曹磊著、2015 年 5 月刊）によ

今後のサービスの提供と改善策の検討すること

ると、2014 年の中国の結婚業界（婚約式、ウェデ

である。具体的には、香港地域に在住する顧客が

ィングドレス、前撮り、結婚式等）の市場規模は、

日本における結婚式にどのようなサービスを求

すでに 8000 億人民元（約 16 兆円）を突破したと

めているか、日本の婚礼会社に何かを求めている

報告している。これは日本の約 8 倍に相当する。

のか、について明らかにした。得られたデータを

今後とも海外での結婚写真を撮影する若者が増

もとに簡単な統計処理と分析を行った。

加すると予測されている。図 1 に示すように、海
外結婚写真を撮影した結婚男女は、2013 年に 899

（3） 調査項目と分析の結果

組で、2015 年には 1615 組に増加している。この

調査は、①年齢、②結婚写真の予算、③撮影し

背景にある理由の一つは、上述したように近年の

たい季節、④撮影したい地域、⑤A 社を選んだ主

大幅な海外旅行者数の増加に伴い旅行者の行動

な理由、⑥情報収集の手段、に関する質問項目を

様式が多様化してきていることが考えられる。

設定した。
A 社のインバウンドに関するデータによると、
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図 2 に示すように 2013 年の実績として、香港か

きいと言える。

らの送客数は 65 組であり、中国大陸からの送客

② 前撮りの予算

数は僅か 3 組に留まっている。さらに、2014 年に

図 4 示すように予算規模は、20,000〜39,999

は前者は 130 組に増加し、後者は 8 組に増加して

香港ドルの範囲に 61.1％が集中し、
続いて 10,000

いる。しかし、一方で 2015 年にはそれぞれ 142

〜19,999 香港ドルの範囲が 14.4％で、これらの

組、25 組に増加しているが、香港からの送客が伸
び悩み、中国大陸からの送客が増加傾向にある。
その背景には、近年結婚写真の関連会社が増えて

予算規模の商品に対するニーズが高い。一方、
10,000 香港ドル以下の需要は少なく、40,000 香
港ドル以上の高額需要も潜在的に存在する（4.8%）

おり、業者間の競争も激しくなり、サービスの差

ことがわかる。この結果は、香港の顧客が日本で

別化や低い値段設定などが挙げられる。こうした

の前撮りにかける予算の概算を推定できること

なか、A 社を含めて多くの関連会社は市場開発戦

を示唆しているが、それは顧客の需要と提供され

略として商品の質の改善、サービスの向上、ユニ

るサービスや商品の内容に大きく依存すること

ーク性の追求など差別化を一段と強化する対策

になる。言い換えれば、適正な予算を把握するこ

を促進している。以下、調査項目ごとに分析結果

とは提供するサービスや商品の開発戦略に欠か

を論じる。

予算（単位
HKD）

せない要素である。

>40,000
20,000-29,999
<10,000
0.0

図 2 2013〜2015 年にラヴィの利用組数
参考：香港婚博会の調査データによる筆者を作成

10.0 20.0 30.0 40.0

図4 前撮りの予算
参考：香港婚博会の調査データによる筆者を作成

① 年齢別
図 3 に示すように年齢別に見ると、20〜30 歳の

③ 撮影したい季節

回答者数が全体の 60.3％と最も高いシェア占め、

図 5 に示すように、日本で撮影したい季節とし

30～40 歳が 25.3％を占める。これは 33 名のカメ

て、春の桜と秋の紅葉の時期がそれぞれ全体の

ラマンによる撮影顧客の年齢層とほぼ一致して

39.7％と 37.6％を占める。さらに、前撮りの顧客

おり、この年代層を対象とする戦略の開発が有効

数は夏のラベンダーの時期(26.2％)や冬の雪の

である。ただし、前者の年齢層はまだ収入規模か

季節（14.8％）も少なくない。これには香港の気

ら見ると比較的低いレベルにあり、結婚式に対す

候が関連しており、香港は通年気温が高く、雪も

年齢別

降ることなく顧客の大半が幼い頃から雪を見た
ことがないことによる。こうしたことから、北海

無回答
＞40
30-40
20-30
＜20

道などでの雪体験は新鮮で前撮りの訪問地とし
て最適と思われている。こうした季節の変化と自
然の特徴を有する地域は香港の顧客にとって訪
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

問地としての需要が高いと判断される。この項目

図 3 年齢別分布

は次の「撮影したい地域」の結果と深く関連して

参考：香港婚博会の調査データによる筆者を作成

いる。

る支出については両親の判断によるところが大
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と日本古来の伝統文化に対する魅力に惹かれる

撮影したい季
節(複数回答
可)

冬（雪）

ことは事実である。留意すべきは、旅行顧客の関

秋（紅葉）

心や興味は常に流動的であることから、どのよう

夏（ラベンダー）

な地域が顧客を引き付けることになるかは単に

春（桜）

顧客心理の分析だけではなく、顧客の SNS での

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

拡散傾向も考慮したサービスと商品開発が不可

図5 撮影したい季節
参考：香港婚博会の調査データによる筆者を作成

欠な要素となっている。

④ 撮影したい地域
日本で撮影したい地域は、図 6 に示すように、
主に北海道、京都、大阪、奈良、沖縄等に集中し

⑤ A 社の商品を選んだ理由
A 社が提供する商品を選んだ理由としては、図
7 に示すように最も多い回答は、撮影の雰囲気、

ている。これらの地域は、地域の特性、伝統文化

すなわち日本的な雰囲気をいかに上手く撮影す

などそれぞれの魅力、撮影したい場所など多様性

るかという撮影技法であった。次に撮影対象地で

に富んでいる。特に、北海道では富良野地域での

あり、これは先述した撮影したい地域でもある関

撮影希望者が最も多く、続いて札幌である。北海

西での施行数が多いことによる。続いて、服装の

道は地理的に広大で魅力のある地域が分散して
存在していることが魅力となっている。しかし、
今後北海道の集客が減少する傾向も否定できず、
その対策として、景観だけではなく食文化や人々

選択、日本人で賑わっている場所などで、チャペ
ルでの挙式の魅力も見逃せない。もちろん、これ
らの選択はプランの内容との価格に影響される
ことは否めない。これに対して、アルバム、キャ

との触れ合いを総合的に組み合わせた誘致戦略

ンパスでの撮影等はそれほどウエイトは高くな

の分析が求められる。また、関西地域に対する顧

い。この結果は、香港の顧客を対象としたもので

客の多くは、地域景観の魅力に加えて古い市街地

あり、中国大陸の顧客が同様な趣向を示すとは一
向としては、こうした顧客の動向を正確に把握し

軽井沢
仙台
名古屋
富士山
富山
金沢
鎌倉
沖縄
福岡
横浜
東京
神戸
奈良
大阪
京都
富良野
小樽
札幌
北海道

0.0

て、上述した前撮り撮影と結婚式の総合化に向け
た戦略開発が不可欠である。

水晶
La-vieを選んだ主な要因

撮影したい地域（多項目回答可）

概には言えない。提供するサービスや商品開発方

キャンパス
アルバム
価格
日本人団隊
撮影ロケ地
和装
ドレス
チャペル
撮影風格

5.0

10.0

15.0

0.0

20.0

10.0

20.0

30.0

図6 撮影したい地域

図 7 A 社商品を選んだ理由

参考：香港婚博会の調査データによる筆者を作成

参考：香港婚博会の調査データによる筆者を作成
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く、その需要を的確に把握し分析することが不可

⑥ 情報収集の手段
情報収集の手段としては、図 8 に示すように、

欠である。また、宣伝戦略も重要で、特にネット

香港フェアの広告からの情報入手が一番多く、イ

上の宣伝方法の改善策としては、チャペルでの挙

ンタネットによる捜索、雑誌からと続く。意外に

式希望が多いことから、これまでの衣裳とプラン

も、A 社自らの宣伝は効果が低いことがわかった。

の提供だけではなく、各地域における推薦できる

宣伝の内容や手段の改善や新たなアイデアが求

チャペルを紹介するなどしてその潜在市場の可

められる結果となった。また、中国大陸では口コ

能性を探ることが必要である。

ミの効果が高いが、香港はそれ以外の宣伝方法が

最後に、中国大陸における需要の発掘には、香

求められることも明らかになった。顧客の情報収

港の実績を参考にしつつ、顧客の年齢層や所得層、

集の手段の的確な把握は提供するサービスや商

また地域の慣習や趣向の違いを考慮したプラン

品の開発とその宣伝にとって不可欠で、上述の各

の作成、予算額の設定、特典の差別化などについ

調査項目の結果と相まって企業戦略の重要な要

て再分析し、多様性に富んだサービスや商品開発

素であることが再確認できる。

が前提となる。
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者は 20〜40 代の年齢層に集中し、前撮り予算額
は香港ドルで 20,000〜39,999 の範囲、撮影した
い地域、季節および風景は日本固有の地域の特性
を反映する結果となった。しかし、一方で前撮り
と同時に結婚式を希望する顧客は少なかった点
は注目すべき結果である。
今後の顧客誘致の戦略として、中国大陸の顧客
に対しては単なる前撮りだけの訪日よりも「前撮
りフォト＋挙式フォト」の総合的なプランの提供
を検討することが重要である。中国大陸における
顧客のニーズは香港と異なっている可能性が高
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地域の伝統文化の地域振興への活用に関する考察
国際共生社会研究センター

客員研究員

矢田部
A Study on Utilization of Region's Traditional Culture to Regional Promotion

暁

海外の旅行見本市等における伝統芸能を活用し
た地域の PR に関わる課題
昨今、地域振興に関わり地域の伝統文化資源へ
の注目が高まっている。東京オリンピックを 3
年後に控え、日本固有の、その地域固有の伝統文
化への関心が高まり、その保存継承の重要性を
認識する一般国民が増えているとの統計もある。
私が関わる財団法人では、日本全国の地域伝統
芸能等を活用した行事の実施支援等による、地

若い来訪者で賑わう自治体ブース（筆者撮影）

域の観光及び商工業の振興を図るための事業を
行っている。その主要業務は伝統芸能の全国大

伝える工夫をこらしていた。

会の開催であり、伝統芸能を披露する機会を設

祭囃子の舞台公演には多くのベトナム人が集

けることにより、一般市民への認知、関心を高め

まり、若い世代を中心に興味深そうに見入って

るとともに演者のモチベーション向上に努めて

いた。一方ブースも盛況で、実際に法被を着て

いる。また、海外の旅行見本市等への派遣も行っ

記念撮影できるというインターンシップ生の

ており、2016 年 11 月に開催されたベトナム・ホ

アイデアが好評を博していた。これらを目の当

ーチミンでの見本市への祭囃子保存会の派遣に

たりにして、特に SNS が発達した昨今におい

おいては行程管理として同行した。

て、しかるべき海外の見本市等における PR は

同見本市は日越両国相互の伝統・文化の理解を

相当な広報効果が見込めるであろうことを認

目的として、観光・物産・技術の紹介や交流を行

識した。

う官民一体型のイベントであり、ブース出展と

しかしながら、同時に 2 つの課題も認識するこ

ステージ公演の 2 つより構成されている。祭囃

ととなった。一つは、祭囃子保存会の公演内容

子保存会は 20 分間の公演機会が 3 回あり、半纏

である。同見本市では 20 分間の公演が 3 回あ

姿で行った。一方、同保存会が所在する自治体は

り、最初と最後の公演は背景にスクリーン設備

ブースを出展し、地域の紹介を行った。ブースで

がないステージで行われた。最初の公演は、基

はインターンシップの大学生が来訪者への対応

本的に同じリズムの和太鼓と和笛の音色が 20

を行ったが、事前に地域のことを調べ、手作りの

分間続き、見せ物としてはかなり単調であった。

ポストカードを作成したり、地域で毎年開催さ

2 回目は背景にスクリーン設備があるステー

れる夜祭りと花火のイメージを模造紙で作成し、
それを背景に来訪者に法被を着て記念撮影をし
てもらうアイデアを考えるなど、地域の魅力を
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べても大きな特徴を持つものではない祭囃
子の公演では本来のお祭りを伝えることは
難しく、派遣先での舞台公演という形でお祭
りを再現することの難しさを実感した。
二つ目は、自治体が出したブースと祭囃子保
存会の関わり方である。インターンシップ大
学生の工夫によって、ブースには多くのベト
ナム人が訪れ盛況であったが、祭囃子保存会
との連携をより密にすることによって、更に
地域の PR 効果を高めることが出来たのでは

祭囃子保存会ステージ公演の様子（筆者撮影）

ないかと考えられる。同見本市における祭囃
ジで実際の祭りの映像を流しながらの公演で

子保存会の主目的は 3 回の舞台公演ではあっ

あったので、映像がなかった初回よりは幾分よ

たが、自由行動の時間もあり、ブースで積極

く思われた。この見本市後に日本で実際にこの

的に PR に加わることも可能であった。数名

祭りを観に行ったが、国重要有形文化財に指定

は 1 回目の公演後に実際にブースへ出向き、

されている大きく華やかな山車が複数基曳き

半纏姿で和笛を奏で、ブースを訪れたベトナ

回され、その背後には盛大な花火があがり、大

ム人との記念撮影に応じるなど大変盛況で

勢の観客とともに盛り上がる祭りの空気を体

あったが、その時以外は祭囃子保存会メンバ

感して、初めてその魅力を知ることとなった。

ーがブースで来訪者と交流する機会を積極

肝心の祭囃子はといえば、山車から音色は聞こ

的に作ろうという動きは見られなかった。ブ

えてくるのだが、その姿は見えない。録音を流

ースの出展は自治体が行い、祭囃子保存会の

しているのかとも思いながら特設の観光案内

公演については同財団法人の派遣事業とし

所で尋ねてみると、山車の中で実際に演奏を行

て行ったが、自治体と祭囃子保存会がともに

っているとのことであった。このお祭りにおけ

同じ見本市で活動するにあたり、
地域の PR と

る祭囃子は、山車の中からその音色で側面的に

いう目的の共有を事前に図っておくことに

祭りを盛り上げる役割を担っているというこ

より、より有意義な機会とすることができた

とがわかったのである。

ものと考えられる。

つまりは、同見本市においては、山車を含め
たお祭り全体を伝えることができるのがベ

祭り主催者と祭り担い手のマッチングサイ

ストであったが、運搬の関係等々もあり、お

トからみた課題

祭りの代表として祭囃子の舞台公演となっ

同財団法人は、伝統文化が行われている地域

たのである。地域における伝統文化の幅広い

へ外部から足を運ぶ人を増やし、その地域の

認知を図るべく、地域でのお祭り以外にも公

伝統芸能の担い手を外部から募ることで、そ

演の機会を設けることは、同見本市における

の保存継承を図るとともに交流人口を増や

祭囃子公演自体の注目は十分にあったこと

すことによる地域振興を目的として、祭り主

を考えると、広報効果は十分にあったものと

催者と祭りに参加したい人をマッチングさ

考えられる。一方で、地域における実際のお

せるサイトを立ち上げた。受け入れ側が安心

祭りの際には表舞台での公演を行う存在で

して参加者を受け入れられるよう、参加登録

はなく、日本各地で行われている祭囃子と比
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者には生年月日、住所等の個人情報の登録を

ないためか、なかなか早い段階からその意

課した。一方、祭り主催者側の登録について

義を認識し、その保存と活用に動く地域は

も、当該団体の信用度の確認にあたり、自治

少ないとも考えられるが、その地域のお祭

体、観光協会、商工会議所等の捺印を得た申

りは、その地域のまさにアイデンティティ

請書の提出を求めている。いかにその伝統文

であり、それこそがその地域固有の魅力と

化を保存しつつ、それに理解のある参加者を

なって、外部の人たち、ひいては海外の人

募るかということに留意した。

たちの関心をも惹きつけるものになりうる。

立ち上げから 2 年弱が経過したが、サイトの

祭り主催者と参加希望者のマッチングサイ

運用状況は芳しくない。その要因の一つは、

トプラットフォームは、それだけでは十分
に機能せず、そういったツールを活用して
いく意義を喚起していく活動の必要性を認
識した。
おわりに
地域の伝統芸能は、その地域で長年にわたっ
て育まれてきた固有の特徴、魅力があり、地
域、国籍を超えて人々に響くものであると考
えられる。地域外の旅行見本市等での公演に

祭り主催者と参加者のマッチングサイト（筆者撮影）

おいては、実際の祭りと同様に再現すること
は難しいため、それをいかに伝えるかという

サイトを使う上での登録の煩雑さもあろう

課題はある。しかし、そのような機会を積極

が、そもそも祭りをその地域の重要な資源

的に活用したり、その地域の自治体が出展す

と位置付けて、それをいかに保存継承、活

るブースとの連携を図ること等によって多

用していくべきかということを真剣に考え、
そのことに取り組んでいこうとしている地

くの人々に伝える機会を得られれば、それが
SNS 等を通して拡散し、その土地の魅力の認

域がまだかなり少ないという状況もあると

知度が上がり、日本はもとより海外でも認知

考えられる。祭り保存団体は毎年の祭りを

され、注目されるようになろう。そういった

従来どおりやっていくということのみをや

意義を既に認識している地域もあるが、伝統

り、自治体は祭りに関して文化財課は文化

文化は伝統文化、観光での誘客は観光での誘

財課の業務に関わる保存、観光課は観光資

客、農業は農業、土地の食は土地の食、とい

源としての活用等のみに終始している。そ

うようにバラバラのままで、それを取りまと

の地域の活性化のために、何かをしていっ

めて地域外へ訴求し、それによって地域外部

た方が良いという漠然とした思いはそれぞ

の人たちの誘客につなげるための積極的な

れ持っていても、それらを横断的に捉えて

行動をしている地域は、同財団法人のマッチ

地域活性化を図るに至っていない地域が多

ングサイトが十分に活用されていない状況

いが、毎年 10 万とも 20 万ともいわれる地

から考えても、まだまだ少ないものと考えら

域の祭りが消えていっていると言われてお

れる。地域のお祭りを紹介し、その参加者を

り、存続の危機に直面している地域も多く

募るサイトを作っただけでは地域の伝統芸

あると考えられる。地域の祭りというもの

能の保存、継承とその活用促進は難しい。地

は、絶対になくてはならないという感覚も
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域の伝統芸能の保存、継承にあたっては、外
部から参加者を募る考え方もあり、その方法
としてマッチングサイトを活用するという
選択肢があることを、自治体の文化財保存担
当部署や祭り保存団体等へより細やかに伝
えていくことが必要であり、それを持続的に
行うためには、交流人口の促進を担う観光担
当課にも併せてその認識を高めることが肝
要であると考えられる。
海外公演への祭り団体の派遣も、祭りのポー
タルサイトによって地域外から祭りの担い
手を募ることも、どちらも地域で以前より行
われてきた本来の祭りの形とは異なる要素
はあるが、少子高齢化が進む現在において、
祭りの存続・継承と地域振興の観点より、そ
の伝統文化の形守りながらも、その貴重な伝
統文化自体を絶やさぬように、外部からの担
い手や訪問者を受け入れる選択肢も考慮し、
より幅広い視点から当該地域における伝統
文化の保存、継承および地域振興の在り方を
考えていくことが重要となってきているも
のと考えられる。
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日本のクルーズのあり方についての考察
国際共生社会研究センター

リサーチアシスタント

大学院国際地域学研究科

博士後期課程
成実

信吾

Research on appropriate style of cruise in Japan
それゆえ、クルーズは費用対効果が高く、手軽

1. 研究の背景と目的
クルーズは、船を使った観光旅行であり、その

に楽しめる旅行商品と認識され、全世界、とりわ

起源は古代に遡ることが出来る。しかし、古代の

け米国で人気がある。世界のクルーズ人口は、米

クルーズは特権階級が自らの楽しみのために行

国の大手クルーズ船社の団体クルーズ・ライン・

っていたものである。それに対して、現在日本や

インターナショナル（Cruise Line International

米国で行われている現代のクルーズは、一般大衆

Association、略称 CLIA）の推計によると 2015

が楽しむものであり、かつそれがビジネスとして

年は約 2,400 万人であり、その内の約半分 1,200

成り立っているものである。更に、現代のクルー

万人は米国人である。

ズには、船に乗って観光地を巡るだけではなく、

日本ではまだクルーズは高額なものと認識さ

船の上での生活を楽しむという特徴がある。クル

れているが、米国では、若いファミリー層でも気

ーズにとって、観光地を巡るのはその楽しみの半

軽に乗れる安くて短期間のカジュアルなもの（3

分に過ぎず、残りの半分は船の上での生活を楽し

泊 4 日で一人 US$300 程度、カジュアルクラスと

むものである。

称する）や、高サービスで長期間の高級（ラグジ

通常の旅行であれば、観光地まで移動し、その

ュアリークラスと称する）なもの、そして両者の

土地を観光し、ホテルにチェックインして一泊し

中間（プレミアムクラスと称する）のもの、と色々

たのち、翌日はホテルをチェックアウトして、再

あり、
選択の範囲が広い。
一人 US$300 であれば、

び移動する、という繰り返しである。慌ただしく、

子供一人を連れたファミリー層ならば、US$900

疲れるものである。

の出費で 3 泊 4 日のクルーズが楽しめる。それゆ
え、米国のクルーズ人口の年齢分布を見ると、高

しかし、クルーズは船が目的地に連れて行って

齢者に次いで 30 代が多い。

くれるので、船に乗ってしまえば、下船するまで
荷造りの必要はない。乗船時に衣類を船室の引き

日本でクルーズが本格的に始まったのは、新造

出しに仕舞えば、スーツケースは押入れに入れ、

クルーズ船の竣工が相次いだ 1989 年（平成元年）

下船時まで引き出すことはない。

と言われているが、国土交通省の推計によると、

食事は乗船中一日 3 回提供され、ショーなどの

クルーズ人口は以来長年 17～18 万人に止まり、

エンターテインメントプログラムは洗練してい

最近になって漸く 20 万人に達した。日本は四方

て豊富にあるので、退屈することはない。ほとん

を海に囲まれているので、日本人は船には馴染み

どの食事やエンターテインメントプログラムの

深いはずであるが、船を利用した娯楽であるクル

料金は、クルーズ料金に含まれている。一般の旅

ーズの人口は長年増加していない。

行のように、良いレストランや劇場を求めて町を
さまよう必要はない。
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円となり、米国の 3～4 倍になる。日本のクルー
アムクラスの中間に位置しており、若いファミリ

日本のクルーズ人口の推移（出典：国交省

ー層が気軽に楽しめるものにはなっていない。

海事レポート他を基に筆者作成）

それゆえ、
日本のクルーズ参加者の年齢は 50 歳

一方、米国は大陸国であるにも関わらず、クル

以上が 7 割以上を占めている。

ーズ人口は右肩上がりで推移しており、1989 年
の 328 万人から 1914 年には 1,121 万人と 3 倍に
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によると、2015 年一年間に日本人が参加した 108

年

の余暇活動種目の内、クルーズは第 86 番目に位

米国クルーズ人口の推移（出典：CLIA の

置している。そして、
「将来参加してみたい」とい
う種目としては、クルーズは 35 番目に位置して

データを基に筆者作成）

いる。 つまり、日本の余暇活動でクルーズは将
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来参加してみたい、と思う人はいるものの実際に
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るのではないか。即ち、米国のクルーズのように
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低価格で短期間のクルーズが提供されていない

日本のクルーズ船の料金は、
2002 年頃は一人一

ため、クルーズ人口が拡大しないのではないか、

泊当たり 6 万円前後であったが、2016 年には一

という結論に達した。

人一泊当たり 3～4 万円となり値段が下がっては

しかし、低価格を追求するためには、米国のク
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ルーズ船社が行ってきたようにクルーズ船を大

なるので、合併が必要となる。嘗て米国のクルー

型化する必要がある。現在日本籍のクルーズ船は

ズ船社カーニバル・クルーズ・ライン（Carnival

3 隻あるが、2 隻は 2 万総トン、乗客定員 400 人

Cruise Line）が、10 万総トン以上のクルーズ船

型、
1 隻は 5 万総トン、
乗客定員 800 人型であり、

の建造をスタートさせるとほぼ同時に同業他社

世界的に見て小型から中型の船である。一方、現

の吸収合併を行い、世界最大のクルーズ船会社グ

在世界最大のクルーズ船は 22 万総トン、乗客定

ループを作り上げた経緯や、第二のグループであ

員 5,400 人型が 3 隻あり、更に 10 万総トン、乗

るロイヤルカリビアングループが、自社の船隊を

客定員 2,500 人以上の大型船は 63 隻が運航され

拡充し、世界最大のクルーズ船を建造しているの

ている。

で、これらの事業展開やマーケティングなどを分
析し、日本に適用できるか検討し、日本に相応し
いクルーズはどのようなものかを調べ、それを実
現するためには何が必要かを研究する。
１． 研究方法
(1) 先行研究の分析
日本のクルーズ研究は、クルーズ自体の不人気
を反映してほとんど無い。
一方、クルーズ大国である米国は、論文が大変多
いので、米国の論文を分野別に分類し、研究する。

図 5 世界最大のクルーズ船アリュールオブザシ

(2) テーマ別研究

ーズ号（Allure of the Seas）
（筆者撮影）

a.

米国クルーズ船社の事業展開の分析
米国のクルーズ船社が行って来た同業他社の

クルーズの特徴として、寄港地周辺へ大きな経
済効果を与えることも挙げられる。上述の通り、

吸収合併や自社の船隊拡充などの事業展開を調

クルーズ船は大型化しており乗客定員 2,500 人以

査し、分析し、日本での利用の可能性について検

上の大型船が多数運航されている。更に乗組員も

討する。

1,000 人から 2,000 人必要となり、これらの人々

b. 船員問題の研究
既述の通り、近年クルーズ船の巨大化が進んで

が下船して買い物や観光に出るため、大きな観光
消費が発生する。この直接の観光消費以外にも、

おり、5,000 人以上の乗客を乗せることが出来る

観光消費のための原材料の仕入れによる関連産

巨大船が出現しているが、そうなると乗組員も

業の発展等が期待できる。

2,000 人を超えることになり、コスト削減要求か

日本では近年中国から大型のクルーズ船が九

ら多国籍化は避けられない。しかし、船という閉

州の各港に寄港しており、2015 年の外国船寄港

鎖空間で数か月連続勤務しなければならないた

回数のトップは博多港となった。これによる経済

め、対人関係等の問題が出てくる。米国ではこの

効果は直接の観光消費だけでも 196 億円ある、と

面の研究も進んでおり、今後日本でクルーズ船を

推計される。

巨大化する際にはどのようなことが必要になっ

本研究においては、日本におけるクルーズはど

ていくか、検討する。

ういうものが良いか、を検討する。具体的には、

c.

マーケティング手法の分析

クルーズ料金の低価格化には上述の通り、クルー

米国のクルーズ船社のマーケティング手法を

ズ船の大型化が必要だが、今の日本のクルーズ船

分析し、その手法が日本でも利用可能かを検討す

会社 3 社が自社船を大型化すると競争がはげしく

る。
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d. 米国におけるクルーズ船巨大化の経緯の調査

日閲覧
http://www.mlit.go.jp/common/001080681.pdf#s

と日本の港湾の現状についての分析
米国ではクルーズ船が巨大化したが、クルーズ

earch=%27%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83

人口もそれにつれて増加しているので、その推移

%BC%E3%82%BA%E6%8C%AF%E8%88%88%

を分析する。また、クルーズ船は大きいと入港で

E3%82%92%E9%80%9A%E3%81%98%E3%81

きる港も限られることから、日本の港湾の現状に

%9F%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%89%B5%

適した大きさのクルーズ船を探る。

E6%88%90%27

３．本年度の取り組み

3)（公財）日本生産性本部編「レジャー白書 2016」
、
（公財）日本生産性本部、2016 年 7 月 14 日

昨年は、研究の計画を立案し、日米の先行研究
の分析を行った。日本ではクルーズの人気があま

4)福岡市経済観光文化局「平成 27 年博多港寄港

りない事から日本のクルーズに関する論文は僅

クルーズ船乗客実態調査（概要）」
、平成 28 年 1 月

か 7 本しかなかった。どの論文も日本のクルーズ

発表、2016 年 12 月 15 日閲覧

についての問題点の指摘はあったが、解決策の提

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/5

示はほとんどなかった。

2066/1/cruise.pdf#search=%27%E5%B9%B3%E

一方、クルーズ人気が高い米国は論文も多く、

6%88%9027%E5%B9%B4%E5%8D%9A%E5%

400 本強あった。それらの論文を分類し、筆者の

A4%9A%E6%B8%AF%E5%AF%84%E6%B8%A

研究テーマである、米国クルーズ船会社の事業展

F%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3

開、船員問題、マーケティング、クルーズ船巨大

%82%BA%E8%88%B9%E4%B9%97%E5%AE%

化等に関連するものをピックアップし、分析した。

A2%E5%AE%9F%E6%85%8B%E8%AA%BF%

４．今後の計画

E6%9F%BB%27
5)森本三男「北米及び日本の外航クルーズ事業展

米国クルーズ船会社が合併を繰り返し、巨大化
していった経過を、米国の関連する論文を使用し

開と企業の適応戦略」白鴎大学『白鴎大学論文集』

て調査する。また、船員問題について、多国籍化

第 17 巻第 1 号、2002 年 9 月、13 頁～51 頁

のメリットとデメリットを米国の論文から読み

6) CLIA Asia Cruise Trends 2016、2016 年発表、2016

とき、日本のクルーズ船に適合できるか、調査す

年 11 月 28 日閲覧

る。そしてマーケティング手法についても米国の

http://www.cruising.org/docs/default-

例より日本への適用の可否を検討する。最後に日

source/research/clia-2016-asia-cruise-trends-

本の港湾の状況を見た上で、日本の港に相応しい

report-.pdf?sfvrsn=0

クルーズ船の大きさについて検討する。

7) CLIA 2014 North American Cruise Market Profile,
2015 年 1 月発表、2016 年 7 月 25 日閲覧

これらを総合して、日本に相応しいクルーズ船

http://www.cruising.org/docs/default-

会社とクルーズ船のあり方について検討する。

source/research/clia_naconsumerprofile_2014.p
df?sfvrsn=2

参考文献
1)国土交通省海事局プレスリリース「2015 年の我
が国のクルーズ等の動向について」平成 28 年 6
月発表、2016 年 12 月 6 日閲覧
http://www.mlit.go.jp/common/001133420.pdf
2)国土交通省港湾局「クルーズ振興を通じた地方
創生」平成 27 年 2 月 13 日発表、2016 年 4 月 13
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Ⅲ．インクルーシブ・アフリカ

１．活動概要

平成 28 年度国際共生社会研究センター 研究概要

アフリカにおけるインクルーシブな開発に向けた分野横断的研究
国際共生社会研究センター

テーマコーディネーター

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）
志摩

准教授
憲寿

Inter-disciplinary Study for Inclusive Development in Africa
1. はじめに
(1) 研究のねらい
アフリカの現在の姿をどう読めばよいのだろうか？

近年の比較的好調な経済成長や活発な民間投

資の動向をふまえた楽観的な見方がある一方、例えば、国連ハビタットがあげる世界で最も不平等な 5
都市には、ヨハネスブルグ、アジスアベバ、ナイロビというアフリカ 3 都市が含まれるなど格差の拡大
も懸念される状況にもある。
このようなアフリカの現状をふまえつつ、アフリカの将来をどう考えればよいだろうか？ その答え
は 2 点に集約されよう。まず第一は、個別分野ではなく分野横断的にアプローチすること、そして、第
二は机上の理論ではなく現場の知恵から解を見いだすということであろう。
もちろん、分野横断的かつ現場からのアプローチの重要性は既に多くで指摘されているが、まさに「言
うは易く行うは難し」で、その実践となるとあまり例を見ない。本センターにおけるアフリカ研究では、
その第一歩として、開発、貧困、国際関係、水、衛生、高等教育、都市計画・まちづくりを専門とする
研究員が中心となり、分野横断的に現場から研究を進めてゆくこととしたい。
(2) 昨年度までの活動
昨年度は、研究員らによる個別研究に加え、アフリカ開発銀行より専門家を招聘して国際ワークショ
ップ「Sustainable Development and International Contribution for African Countries」
（2016 年 1
月 8 日、於：東洋大学白山キャンパス・スカイホール）を開催した。昨年度の活動から、本年度につな
がる研究の枠組みに対する有益な示唆が得られた。
2. 本年度の活動
研究員は昨年度より継続的に個別研究に取り組んだ。本年度は、特に、国際シンポジウム及び国際ワ
ークショップを通じて、ジョモ・ケニヤッタ農工大学との協力関係が約束され、現地調査を実施するこ
ととなった。
(1) 国際シンポジウム「Development and Environment in Africa: Human Resource Development on
Technology and Society」
去る 11 月 11 日に、ケニアのジョモ・ケニヤッタ農工大学と東洋大学との学術協定調印式ならびに国
際シンポジウム「Development and Environment in Africa: Human Resource Development on Technology
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and Society」を東洋大学井上円了ホールにて開催した。
ジョモ・ケニヤッタ農工大学はケニアのナイロビ郊外に立地する大学で、1977 年以来 JICA の支援を
受けて拡充し、今や 3 万人以上の学生数を有する総合大学である。東洋大学としては、今回初めてアフ
リカの大学との大学間学術協定を結ぶこととなった。調印式では、ジョモ・ケニヤッタ農工大学副学長
ロマヌス・オディアンボ・オティエノ先生と東洋大学副学長・国際共生社会研究センター長の北脇秀敏
先生が調印された。
シンポジウムは、この新しい学術協定を推進すべくアフリカをテーマとし、第一線で取り組んでいる
5 名の研究者・実務家より講演をいただいた。司会は杉田研究員が務めた。
① 「シンポジウムによせて」
（アフリカ開発銀行アジア代表事務所・所長 横山正氏）
アフリカの近年の高い経済成長とその背景、課題などを概説した上で、アフリカ開発銀行の役割と活
動を紹介した。
② 「ジョモ・ケニヤッタ農工大学と凡アフリカ大学の役割と人材育成」
（ジョモ・ケニヤッタ農工大学・
副学長 ロマヌス・オディアンボ・オティエノ氏）
オディアンボ先生の講演は、ジョモ・ケニヤッタ農工大学の歴史と現在について紹介するもので、東
洋大学が今後パートナーシップを組む中で、多様な分野での協働の可能性があることを示唆するもので
あった。また、同大学は、アフリカ全体の高等教育を推進する Pan African University （PAU）プログ
ラムにおいて、PAU の東部拠点としてアフリカの科学技術イノベーション分野の産業人材を育成する役
割を担っている。
（独立行政法人国際協力機構・安全対策総括役
③ 「アフリカにおける人材育成」

加藤正明氏）

加藤氏は、第 6 回東京アフリカ開発会議（TICAD VI）を概要し、アフリカの人材育成における JICA
の取り組みを紹介した。特に、長年の人材育成支援の好事例がジョモ・ケニヤッタ農工大学への支援で
あり、現在は上記の PAU の支援も実施している。さらに、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラ
ム（SATREPS）を通じた研究協力や ABE イニシアティブを通じたアフリカ人留学生の支援も JICA のアフ
リカにおける人材育成の一環であることを説明した。
（ジョモ・ケニヤッタ農工大学生化学・環境工学部・准教授
④ 「アフリカにおける農業と技術」

パト

リック・ホメ氏）
ホメ先生は、アフリカの環境における農業や食料の安全保障の脆弱性を説明した上で、その克服には、
アフリカの環境にあった技術革新が必要であることを訴えた。また、ジョモ・ケニヤッタ農工大学では、
そうした草の根で役に立つ技術や情報伝達方法を開発していることを具体例を交えつつ紹介した。

写真 1 国際シンポジウムにおける講演（左から横山氏、オディアンボ先生、加藤氏）
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⑤ 「民間主導のアフリカ経済」
（東洋大学国際地域学部・学部長

坂元浩一氏）

坂元先生は、アフリカのマクロ経済の状況について、経済が低迷している国も少なくない一方、ナイ
ジェリアや南アフリカなど経済成長を遂げている国もあり、ケニアやエチオピアは 2017～2021 年で 6
～7％の年経済成長率が予測されていると指摘した。また、アフリカへの投資も増えており、近年、中
国もアフリカへの投資を拡大させており、日本の企業もまたアフリカでの展開をみせていることなどを
紹介した。
本シンポジウムには、学内外のアフリカからの留学生も多くを含め延べ 800 名を超える参加があり、
最後には参加者を交えた活発な議論が交わされた。
(2) 国際ワークショップ「Toward International Collaborative Research between JKUAT and TOYO」
国際シンポジウムに続く 11 月 14 日には、白山キャンパスにて、国際ワークショップ「Toward
International Collaborative Research between JKUAT and TOYO」 を開催した。本ワークショップは、
センターとジョモ・ケニヤッタ農工大学との間の協力関係の具体的な第一歩として共同研究の可能性を
検討することをねらいとするものであり、ジョモ・ケニヤッタ農工大学よりパトリック・ホメ先生が出
席し、センター研究員らと議論を交わした。
ホメ先生による講演「Recent Research Focus of JKUAT」で
は、ジョモ・ケニヤッタ農工大学における研究活動が紹介され
た。同大における研究は「経済開発に向けた科学、技術、イノ
ベーションと起業家精神（Science, Technology, Innovation and
Entrepreneurship for Economic Development）」を重視してお
り、その下で 10 項目の重点研究分野に取り組んでいること、ケ
ニアにおける同大の位置付けや学内組織、研究費をはじめとす
る同大における研究実施体制などが説明された。また、具体的
な研究事例も紹介された。
続いてセンター研究員による話題提供「A Concept Mapping of
Education Diplomacy」
（花田研究員）
、
「Water×Micro-topography

写真 2

国際ワークショップにお

×Settlement」
（志摩研究員）
、
「How did better access to water

けるホメ先生の講演

change people’s life in 15 years?」
（杉田研究員）において、
個別研究の論点が紹介され、ジョモ・ケニヤッタ農工大学における研究との接点を探った。
本ワークショップを通じて、2017 年 2 月末に現地にて実施する共同調査のテーマや具体的なロジまで
が検討されるなど、共同研究への第一歩が開かれた。
(3) 研究員による個別研究
研究員による本年度の主たる研究成果は次の通りである。
① 途上国経済の内発的発展に関する研究（坂元浩一）
本研究は、内発的発展を総合的に分析し、グローバル化・自由化の中で、発展途上国の経済全体と産
業を対象として、内発的発展のための方策を提案するための基礎とするものである。
本年度は、これまで同様にアフリカ全体の経済を対象として、貿易や投資など国際経済関係のミクロ
情報を集めた。加えて、日本と中国の経済協力の動向について、サーベイを行った。
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② アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開に関する研究（志摩憲寿）
本研究では、アジア・アフリカ地域のインフォーマル市街地における「まちづくり」の事例から、そ
の展開可能性を探ることを目的としている。
本年度は、持続可能な開発目標やニュー・アーバン・アジェンダなどのグローバルな開発目標とイン
フォーマル市街地のまちづくりとの接点を整理した上で、ルサカ及びジャカルタにおける現地調査をふ
まえつつ、インフォーマル市街地の居住環境の改善において「三方一両損」的な発想に基づく空間形成
が重要であることなどを指摘した。
③ アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究（杉田映理）
アフリカ諸国における地方給水や衛生改善をテーマとする本研究では、特に、水アクセス向上による
生活への影響と変容、Menstrual Hygiene Management、さらに、日本におけるトイレ・手洗い問題に
も着目する。
本年度はマラウィにおける水アクセス向上による社会的な影響、とくにジェンダーに焦点を当てて
JICA と調査し、女性や子どもへの生活変化が正のインパクトのみならずジェンダー関係や社会関係に
も影響することを指摘した。また、ウガンダおよび日本国内にて、水利用、生活、衛生、月経をキーワ
ードに現地調査を継続的に行った。
④ アフリカ諸国と先進諸国間における高等教育パートナーシップに関する研究（花田真吾）
本研究は、アフリカ諸国と先進諸国間の高等教育パートナーシップが、アフリカ諸国の高等教育の発
展に対してどのような効果をもたらしているかについて探求することを目的としている。
本年度は、高等教育パートナーシップの 4 類型（地域公的機関型、コンソーシアム型、機関型、大学
型）に基づき、アフリカ地域を対象としたコンソーシアム型および大学型パートナーシップについて、
アフリカ現地での人材育成が積極的に展開されていることを明らかにした上で、海外ブランチキャンパ
スの展開において、既述のメリットを認めつつも、アフリカ地域の高等教育の持続的可能な発展に向け
た課題を指摘した。
3. 来年度に向けて
本年度の活動において、国際シンポジウム及び国際シンポジウムを通じてジョモ・ケニヤッタ農工大
学との間の協力関係が具体化されようとしている点は特筆に値しよう。研究員らは 2017 年 2 月末には
ジョモ・ケニヤッタ農工大学にてワークショップを開催した後に、オディアンボ先生やホメ先生をはじ
めとする同大研究者らと共に、タンザニアとの国境の町ナマンガ（Namanga）のマサイ・コミュニテ
ィにおいて共同調査を実施することとなった。共同研究の成果は、まず、センターより出版される書籍
としてまとめ、続いて学術誌等においても積極的に報告しつつ、引き続き協力関係を深化させてゆきた
い。
注）本稿の一部は、国際共生社会研究センター・ニューズレターにおける杉田研究員の寄稿及び拙稿を加筆・修正したも
のである。
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２．研究報告

平成 28 年度国際共生社会研究センター

研究概要

アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）

准教授

志摩

憲寿

A Study on Machizukuri-based Urban Planning in Asia and Africa
フリカ都市に焦点を当て、インフォーマル市街地

1. は じ め に
急速な都市化の進むアジア・アフリカ地域では、

における「まちづくり」の事例から、その展開可

多くの場合、旧宗主国に由来する近代都市計画は

能性を探ることを目的とするものである。昨年度

事実上機能不全に陥っており、スラム等のインフ

は、ヨハネスブルグ、ケープタウン、ルサカ、ケ

ォーマル市街地の形成と拡大が続いている。しか

ニア、ダカールなどこれまでに実施した現地調査

しながら、近代都市計画の軛を外してこうしたイ

での知見を交えつつ、アフリカ都市の形成経緯と

ンフォーマル市街地を改めて眺めると、すべてが

現状を整理したが、本稿では、都市をめぐるグロ

否定的にとらえられる訳ではない。無論、貧困や

ーバルな開発目標が次々と打ち出されたことを

劣悪な居住環境をはじめとしてインフォーマル

ふまえつつ、こうした目標とスラムのまちづくり

市街地には深刻な問題を抱えていることも事実

との接点を論じ、ジョモ・ケニヤッタ農工大学と

ではあるが、そこに住まう人々による「手づくり」

共同で実施するケニアでの現地調査に向けた論

の「まちづくり」もまた見られるようになった点

点を探ることとしたい。

は評価すべきであろう。
2. グ ロ ー バ ル な 開 発 目 標 と ス ラ ム の ま ち づ

こうした「手づくりのまち」という空間は、家

くり

族、生活、仕事、教育といったコミュニティにお
ける人々の生活が現れた空間であり、人々の営み、

持続可能な開発目標における「持続可能な都市

とりわけ、こうした空間を改善しようとする営み

とコミュニティ」（目標 11）や「ニュー・アーバ

は、フォーマルな市街地において近代都市計画と

ン・アジェンダ」をはじめとして、都市をめぐる

その基礎を成す近代的土地所有権とが想定する

グローバルな開発目標が次々と打ち出されてい

「土地所有権の確定→都市マスタープランの確

る。例えば、先のミレニアム開発目標では、都市

定→都市計画規制の確定→計画・建築許可→開発

に関する目標はスラムの居住改善が中心であっ

→居住」という一意的かつ単線的なプロセスでは

たことを考えると、これらはより総合的な内容と

なく、まちづくりのプロセスでは、行きつ戻りつ

なったが（表 1）、スラムの問題を等閑視してはな

を繰り返しながら「コミュニティ・ガバナンス」

らない。確かに世界的にみて都市におけるスラム

が漸進的に展開してゆく。このようなまちづくり

の人口は、国連ミレニアム宣言の採択された 2000

のプロセスにこそ、近代都市計画の限界を克服し

年から 2014 年までの間に割合として減少しては

得る、アジア・アフリカ地域における都市計画の

いるもののスラム人口は 1 億人近く増加しており、

ありようを見出すことができるのではなかろう

さらに、今後の都市化の趨勢を考え合わせると、

か。本研究の問題意識はここにある。

スラムへの対応は、引き続き、急速な都市化の進
んだアジア・アフリカ・ラテンアメリカの都市に

このような立ち位置の下で、本研究は、特にア

155

表 1

持 続 可 能 な 開 発 目 標 に お け る 目 標 11

からスラムを捉える功利主義的なアプローチは、

「持続可能な都市とコミュニティ」
（ 出 典：文

スラムに対して望ましい結果を導くとも限らな

献 1）

い。近年では「気候変動」が都市全体からのアプ
ローチにおける常套句となっているのか、例えば、
マニラ首都圏全体では気候変動に伴う洪水対策
が必要であり、河川や運河の両岸 3 メートルの違
法建築物を撤去したが、その多くがスラムであり、
筆者の訪ねたところでは、クリアランスされた跡
地に建設されたのは、皮肉にもコミュニティセン
ターであった（写真 1）。
3. イ ン フ ォ ー マ ル 市 街 地 の ま ち づ く り か ら
学ぶこと：ルサカとジャカルタから
折しも、ニュー・アーバン・アジェンダでは、
フランス人の社会学者アンリ・ルフェーベルらが
唱える「都市への権利（Right to the City）」など
も受け、「現在及び将来にわたって、誰も排除す
ることなく全ての人々が等しく都市や居住の恩
恵に預かる」ことが謳われているが、この関連で
は、スラム住民にとっては「エンパワメント」の
重要性が長く指摘されており、近年は、スラム住
民の土地所有権を正規化するという手法がスラ
ムの居住環境改善策として多く採用されている。
土地所有権が正規化されることにより、スラム住
民にとっては安定した居住が約束され（その結果、
住宅を含む居住環境の改善が期待される）、また、
土地を担保にしたローンなども利用可能となり、
それがスラム住民のエンパワメントへとつなが
るという論理である。
ザンビアの首都ルサカでは、2000 年代初頭よ
り未計画居住地「コンパウンド」の居住者に対し
て 土 地 所 有 権 の 正 規 化 を 図 る 「 Lusaka Land

写真 1

Tenure Initiative」が進められ、事業実施地区で

気候変動対応の一環としてクリアラ

は、土地所有権を得た者は立ち退きに対する恐怖

ンスされたスラム（マニラにて）

を感じることが少なくなったり、また、土地所有
権を有する女性は地区の環境改善活動にも積極

おける喫緊の課題である。
また、グローバルな開発目標が総合的な内容で

的に関わり女性のエンパワメントへと繋がるな

あるからといって、経済学で言うところの「ヒッ

ど、教科書的な成果もみられたが、地区の居住環

クスの楽観主義」にも似た発想の下での都市全体

境に目を向けると、必ずしも望ましい結果という
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訳でもなかった。土地所有権が確定したことによ

に設置したり、庇は路地の中心線を限度とするな

り、住民はそれぞれの敷地をブロックやフェンス

どの建築ルールがあり（写真 2）、かつ、それは明

で囲み、その中で次々と家屋を建て始めるなど、

文化されている訳ではなく、カンポン内の様々な

地区の高密化が（徐々にではあるが）進むことが
懸念された（図 1 の(1)）。一方、土地所有権の正
規化が進められていないコンパウンドでは、土地
所有権は「ヘッドマン」と呼ばれる世襲制のコミ
ュニティ・リーダーによって付与されるもので、
居住権は安定していない。実際、筆者の訪ねたコ
ンパウンドでは、次期ヘッドマンが当該コンパウ
ンドを民間事業者に売却して再開発するとの噂
もあった。しかしながら、地区の居住環境には近
隣同士で互いを慮る姿勢が伺えた点が印象的で
あった。住民は自らの土地を囲い込むことはせず、
近隣住民が通行できる抜け道を空けていたり、ま
た、家屋を建てる際には近隣と相談せねばならな
い（これはトイレを設置する際にとりわけ深刻で
あるという）。その結果、コンパウンドはあまり
高密化せず豊かな居住環境が維持されていた（図
1 の(2)）。
近隣を慮ることは、ジャカルタ中心部チキニ地
区の「カンポン」（自然発生的市街地を言い、都
市化の圧力のもとで多くが高密化している）にお

写真 2

いてもみられた。住戸の新築や改修にあたって、

半公共的空間のテラスでくつろぐ住民（ジャ

例えば、窓は隣家のプライバシーを損ねないよう

カルタ・チキニ地区にて）

(1) 土 地 所 有 権 を 正 規 化 し た コ ン パ ウ ン ド

(2) 慣 習 的 な 土 地 所 有 権 の 下 に あ る コ ン パ ウ ン

（ Chaisa 地 区 ）
図1

道路中心線を守って設置された庇と

ド （ Chazanga 地 区 ）

土 地 所 有 権 の 違 い に よ る 土 地 の 囲 い 込 み （ 出 典 ： 文 献 2）
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classified as Objective Tenure Security (OTS), while other types of land ownership, like Inherited
Right to Build (B1), Girik Letter11 (B2), Contract of Sale12 (B3), Receipt of Land Transaction13 (B4)
and Inheritance Letter14 (B5), issued under the customary law or religious law, can be classified as
Subjective Tenure Security (STS).
表2
Type of Tenure Security
A)

B)

チ キ ニ 地 区 に お け る 土 地 所 有 権 の 状 況 （ 出 典 ： 文 献 3）

Table-2 Status of Land Ownership

Number of Respondents
(persons/ %)

Objective Tenure
Security (OTS)
Subjective Tenure
Security (STS)

C)
Decline to Answer
Number of Respondents (persons)

2

Type of Land Ownership

Number of Respondents
(persons/ %)

2.53%

A1)

Right of Ownership

2

2.53%

74

93.67%

B1)
B2)
B3)
B4)
B5)

Inherited Right to Build
Girik Letter
Contract of Sale
Receipt of Land Transaction
Inheritance Letter

8
11
4
9
42

10.13%
13.92%
5.06%
11.39%
53.16%

3

3.80%

3
79

3.80%
100.00%

建設行為をとりしきる棟梁のような人物によっ

近隣を慮りつつ、皆が少しずつ我慢する、いわば

て運用されていた。無論、彼と親しいかどうかで

「三法一両損」的な発想に立つことが重要なので

このルールの運用状況も異なろうし、近代的な制

はなかろうか（但し、スラム住民はしばしば社会

度観の下では公平性の問題もあろうかと思われ

的に弱い立場に置かれていることから、これらの

るが、ここで特筆に値するのは、ルールの根底に

諸権利は保護された上での話であるが）。

近隣を慮るという原則があり、かつ、それが住民
それでは、居住環境を保つ上で「三方一両損」

によって守られているということであろう。
さらに、このチキニ地区の土地所有権をみてみ

的な発想に基づいて、どのような空間を形成すれ

ると（表 2）、政府によって土地所有権の正規化が

ばよいのだろうか。自然発生的に形成・拡大して

奨励されてはいるものの、インドネシアの土地基

きたインフォーマル市街地は、根底的には、自然、

本法において慣習的な所有権が否定はされてい

とりわけ水、との関係から読み解くことができる

ない状況も重なり、殆どの住民が有するのは、イ

のではなかろうか。ケニアでの現地調査をはじめ

スラム教に基づく相続などの慣習的な土地所有

として続く研究課題としたい。

権である。再び教科書的に言うならば、居住環境
参考文献

の改善は望めないということになるが、実態をみ
ると、住民は上述のような建築ルールの下で住宅
の改修を行っているのである。他方で、正規の土
地所有権を取得した数パーセントの者の中には、
土地の売却をねらった登記もみられた事実は皮
肉ですらある。
4. お わ り に
ルサカの例に見るように、土地所有権の正規化
によるエンパワメント効果には一定の評価が与
えられるが、それが居住環境ということになると
別の論点があるように思える。すなわち、スラム
の居住環境改善においては、個人個人が権利を主
張しつつ「Win-Win」の解決を目指すのではなく、
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1. 本研究の概要

Book Proposal on Aid to Africa
List of Contents

研究期間全般に渡って、内発的発展を総合的に
分析する。すなわち、内発的な部分のみならず、

Chapter 1 Aid to Sub-Saharan Africa by Major

外国主導の部分も分析する。重要な分析項目とし

DAC Countries

て、政府の政策について政策評価を行う。グロー
Chapter 2 Aid to Sub-Saharan Africa by Japan

バル化・自由化の中で、発展途上国の経済全体と
産業を対象として、内発的発展のための方策を提

Chapter 3 Aid to Sub-Saharan Africa by China

案するための基礎となる研究である。
主な対象地域はアフリカであるが、アジアの経
済も対象とし、また先進工業国や中国からの投資

Chapter 4 Rivalry in Aid between China and

や援助も含めることとする。

Japan

アフリカについては、経済規模の大きい主要国
Explanations of Contents of Each Chapter

をいくつか選ぶ。アジアについてはこれまで主要
国については分析してきたので、その成果を使う。

Chapter 1 Aid to Sub-Saharan Africa by Major
DAC Countries

２．これまでの研究の進捗と成果

As an introduction, history of aid to Africa
by major DAC countries is explained. The

以下に国別・地域別の研究の進捗と成果を説明

policies and their achievements are

する。

summarized. Much attention is paid to aid
reforms since the end of Cold War, which

２．１ 日本と中国の対アフリカ援助

culminated in Paris Declaration on aid
2017 年 5 月に向けて、米国の World Scientific

effectiveness in 2005, and to debt relief for

社の出版物として、日本とアフリカの対アフリカ

low income countries (HIPCs) led by European

援助の動向と政策について、原稿を作成中である。

donors in 1999 and 2005..

出来上がりは 200 ページの予定である。
Chapter 2 Aid to Sub-Saharan Africa by Japan

2016 年秋に筆者が提出したプロポーザルの要

An overall analysis is made of Japan’s aid

点は下記の通りである。

policies and their achievements for Africa. A
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careful analysis is made of its independent

２．２ フランスと日本の対アフリカ共同政策

policies and a forced adoption of Western-led
2016 年 12 月に上海とパリで行った現地調査を

aid reforms mentioned in Chapter 1 above.
China has followed Japan’s history of aid to

踏まえて、両国協調の政策の小論を作成した。骨

some extent.

子は下記の通りである。

Chapter 3 Aid to Sub-Saharan Africa by China

（小論骨子）

A comprehensive analysis is made of China’s

2017 年 5 月の大統領選挙結果にかかわらず、我

aid policies and their achievements for Africa.

が国は、経済自由化を進める仏国と、二国間の協

Aid is analyzed in the context of economic

力体制を維持していくべきである。2013 年のオ

cooperation, namely ODA, OOF, private fund,

ランド大統領の訪日の際に、共同声明として「安

and of external trade. Substantive data are

全保障・成長・イノベーション・文化を振興す
るための特別なパートナーシップ1」が打ち出さ
れている。付属文書として、「日仏間協力のた
めのロードマップ（2013－2018 年）」が発表さ
れた。

captured, using government publications and
those of OECD and of other international
organizations.
Also included are short analyses and
observations by Chinese scholars as well as

本年 1 月 6 日，パリを訪問中の岸田外務大臣及

Western specialists with whom the author has

び稲田防衛大臣は、第 3 回日仏外務・防衛閣僚

interviewed. In the past 10 years, the author

会合（
「2＋2」
）に出席した。本紙 1 月 7 日（夕

has interviewed with Chinese scholars who

刊）に、日仏が防衛連携を拡大すると報道され

belonged to a national think tank in
international relations in Beijing, and to

ている。2岸田大臣は、フィガロ紙にこの面での

BRICS Institute of Fudan University in

協力拡大を投稿した。3

Shanghai. The Western specialists belong to

仮に野党（FN）が総選挙でも投票率で躍進した

OECD and French Aid Agency.

としても、経済の自由化とフランス企業の国際化
は進んでいくであろう。欧州の盟主として、欧州

Chapter 4 Rivalry in Aid between China and

および世界への展開を推進することが同国の生

Japan

きる道である。

First, recent developments in aid policies by
two countries are reviewed. Statements of the

次に対外直接投資については、同期間に欧州 69％、

meetings of TICAD (Tokyo International

中国 5％、日本 4％である。しかし、旧植民地の

Conference on African Development) since 1993

アフリカを含む各地域に幅広く展開している。

and FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation)
since 2000 are reviewed with their

筆者は、昨年末に仏国外務省の関係者と面会す
る機会があったが、2013 年の共同声明における
アフリカ支援を強調していた。「戦略・経済対

achievements.
Second, based on foreign policies of the two
countries as well, future policy directions

1

are surveyed and projected.

Partenariat d’exception

昨年 12 月に、第三国輸出向けの共同開発を進める防
衛装備品及び技術の移転に関する協定が発効している。
3 東アフリカの小国ジブチは旧仏領であるが、
中国と日本
が軍事的に港を使用している。
2
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話」を毎年実施する米国と中国のアフリカへの
大規模な進出の現実を前に、仏国は日本との協
力を重視しているとのことである。

今後、本稿冒頭の英語書籍のために、中国の援
助政策についてサーベイを行う予定である。2016
年 12 月のパリにおける文献サーベイで、最新の
アフリカの経済状況の文献を収集できた。

昨年からアフリカ開発会議（TICAD）を、中国の

最大の収穫は、旧仏領アフリカにおける中国の

FOCAC に対抗して、3 年に 1 回開催することにな

援助の分析報告書である。アフリカ人研究者によ

り、日仏の協力の重要性はより高まっているとい

る詳細な分析であり、中国の援助機関の援助内容

4

が網羅的に書かれている。中国における調査に限

える。

界がある中で、貴重な文献として今後十分に活用
したい。

民間活動では、在アフリカの日仏企業のネットワー
キングが進められている。高度成長が続くアフリカ

また、2016 年 12 月の上海と、帰途立ち寄った

への日本の投資は近年進んでおり、例えば豊田通商

北京の空港において、中国の経済に加えてアフリ

は、植民地時代に設立した仏最大の商社 CFAO を

ア政策に関する雑誌のバックナンバーを多数収

2012 年に完全買収。英語圏を含むアフリカ全域で、

集することができた。

車両の販売と保守、医薬品販売を展開してきた。5

２．４ アフリカ
２．３ 中国
2013 年度においては、5 年に 1 回、日本政府主
中国を代表するシンクタンク、社会科学院と国

催で開催されるアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）

際関係学院の研究員、教授とは 2005 年から毎年

が横浜で開催された。

交流し、中国の経済や経済協力について意見交換

筆者は同地域に関して長い研究・調査歴があり、

をしてきた。

外部機関の依頼と独自の研究を、一年間を通じて

省庁別のデータ、及び費目項目別のデータを既

行ってきた。

に入手した。一部のデータを使って、中国中央政

また、2016 年においては、AFP 通信社の記者の

府の財政に関する小論を、専門の業界誌「国際開

インタビューを受けて、その結果が配信された。

発ジャーナル」の 2013 年 3 月号に掲載した。

日本を中心としてアフリカに対する援助政策に

2016 年 12 月には、
上海の復旦大学を訪問した。

ついて全般的に話したが、配信された内容は日本

BRICS 研究所が当職のためにワークショップを

と中国の対アフリカ援助政策に関するものであ

開催してくれた。日本と中国の経済協力について

った。

意見交換を行うことができた。

以下が、最近の研究成果である。

4筆者は、昨年末にパリに行く直前に上海で中国の経済協

（１）アフリカ開発会議に対する貧困国への対応

力政策について意見交換を行った。1993 年から 5 年に 1

の在り方についての小論（国際開発ジャーナルに

回実施した TICAD を、2000 年から 3 年に 1 回開催されて

掲載）

きた中国の FOCAC に対抗して、昨年から 3 年に 1 回開催さ

タイトル： アフリカ開発会議‐真のアフリカ支
援を‐

れることとなった。
5一方、2014

年には、CFAO は世界の流通業 2 位のカルフ

（２）アフリカの展望とアプローチ

ールと合弁会社を設立し、ナイジェリア、コートジボワー

本成果は、2014 年 1 月に、日本経済新聞の経済

ル、コンゴ（キンシャサ）など８か国でスーパーを展開し

教室』に掲載された。タイトルは、「アフリカへ

ていく。

の総合的なアプローチを」である。

161

要約：

行い、資料や情報の収集を行うことができた。

１）対アセアン規模の投資

具体的な成果としては、財務省図書室で専門家

日本の企業の投資はアジア地域に対して多い

のアドバイスにしたがって、予算書を総合的に理

が、アフリカの資源と高い成長に呼応して、外国

解して、必要な情報を収集した。具体的には、予

民間投資が拡大している。分野はエネルギー、鉱

算 案 で あ る NATIONAL

物などと異なるが、その投資額は、アセアンの主

PROGRAM と、予算書である APPRORIATIONS。

要国に対する金額に匹敵する。

両方とも 1 千ページの大部のドキュメントである。

EXPENDITURE

後者を中心とした具体的な収集情報は以下のと
２）中国等新興国の急速な参入

おりである。

世界経済において新興国、特にＢＲＩＣＳの台
-政府の省庁全体の予算値と予算配分

頭が大きい。

-主要 10 章それぞれの予算内訳と地域別配分

先進工業国のみならず、中国を筆頭とする新興

-フィリピンの主な地域の予算内訳

国も莫大な投資や労働力の動員を行っている。中
国については、2012 年末に 15 万人の経済協力関

追加的に、2013 年 11 月の台風によって影響を

係者がアフリカに長期滞在している。

受けた地域に対する予算措置の詳細を収集した。
３）貧困国の多い同地域に対して、総合的なアプ

この情報は、本研究に加えて、他の研究員の研究

ローチが必要

にも資する。

第 1 に、未知の大陸アフリカの経済・金融分析

予算庁などの WEB の情報の利用の仕方を、財

が十分に行われるべきである。第 2 に、経済協力

務省専門家に教わり、PC でも詳細なサーベイを

を総合的に見る必要があり、西側の一員として、

行ってきた。今後その成果をまとめて研究発表す

貧困削減など被援助側の真の開発に役立つよう

る予定である。

な体制構築に貢献するべきである。
２．５ フィリピン

主な参考文献
外務省（2011）
『中国の経済協力』報告書。
（筆者

フィリピンには過去 15 年間のうち 5 回マニラ

がアドバイスを行い、主要部分を執筆した）

を訪問した。

坂元浩一（2012）『教養系の国際経済論』大学教

日本における経済企画庁の研修で講師を何年

育出版

間か務めたことがあり、中央の経済官庁とフィリ

矢内原 勝編（1996）
『発展途上国問題を考える』

ピン大学にコネクションがある。財務省、工業省、

勁草書房

経済計画庁に加えて、アジア開発銀行とフィリピ
ン大学のエコノミストと継続的に意見交換を行

IMF, World Economic Outlook, various issues.

い、同国の経済・開発と貧困の問題を研究してき

World Bank, International Debt Statistics 2017,

た。

December 2016.

重要な成果として、地方政府水準の財政支出の
データを掲載したレポートの一部を入手できた。

その他、African Business や仏語圏のアフリカ関

フィリピン大学教員などからアドバイスを受け

連雑

て進めてきている。

誌を参照した。また、中国の Chinaafrique 誌の

さらに、2014 年 9 月に再度マニラを訪問した。

バックナンバーを参照した。

政府予算書物に絞って、精力的に資料の収集を行
った。政府機関や NGO の職員とインタビューを
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平成 28 年度国際共生社会研究センター

研究報告

アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究
国際共生社会研究センター
大学院国際地域学研究科

（国際地域学部）

研究員

杉田

准教授
映理

Social Development Related to Water, Sanitation and Hygiene in African Societies
基盤・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推
進室とともに行ったものである。
その結果、以下のような影響が女性や子ども
の生活において見られた。
① 子どもの下痢症の軽減
② 女性の水汲み労働の軽減と収入向上
③ 水管理委員会の活発化、徴収した水料
金の活用でコミュニティの活性化
④ 女性の水管理委員会への参加
⑤ 子どもの水汲み労働については、状況
によって軽減した場合と増加した場合
あり
⑥ ジェンダー間や社会関係にも影響あ
り
①から④については、当初より想定された正
のインパクトであった。しかし、⑤や⑥につい
ては必ずしも正のインパクトとは即断できな
い影響が確認された。たとえば、子どもの水汲
み労働については、以前は水源が遠すぎたり危
険であったりしたために子どもは水汲みに行
かせなかった家庭も、村内にポンプ式の井戸が
できたことで、子どもが水汲みを手伝うことに
なったという。しかし、これによって母親の水
汲み労働は軽減されているため、単純にインパ
クトを正負で決めつけることのできない現実
が把握できた。また、ジェンダー関係について
も、女性の水汲み労働が軽減され、水へのアク
セスが良くなったことにより、夫や家族からは
きちんと洗濯をすることや、時間通りに昼食を
用意すること、その他 家事をこなすことが期
待される状況も、調査の結果わかった。こうし
た状況は、ジェンダー関係の再固定化に繋がら

１．研究内容
国際共生社会研究センターの全体的なテー
マである「アジア・アフリカにおける地域に根
差したグローバル化時代の国際貢献の手法の
開発」に資するために、筆者は以下に示す 3 つ
のサブテーマをもって研究を進めている。
1) 水アクセス向上による生活の影響、生活
変容についての研究
2) Menstrual Hygiene Management に係る研
究
3) 日本におけるトイレ・手洗い問題の研究
以下に平成 28 年度に実施した研究内容とその
成果について報告する。
また、筆者は発展途上国、なかでも特にアフ
リカにおける衛生改善を専門としており、それ
に関連して行った国際貢献活動についても、本
センターの主題に関連することからここに報
告したい。
２．活動報告
2.1 水アクセス向上による生活の影響、生活変
容についての研究
(1)マラウィにおけるジェンダーインパクト調
査
給水施設の設置による社会的インパクト、特
にジェンダーに焦点をあててマラウィ村落部
（ムチンジ県）の現況の調査を 2016 年の 3 月
末～4 月頭にかけて実施した。これは、JICA の
無償資金協力および技術協力プロジェクト（い
ずれも安全な水へのアクセス改善のプロジェ
クト）によって支援された村落について、プロ
ジェクト終了後のインパクト調査を JICA 社会
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ないとも限らない。
「水」は人々の生活の全般に
関わるものであるため、水アクセス向上による
生活への影響は多面的であり、生活変容そのも
のにつながっていく様子が理解できた。
この調査の結果は、JICA 社会基盤・平和構築
部ジェンダー平等・貧困削減推進室の益田信一
副室長および調査に同行したアジア経済研究
所の佐藤寛研究員とともに、JICA の出版物『水
とジェンダー～開発途上国の水と衛生、ジェン
ダー平等推進に向けて～』
（杉田ほか 2016）と
してまとめた。また 2016 年 7 月にジェトロ・
アジア経済研究所主催のアジ研専門講座にお
いて「水、トイレ、ジェンダーと SDGs」として
研究成果の一部を発表した。

Menstrual Hygiene Management に係る
2.2
研究
(1)ウガンダ農村部の女子中学生の月経観につ
いて
昨年度までに調査・分析したウガンダ農村部
の女子中学生の月経観について、紀要論文とし
てまとめた。
研究背景としては、近年、女性の月経への対
処が国際的に注目されるようになってきたこ
とがまず挙げられる。「持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goals: SDGs）
」に
おいても月経対処の必要性が示唆されており、
月 経 衛 生 へ の 対 処 を MHM (Menstrual
Hygiene Management)と呼ぶ略称も開発業界
では定着をしはじめている。しかし月経は隠さ
れたことの多い領域で、文化によって多様な諸
相があるだけに、開発支援が大規模に入る際に、
配慮すべきことがあるのではないかと考えら
れる。
投稿論文では、ウガンダの農村部（マナファ
県）の女子中学生が月経をどのように捉え、経
験しているか、公立中学校に通う女子生徒を主
な対象者として聞き取り調査した結果を一事
例として報告している。そこから、月経をめぐ
る多くのタブーが存在する一方、48％の女子生
徒たちが初潮まで月経について知らないなど、
十分知識を得る機会がない実態が浮かびあが
ってくる。また月経用品の取り扱いについても、
いろいろな懸念を抱いていることが理解でき
た。こうした調査結果をもとに問題提起と提言
に結び付けている。
本論文「月経はどのように捉えられ経験され
るのか―月経対処が開発アジェンダになる中
で、ウガンダの事例から考える―」(杉田 2017)
は、2016 年度東洋大学大学院紀要第 53 集に掲
載される。

(2) ウガンダにおける水と生活に関する調査
2015 年に引き続き 2016 年 8 月にウガンダ東
部のブドゥダ県において人々が利用する水源
（保護湧水、自然流下型共同水栓）の状況につ
いて現地調査を行った。また、ブドゥダ県の調
査村の生活の状況をより理解するために、人々
の幸福度や価値観に関する質問票調査を学生
の協力を得て実施するとともに、ブドゥダ県の
主要民族であるギス民族の男性にとって人生
で最も重視されている割礼の成人儀礼につい
ても参与観察および聞き取り調査を行った。
(3)ケニアのマサイの村落における水と生活に
関する調査
今年度、大学間協定を結んだジョモ・ケニヤ
ッタ農工大学との共同研究の可能性を検討す
るために、2017 年 2 月の下旬に、国際共生社会
研究センターのインクルーシブ・アフリカの研
究チームとしてケニアを訪問する。その際、ジ
ョモ・ケニヤッタ農工大学の提案した村落、ナ
イロビより 160Ｋｍほどのマサイ民族の村落を
プレ調査する予定である。その際に、水・衛生
のアクセスへの現状把握、および生活における
水利用について聞き取りを行うことを考えて
いる。

(2) ウガンダ農村部における成人女性の月経
の経験についての現地調査
上記(1) の調査村と、地理的には異なるが（ブ
ドゥダ県）同じギス民族の農村において、すで
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に出産を経験した成人女性の月経の経験につ
いて、学生の協力を得て質問票調査を行った。
また、いわゆる生理用ナプキンの販売状況につ
いても訪問調査を行った。
その結果、マナファ県の状況と共通する様相
が浮かびあがる一方で、成人になっても月経に
ついては友人ともあまり話したがらないとい
う状況があることが確認された。
(3)ケニアのマサイの村落における月経管理に
関する現地調査
上記のとおり、ジョモ・ケニヤッタ農工大学
との共同研究のプレ調査としてマサイ民族の
村落を訪れた際、可能であれば女性に対して月
経への対処についても聞き取り調査を実施し
たい。
月経時に女性を隔離する月経小屋や月経中
の女性に関するタブーは、狩猟社会に起源ある
という説がある(武谷 2012)。すなわち、血（経
血）の臭いが狩猟に影響をするからではないか
と推測されている。牧畜民であるマサイの村で
は、伝統的には季節に応じて移動する生活を送
っており、筆者がこれまで調査を実施してきた
定住型の農耕民の村落とは異なる生活様式を
とっていると考えられる。そこで、比較検討の
ためにも、これまでウガンダの農村で研究して
きた調査項目について、概要なりとも把握でき
ればと考えている。
（今回は、村での調査は 2～
3 日と限定されるため、あくまでも今後の研究
のための枠組み作りという位置づけになる。）
2.3 日本におけるトイレ・手洗い問題の研究
今年度は、日本の各地でトイレ環境や排泄に
関する活動に取り組む人や組織を発掘するた
め、日本トイレ研究所が主催した「日本トイレ
ひと大賞」の企画、審査等に当初より関わった。
本件自体は社会貢献活動であって、研究ではな
いが、現在の日本における衛生改善活動事例の
「データ」として捉えることもでき、今後の研
究にとっても示唆の多い活動となった。
特に、大賞を受賞した小学校における長期的
な排便教育や、ノミネートされた岩手県のコン
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ポストトイレ、企業の後援を得た小学校のトイ
レ改善事業などは、アフリカにおける衛生改善
にも適応可能なアプローチである。
また、首都圏の駅トイレの実態観察調査、外
国人から見た日本のトイレ利用に関する聞き
取り調査、日本人（高齢者女性、女子大学生、
男子大学生）の月経観や経験についての質問票
調査を、学生の調査プロジェクトとして実施し
指導した。これらの調査から、日本の抱えるト
イレ・衛生問題の一端が浮かびあがり、今後の
研究へのステップとなった。
2.4 アフリカ「水の防衛隊」に対する研修
JICA は 2008 年の TICADIV において、日本の
アフリカ支援構想の新機軸の一つとして、安定
した水の供給を目指すために村落給水や水道
管理のボランティアや技術者をアフリカに派
遣を拡充することを表明した。そのボランティ
アや技術者は「水の防衛隊」
（(W-SAT: The Water
Security Action Team)と呼ばれている。2016
年時点でもアフリカ 10 か国に水の防衛隊であ
る青年海外協力隊員が派遣されている。彼らは
任期 2 年間の派遣前にも派遣前技術研修を受け
るが、実際に派遣されてみて任地で色々な問題
に直面することも多い。
そこで、JICA の青年海外協力隊事務局と地球
環境部水資源グループは、アフリカの各地に派
遣中の水の防衛隊をモザンビークに召集して
「W-SAT 広域研修」を 2016 年 8 月に実施した。
筆者は、衛生改善分野の講師としてこれに招聘
された。研修には 7 カ国から 22 名の水の防衛
隊員が参加し、村落給水施設の維持管理と衛生
改善について 4 日間にわたるプログラムに参加
した。講義、現場視察、地域住民からの聞き取
り、ワークショップ、協力隊員間のディスカッ
ション、講師への Q&A セッションを含むプログ
ラムであったが、筆者自身も、モザンビークに
おける給水プロジェクトの現状や水の防衛隊
が各国の現場で直面している問題について理
解することができた。
研修後も、ルワンダおよびウガンダの水の防
衛隊員から連絡があり、手洗い指導や水に関す

把握する貴重な機会となった。次年度も機会が
あればこうした活動も実施する意義は高いと
考える。

る社会調査の方法について技術的なアドバイ
スをした。
2.5 JICA 課題別研修「アフリカ地域村落飲料
水管理コース」の講義およびワークショップ
JICA の主催する課題別集団研修（実施団体は
アースアンドヒューマンコーポレーション）に
おいて、衛生改善についての研修を担当した。
研修にはアフリカ 12 カ国から 15 名が参加して
いた。各国の中央もしくは地方政府の中級の水
担当者が大半を占めたが、各国における衛生政
策や CLTS（コミュニティ主導型トータルサニテ
ーション）手法の受け入れ状況などをディスカ
ッションすることができ、相互の学びあいにな
った。講義・PHAST（Participatory Hygiene and
Sanitation Transformation）手法のワークショ
ップ・手指衛生検査の演習を織り交ぜた研修を
実施したが、講義においては日本の衛生改善の
歴史やアプローチについて研修員の関心が高
く、改めて、上記 2.3 の課題の研究の重要性を
認識させられるものであった。
３．今年度の研究成果と今後の方向性
今年度は以上のように、1) 水アクセス向上
による生活の影響、生活変容についての研究と
して、マラウィのジェンダーに焦点をあてた調
査 お よ び そ の 成 果 の 発 信 、 2) Menstrual
Hygiene Management に係る研究として、これま
でのウガンダにおける調査の小括としての紀
要論文への投稿を行った。1), 2) ともにウガ
ンダ、さらにジョモケニアッタ農工大学との協
定が結べたことによってケニアにもフィール
ドを広げ、比較研究をしながら、
「国際貢献の手
法」を抽出することを目指したい。
また、3) 日本におけるトイレ・手洗い問題の
研究については、今年度は掘り下げたデータ収
集はできなかったが、問題点の炙り出しはでき
たので、次年度の調査につなげたい。
社会貢献活動・国際貢献活動としてアフリカ
「水の防衛隊」に対する研修や JICA 課題別研
修も、本センターのテーマである「国際貢献の
手法の開発」を検討する上で、現地のニーズを
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アフリカ諸国と先進諸国間における高等教育パートナーシップに関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

国際地域学部

講師

花田

真吾

Transformative Research and Education Partnerships
between Developed and African Countries
1. 研究テーマ

して、同地域の政府における研究開発分野

本研究は、アフリカ諸国と先進諸国間の

への財政支出は、アフリカ地域全体の平均

高等教育パートナーシップが、アフリカ諸

で GDP 比 0.3%であり、世界平均の 1/6 程度

国の高等教育の発展に対してどのような効

である（Jowi et al., 2013）
。また、同地域の

果をもたらしているかについて探求するこ

人的資源を示す１つのデータとして、科学

とを目的としている。

者人口は、
人口 100 万人あたり 35 人であり、
アメリカ合衆国の 4103 人、
欧州連合の 2,457

2．これまでの検討状況

人、ブラジルの 168 人と比較しても極めて

（1） 検討の背景と目的

少ない（Jowi et al., 2013）
。さらに、1999 年

アフリカ諸国では、1960 年代以降、大学

から 2008 年の間に、世界の学術ジャーナル

等の高等教育機関の設立が推進されたもの

において出版された学術論文のうち、同地

の、特に 90 年代における世界銀行やユネス

域の研究者が著者となっている論文は全体

コなどの国際機関による教育開発支援の議

の 1.5%にすぎず、その数はアフリカ 54 カ

論の中心は初等教育の充実にあった。この

国でオランダとほぼ同等の 27,600 本であっ

背景には、国民の識字率の向上など基礎教

た（Jowi et al., 2013）
。

育分野への支援の必要性が高かったこと、

こうした状況の改善に向けては、財政・

初等教育の投資収益率が教育分野において

人的資源をはじめとする高等教育資源の確

最も効率的であるという認識が高かったこ

保という点で、アフリカ諸国が独自におこ

とがあげられる。

なっていくことが極めて困難な状況である。

しかし、グローバル化時代においては、

そこで、その打開策として、先進諸国との

様々な発展途上国において高度知識人材の

教育・研究パートナーシップが有効な手段

開発の必要性が議論されるようになり、高

として注目されている。以上を踏まえ、本

等教育の改革が主要な教育改革のテーマと

研究では、アフリカ諸国と先進諸国間の教

なってきている。アフリカ地域においては、

育・研究に関わるパートナーシップに焦点

アフリカ連合が発表した“Second Decade of

を当て、その内容、効果および課題を分析

Education for Africa Action Plan (2006-2015)”

することを目指す。

において、教育プログラムの質的向上、研
（2） 平成 28 年度の調査対象地域

究活動の質的向上、アフリカ地域内外の高
等教育機関との連携強化を具体的な取り組

平成 28 年度の調査は、平成 27 年度の文

み課題として位置づけている。その背景と

献調査を通じておこなった高等教育パート
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ナーシップの４つ類型化（地域公的機関型、
コンソーシアム型、機関型、大学型）に基
づき、アフリカ地域を対象としたコンソー
シアム型および大学型パートナーシップに
ついて文献調査およびケニアでの現地調査
をおこなった。その結果のうち、一部事例
を報告する。
①コンソーシアム型パートナーシップ
コンソーシアム型パートナーシップは、
複数の高等教育機関・研究機関によるコン
ソーシアムを基盤とするパートナーシップ
である。その事例として、Academic Model
Providing Access to Healthcare（AMPATH）が
あげられる。
AMPATH は、ケニアにおける公衆衛生の
改善に向けて、北米の大学・研究機関とケ
ニアのモイ大学医学部との間で形成されて
いるパートナーシップである。1989 年に
United

States

Agency

for

International

Development (USAID)の支援の下、アメリカ
合衆国のインディアナ大学メディカルスク
ールとケニアのモイ大学医学部により締結
された。主に、ケニアにおける公衆衛生の
改善、公衆衛生に携わる人材育成、モイ大
学医学部の教育・研究力の強化を目的とし
ている。その後、アメリカ合衆国・カナダ

図１：AMPTH プログラム概要 (Obamba et al. 2013 より抜粋)

の計 10 大学

1が加わり、コンソーシアムを

形成している（AMPATH, 2016）。AMPTH

②大学型パートナーシップ

の１つの特徴は、ケニアの持続的可能な公

大学型パートナーシップは、先進諸国と

衆衛生の改善に向けて、モイ大学医学部の

アフリカ諸国の 2 大学間により形成される。

教育・研究強化（Education Programme and

長年に渡り、学生の留学や研究者の研究交

Joint Research and Dissemination Programme）

流を目的としたものが中心であったが

に注力している点にある
（図 1）
。その結果、

（Teferra, 2010）
、2000 年後半以降新たな取

2016 年時点での最新データとして、すでに

り組みが行われている。

1,200 名の加盟大学の学生が AMPATH によ

その１つの例として、海外ブランチキャ

る教育プログラムに参加し、その成果とし

ンパスがあげられる。海外ブランチキャン

て、450 本を超える研究論文を発表するに

パスとは、A 国の大学が B 国にキャンパス

至っている。

を設置し、学位プログラムを提供するもの
を指す。その設置数は、2004 年には世界全
体で 24 校だったが、2010 年に 162 校、2012

1

ブラウン大学、デューク大学、マウントサウナイ医科大学、リーハイバレーヘ
ルスネットワーク、ポートランドメディカルセンター、パデュー大学、カリフ
ォルニア大学サンフランシスコ校、マサチューセッツ大学、ノートルダム大学、
トロント大学

年に 200 校、2016 年には 311 校と急増して
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いる（C-BERT, 2017）
。設置大学は、北米、

学型パートナーシップの事例調査から、次

ヨーロッパの大学が多く、受入国はアジア、

の点が指摘される。第一に、アフリカにお

中東が中心であるが、近年ではアフリカ地

いては、アフリカ現地での人材育成が積極

域においても海外ブランチキャンパスの設

的に展開されている点である。高等教育に

置が進んでおり、2016 年 10 月時点で、ア

おける海外の人材育成支援の１つの柱は、

フリカ 11 カ国に 17 校が設置されている
（図

現地の学生・研究者を自国の大学・研究機

2）。アフリカにおける海外ブランチキャン

関で受け入れることで、自国・自大学の最

パスの特徴としては、例えばケニアの

新の教育・研究を提供することある。しか

Mount Kenya 大学がソマリアに進出してい

し、2010 年にアフリカ大学協会（AAU）と

るように、アフリカ地域内で海外ブランチ

欧州大学協会(EUA)が発表した共同調査結

キャンパスの展開が一部見られることであ

果によると、アフリカから欧州に留学した

る。西洋型の教育を取り入れるだけでなく、

学生のうち、留学終了後に帰国せず欧州に

アフリカ地域内での教育交流もおこなわれ

とどまる学生が多いことが明らかとなった。

ていることが見受けられる。

そのため、いわゆる頭脳流出を防止しなが

海外ブランチキャンパスを設置する受入

ら両地域間の学生移動をいかに活性化させ

国のメリットとしては次の点が指摘される。

るかが課題となっている（EUA, 2010）
。こ

第一に、大学設置や教育・研究活動の展開

の点において、現地での人材育成を強化す

に関わるインフラ整備、諸経費、教員等の

ることは、解決策の 1 つとして期待される。

人材確保を設置大学に委ねられることであ

第二に、海外ブランチキャンパスの展開

る。高等教育分野における十分な財政・人

については、既述のメリットがある一方で、

的資源の確保が難しい発展途上国にとって

アフリカ地域の高等教育の持続的可能な発

は高等教育のキャパシティを拡大するため

展に向けてはいくつか課題がみられること

の１つの効率的な手段となっている。第二

である。海外ブランチキャンパスでの教

に、国内でありながら外国の教育を提供で

育・研究活動は、本校の研究者によるもの

きることにある。これにより、教育プログ

は相対的に少なく、多くは現地ないし近隣

ラムの多様化が推進できるともに、留学費

諸国で雇用された任期制教員が主体となっ

用の負担なしに外国の最新の教育・研究を

ている。そのため、その質については、多

国内の学生に提供することを可能にする。

くの大学が宣言している本務校と同等とい
えるのかについては疑問が残る。また、大

Host Countries

Home University

学運営については財政的自立が重視されて

Mauritius

Amity (India), Middlesex (U.K.), Wolverhampton(U.K.),
Aberystwyth (U.K.)

おり、持続的に現地で教育・研究活動を実

Ghana

Lancaster (U.K.), Webster (U.S.A.)

Nigeria

Shenyang Chemical Tech (China) , Business School Netherlands
(Netherlands)

Tunisia

ESMOD (France), Dauphine Université Paris (France)

Kenya

Kampala International Univ. (Uganda)

Botswana

Limkokwing Univ. of Creative Technology (Malaysia)

Egypt

Technical Univ.of Berlin (Germany)

施できるのかについては不透明な部分が大
きい。また、現地の大学との教育・研究連
携についても、管見の限りでは、それほど
積極的展開されていない。これまでは、海
外ブランチキャンパスの量的拡大が世界中

Senegal

Suffolk (U.K.)

Somaliland

Mount Kenya (Kenya)

Tanzania

Kampala International Univ. (Uganda)

で推進されてきたが、現地の教育・研究の

Rwanda

Carnegie Mellon (U.S.A.)

発展に向けてどのように活用していくのか

図 2: (C-BERT,2017)をもとに筆者作成

については、今後の課題となると考える。

2．調査から見えてきたこと
コンソーシアム型パートナーシップと大
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3．今後の研究計画

Study.

In

Sehoole

Internationalisation

本研究では、以下のとおり研究活動を計

&
of

Knight.
African

(e.d.).
Higher

Education – Toward Achieving the MDGs.

画している。

Rotterdam: Sense Publishers.
6)

2017 年度：



パートナーシップに関するケー

for Higher Education in Africa. International

ススタディの積み上げ

Higher Education, January 2011, pp.1-4.

アジア地域の発展途上国と先進
諸国間のパートナーシップの調
査（比較対象として）

2018 年度：


支援国側の現地調査



調査した教育・研究パートナーシ
ップの形態別、目的別比較分析を
通じた効果および課題分析

2019 年度：


研究成果報告書ないし学術論文
の執筆、学会発表等
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アジア・アフリカにおける地域に根ざした
グローバル化時代の国際貢献手法の開発

国際シンポジウム
国際的なネットワーキングによる広域的な人材育成を通したSDGsの実現に向けて
2017年11月25日

デリック・アームストロング氏
（南太平洋大学）

北脇

秀敏センター長

会場の様子２

内藤 智之氏
（独立行政法人国際協力機構）

会場の様子１

会場の様子３

国際ワークショップ
持続可能な開発のために何ができるか―日本とケニアの経験の共有―

2017年６月24日、25日

参加者全員での集合写真

オープンセミナー
Disaster Resilience and Recovery –Asian Experience and Research Opportunities in Italy–
2017年７月４日

松丸研究員による発表

会場の様子

共催行事 国際開発学会第28回全国大会

2017年11月25日、26日

会場の様子（口頭発表）

会場の様子（ラウンドテーブル）
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I.
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３９
４５

「低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究」
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８５
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2-13 Le Truc（RA）
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A Study on the PPP as New Means for Regional Development in the Developing Countries- From a Case
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2-15 Puri Bhakta（RA）

１０１

「コミュニティとマイクロファイナンスに関する研究」
A Study on Community Development and Microfinance, Microcredit Studies
2-16 柴田 京子（RA）

１０５

「ミャンマー・インレー湖における環境悪化要因の分析と住民主体の循環型環境改善手法の構築に関す
る研究報告」
A Study on analysis of factors causing environmental deterioration of Inle Lake, Myanmar, and establishing
the sustainable system for environment improvement by local initiatives
II.

持続可能なビジネス

1.

活動概要 北脇秀敏（テーマコーディネーター）

2.

研究報告

2-1 眞子 岳（研究員）

１１３
１１７

「開発途上国における水・衛生とビジネスに関する研究」
A Study on Water Supply and Hygiene for Business in Developing Countries
2-2 松行 輝昌（客員研究員）

１２１

「ミャンマー連邦共和国インレー湖周辺環境に関する研究報告」
A Study on the Environment around Inle Lake in the Republic of the Union of Myanmar
2-3 劉 蘭芳（客員研究員）

１２５

「中国人の海外旅フォトに関するアンケート調査」
A Study on the travel photos of China tourists
2-4 松島 恭範（RA）

１２９

「ケニア農村地域における小零細企業の持続的な経営手法に関する研究－ ケニア一村一品プロジェクト
支援農村企業の経営動向を事例として －」に関する研究活動報告」
A Study on Sustainable Business Management Methods for Small and Micro- businesses in the Rural Areas
of Kenya: Taking the Business Management Trends of Rural Businesses Supported under the Kenyan One
Village One Product Project as a Case Study”
III. インクルーシブ・アフリカ
1.

活動概要 志摩憲寿（テーマコーディネーター）

2.

研究報告

2-1 志摩 憲寿（テーマコーディネーター、研究員）
「アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開に関する研究」
A Study on Machizukuri-based Urban Planning in Asia and Africa

１３７
１４３

１４７

2-2 坂元 浩一（研究員）
「途上国経済の内発的発展に関する研究」
A Study on Research on Development Patterns in Developing Countries

１５１

2-3 花田 真吾（研究員）
「アフリカにおける地域間・地域内の高等教育パートナーシップに関する研究」
A Study on Intra-and Inter-Regional Higher Education Partnerships in Africa

１５５

2-4 杉田 映理（客員研究員）
「アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究」
A Study on Social Development Related to Water, Sanitation and Hygiene in African Societies
＊＊＊＊巻頭写真＊＊＊＊
国際シンポジウム：国際的なネットワーキングによる広域的な人材育成を通した SDGs の実現に向けて
国際ワークショップ：持続可能な開発のために何ができるか―日本とケニアの経験の共有

オープンセミナー：Disaster Resilience and Recovery –Asian Experience and Research Opportunit-ies in Italy
共催行事：国際開発学会第 28 回全国大会
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Ⅰ．設立主旨と研究総括

「これまでの成果と今後の展望」
東洋大学国際共生社会研究センター
センター長 北脇 秀敏
1. センターの経緯
東洋大学国際共生社会研究センターは、文部科学省の私立大学学術研究高度
化推進事業であるオープン・リサーチ・センター整備事業として平成 13 年度に
当初 5 年間の予定で国際地域学研究科に設置された。その 5 年間に開発途上国
（タイ、バングラデシュ、東ティモール、ベトナム、カンボジア、フィリピン、
ウズベキスタン、中華人民共和国内モンゴル自治区等）や日本国内各地のフィー
ルドにおける調査研究、ニュースレターの発行による情報発信、公開講座や海外
の著名人を招いての国際シンポジウムの開催、研究員の分担執筆による書籍の
発行など多角的な研究活動を続けて来た。平成 18 年度から活動継続が同省より
認可された。平成 22 年度からセンターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略
的研究基盤形成支援事業として採択され 26 年度まで実施してきた。平成 27 年
度からは、センターのこれまでの知見や経験を活かし拠点形成を拡大させてい
く活動計画が再採択され、さらに 5 年間の予定で新たに始動した。以下、便宜的
に平成 13 年度～17 年度を「第一期」、平成 18 年度以降から終了に至る 20 年度
までを「第二期」、平成 22 年度～26 年度までを「第三期」、平成 27 年度から終
了に至る平成 31 年度までを「第四期」と称してその活動を紹介する。
2．センターの目標と研究プロジェクト
センターの活動内容については発足当初から「研究者の養成、高度専門職業人
の養成、研究成果の公開」を目標に第一期・第二期を通じて一貫した活動を行っ
て来ている。第三期からは、これに加えて、
「研究拠点形成」を新たな目標とし
活動している。研究プロジェクト・研究グループに関しては第一期、第二期にお
いて当初の目的を達したテーマや、新しくニーズが生じた研究テーマ等を考慮
して第三期に大きく改変を行った。その概要を以下に示す。
センター発足時の第一期には研究プロジェクト 3 本を設定した。すなわち「プ
ロジェクト１：アジア大都市圏地域を対象とした定住環境の形成・整備」、
「プロ
ジェクト２：環境共生社会論の体系化」、
「プロジェクト３：地域開発データベー
スと計画作成・評価支援シミュレータの開発・整備」を平行して研究を進めてき
た。
これに対し第二期ではよりセンターの活動の統合性を持たせるためにプロジ
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ェクトを１本とし、新たなプロジェクト「環境共生社会の形成方策とその新たな
展開」の下に課題・研究グループを置いた研究体制としている。すなわち第一期
の３つのプロジェクトを「課題１：環境共生社会の形成方策の研究」として集約
し、これまでの研究路線を継承してさらに深く研究している。課題１の中には環
境共生社会形成手法の基礎的な研究を行うグループと、個々の課題を応用的に
研究するグループに分けて効率的な研究を進める体制をとっている。これに加
え、第二期の新課題として「課題２：国際共生社会形成のための新たなパラダイ
ムに関する研究」を設定し、複雑さを増す国際社会において対応を迫られる重点
要支援段階の国々や重点要支援地域に関する研究を行っている。すなわち昨今
の世界情勢から必要性が増している「紛争集結国などの変遷・移行期における共
生社会実現のための研究」に加えて「重点要支援地域における共生社会実現のた
めの研究」においてアフリカ地域の支援や途上国の農村開発に関する研究を行
った。
平成２１年度は同事業の実施期間終了に伴い一時活動を休止したが、平成２
２年度になり、センターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支
援事業として採択され、５年間の予定で新たに始動した。新たな研究テーマは
「アジア開発途上地域における内発的発展支援手法の開発」であり、このテーマ
のもと「研究拠点を形成する研究」の研究観点からアジア諸国を中心とする国内
外の研究拠点の形成と連携とに重点を置いた活動を行った。より具体的には、開
発途上国を自立的に発展させるためには先進国からの外部援助に頼る構造から
脱却し、途上国内部の人的・物的資源を活用した内発的発展の考えに基づくこと
が重要であり、第三期センターはその支援手法を開発・実践することを主目的と
した。第三期センターには常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、
研究助手、事務局員等から構成され、３つの研究サブグループがあった。これら
の組織を中心に、センターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う
国際シンポジウム／ワークショップを毎年開催し、また国内に向けた市民や実
務者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニ
ュースレターの発行、年次報告書の発行を行った。最終的には、アジアにおける
内発的発展の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展支援の実
施、研究成果の社会への還元などを実施した。
第四期センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにおける地域に根ざし
たグローバル化時代の国際貢献手法の開発」のもと「研究拠点形成する研究」の
観点からアジア・アフリカ諸国を中心とする国内外の研究拠点の形成と連携と
に重点を置いた活動を行う。さらに途上国協力においてポスト MDGs の新たな指
標となる、持続可能な開発目標（SDGs)の実施に向けた国際貢献のあり方に関す
る研究と実践とを行うことを目標としている。研究対象地域も従来から活動し
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てきたアジア地域にアフリカ地域も加え、グローバル化時代に即した内発的発
展を社会インフラの充実を通して実現する普遍的手法の開発を目指している。
センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、事
務局員等から構成され、3 つのテーマを持っている。これらの組織を中心に、セ
ンターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国際シンポジウム／
ワークショップを毎年開催する予定としている。また国内に向けた市民や実務
者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ
ースレターの発行、年次報告書の発行を行う。さらにアジア・アフリカにおける
SDG 支援や国際貢献の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展
支援の実施、研究成果の社会への還元などを構想している。
3. 拠点形成
当センターは、当該テーマに関するアジア地域の研究拠点形成を推進する目
的から、平成 23 年度において、バングラデシュ工科大学、タイ国・コミュニテ
ィ組織開発機構との学術交流協定を締結した。平成 24 年度においては、インド
ネシア国シア・クアラ大学付属津波災害復興研究センターと学術交流協定を締
結した。平成 25 年度においては、河南科技学院と学術協定を締結。平成 26 年
度は、四川大学香港理工大学災后重建与管理学院（中国）との学術交流協定を結
んだ。
4. 人事
（１）センター長
センターは東洋大学大学院国際地域学研究科に本拠を置くため、センター長
は原則として国際地域学研究科内の者が担当している。すなわち第一期は松尾
友矩（現常務理事、発足当時国際地域学研究科委員長）、第二期、第三期、第四
期は北脇秀敏（現副学長）となっている。
（２） センター研究員
センターの研究員数の変化は以下の通りである。
・平成 13 年度に国際地域学研究科の 12 名（藤井、赤塚、北脇、坂元、山下、小
浪、長濱、中嶋、古田、橋本、松尾、金子）で発足。
・平成 14 年度に国際地域学専攻から 1 名（高橋）、国際地域学部より 1 名（安）
を追加、計 14 名。平成 14 年度末をもって 2 名（赤塚、中嶋）退職。
・平成 15 年度に国際地域学専攻から 3 名（池田、太田、久留島）、国際観光学専
攻から 2 名（薄木、佐々木）追加、国際観光学科より 1 名（松園）追加、計 18
名。平成 15 年度末をもって 2 名（小浪、山下）退職。
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・平成 16 年度は研究員の構成に変化なし。
・平成 17 年度末をもって ２名（古田、佐々木）任期終了。
・平成 18 年度に国際地域学専攻から３名（吉永、張、中挾）追加 計 16 名。
・平成 19 年度に国際観光学専攻から２名（堀、東海林）追加 計 18 名。
・平成 20 年度に国際観光学科から１名（松本）追加 計 19 名。
・平成 22 年度に国際地域学専攻から１名（稲生）追加 計 20 名。
・平成 23 年度末をもって２名（秋谷、川澄）退職。平成 24 年度に国際地域学
専攻から１名（岡村）、国際地域学部から１名（眞子）追加。
・平成 24 年度末をもって２名（松園、吉永）退職。平成 25 年度に国際地域学
研究科より松丸、藪長、国際観光学科から１名（金）追加 計 21 名。
・平成 25 年度末をもって２名（金子、薄木）退職。平成 26 年度に国際地域学
研究科より志摩、中島、国際観光学科から１名（藤稿）追加。
・平成 26 年度のメンバーは以下の通り。国際地域学研究科より荒巻、安、池
田、稲生、岡村、北脇、久留島、坂元、髙橋、張、バレスカス、藤井、国際
地域学部より眞子、国際観光学科より薄木、島川、古屋、堀、金 計 19 名。
・平成 27 年度からは以下の通り、メンバーを再構成した。国際地域学研究科
より荒巻、岡村、岡本、北脇、バレスカス、松丸、藪長、志摩、坂元、杉
田、島川、藤稿、徳江、堀、国際地域学部より花田、眞子、金 計 17 名。
・平成 28 年度末をもって２名（金、バレスカス）退職。平成29年度に国際学
部から３名（柏崎、沼尾、藤本）、経営学部から１名（石井）、情報連携学
部から１名（花木）追加。１名（杉田）退職。計19名。

（３） 研究助手
研究助手は 1 名を常時採用している。現在までの研究助手は以下の通りであ
る。
・平成 14 年 4 月～平成 14 年 9 月：薬袋奈美子（平成 14 年 10 月より福井大学
工学部建築建設工学科）
・平成 15 年 4 月～平成 16 年 3 月：國分圭介（平成 16 年 4 月より国際経済労働
研究所）
・平成 16 年 4 月～平成 17 年 3 月：近藤久洋（平成 17 年 4 月より東京国際大学
国際関係学部）
・平成 17 年 4 月～平成 19 年 3 月：伊藤徹哉（平成 19 年 4 月より立正大学地球
環境学部講師）
・平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月：松本尚之（平成 20 年 4 月より本学国際地域
学部助教）
4
14

・平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月：高林陽展（平成 21 年 4 月より学術振興会特
別研究員）
・平成 22 年 8 月～平成 25 年 3 月：高林陽展（平成 25 年 4 月より清泉女子大学
文学部史学科講師）
・平成 25 年 4 月～平成 27 年 3 月：岡崎匡史（平成 27 年 4 月より麗澤大学）
・平成 28 年 4 月～現在：眞子岳
（４）ＲＡ（リサーチ・アシスタント）
平成 15 年 4 月、当センターが母体とする東洋大学大学院国際地域学研究科に
博士後期過程が発足したのを受けて、博士後期課程の大学院生をＲＡとして採
用してきた。在職者は以下の通り。
・平成 15 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野
・平成 16 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵
・平成 17 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、湯
・平成 18 年度：七五三木、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、洪
・平成 19 年度：七五三木、矢光、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、周、田
・平成 20 年度：蔵、王、川澄、周、申、吉田、小早川、金、其、劉
・平成 22 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田
・平成 23 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田、張、付
・平成 24 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew
・平成 25 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan
・平成 26 年度：貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan
・平成 27 年度：貫、Hoang Le Quan、Thapa Sakhila、井上
・平成 28 年度：貫、Thapa Sakhila、井上、森、成實、Le Truc、加藤
・平成 29 年度：貫、Thapa Sakhila、井上、森、成實、Le Truc、加藤、Puri
Bhakta、松島、柴田
（５）招聘外国人研究員
センターが海外の研究者との研究ネットワークを構築するために毎年外国人
研究員を１名招聘している。招聘者は以下の通り。
・平成 15 年度：バングラデシュ工科大学（バングラデシュ）の Dr. Mafizur
Rahman（環境工学部准教授）
・平成 16 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms. Yasmin
Suriansjah（建築学部上級講師）
・平成 17 年度：ディリ大学（東ティモール）の Mr. Martin Benjamin（土木工
学科専任講師）
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・平成 18 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms.
Bernadetta Kwintiana Ane（工業技術学部上級講師）
・平成 19 年度：社会労働とコミュニティ開発調査相談センター（ベトナム）の
Ms. Ay My Tran（上級職員）
・平成 20 年度：ベトナム国立大学情報工科大学（ベトナム）の Dr. Nguen Phi
Khu（博士）、ウズベキスタン科学アカデミー水問題研究所環境医療・衛生研究室
長（ウズベキスタン）の Dr. Dilorom Fayzieva（医学博士）
・平成 23 年度：タイ・タマサート大学イノヴェーション・カレッジ プロジェ
クト・スペシャリストの Kanokrattana Netlomwong 氏
・平成 24 年度：インドネシア津波・災害対策研究センターの Dr. Muhammad
Dirhamsyah センター長
・平成 26 年度：ミャンマー連邦共和国畜水産村落開発省村落開発局の Dr.
Zarni Minn 副局長
・平成 28 年度：ジョモケニアッタ農工大学（ケニア）の Dr. Patrick G. Home
准教授
（６）客員研究員
センターでは第二期より積極的に客員研究員を任命し、共同研究を行ってい
る。平成 18 年 10 月には（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在
員である片山恵美子氏を客員研究員に任命した。平成 19 年までに招聘した外国
人研究員（６を参照）に加え、ベトナム国立大学情報工学大学の Dr. Nguyen Phi
Khu（科学運用・国際協力学部長）を任命した。
第三期においては、研究拠点形成の目的の下、客員研究員の積極的な任命を行
い、
（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在員である片山恵美子
氏、横浜国立大学教育学部准教授松本尚之氏、バングラデシュ工科大学教授 M.M.
ラーマン氏等を平成 22 年度に客員研究員に任命した。平成 23 年度においては、
大阪大学学際融合教育研究センター准教授松行輝昌氏、寧夏大学講師蔵志勇氏、
本学博士号取得者周慶生氏を任命した。平成 24 年度においては、本学博士号取
得者其其格氏、劉励敏氏を任命した。平成 25 年度においては、本学客員教授金
子彰氏、本学博士号取得者劉蘭芳氏を任命した。平成 26 年度においては、早稲
田大学博士後期課程清水由賀氏を任命した。
第四期の初年度である平成 27 年度は、金子彰（東洋大学元教授）、松行輝昌
（大阪大学准教授）、Md. Mafizur Rahman（バングラデシュ工科大学教授）、久留
島守広（東洋大学国際地域学部客員教授）、劉蘭芳（東洋大学博士後期課程修了）、
永井恵一（東洋大学国際地域学部国際観光学科産学連携観光人材育成プログラ
ム開発チーム研究員）、島野涼子（横浜国立大学博士課程後期修了）、矢田部暁
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（（一財）国際観光サービスセンター主任研究員）を任命した。平成 28 年度は、
伊地哲朗（関西学院大学法学部元准教授）、村上淑子（元（株）イー・アール・
エス 課長）、其其格（内蒙古自治区社会科学院経済研究所）、劉 励敏（浙江師
範大学講師）、Heiko Fritz（リンネ大学講師）。平成 29 年度は藏志勇（寧夏大
学）、岡田未来（国際協力機構）、杉田映理（大阪大学）、マリアロザリオピケロ
バレスカスを任命した。
（７）事務局職員等
事務局の運営については、第一期、第二期、第三期、第四期を通してフルタイ
ムのアルバイト事務要員を通年で雇用し、適宜学生アルバイト等を追加雇用し
た。
5. 活動内容の概要
（１） 事務運営
これまで、センターの研究活動の運営を円滑に行うべく、週 1 回、研究員若干
名、研究助手および事務要員で構成される事務局会議を、また月 1 回、研究員、
研究助手、事務要員、大学教学課職員等で構成される全体会議を開催してきた。
なお「東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱」に記載されている「運
営委員会」とは、両会議の総称である。
（２）研究プロジェクト
プロジェクトの目的に沿って研究員による海外調査や国内での資料収集等、
また外国人研究員、RA、研究助手等との共同作業による研究を継続して行って来
ている。詳細は当報告書第二部の通りである。
（３）研究成果の公表
①シンポジウムの開催
平成 14 年度～20 年度に各年１回ずつ開催してきた当センター主催の国際シ
ンポジウムは、国際共生社会に関する理解を深める場として定着している。平成
22 年 12 月にはセンター活動再開記念シンポジウム「アジアの内発的発展のため
に」、平成 23 年 10 月には、国際シンポジウム「観光と内発的発展：持続可能な
観光地づくりを目指して」を開催した。平成 24 年 7 月には「アジア地域におけ
る震災復興と内発的発展」を開催した。平成 25 年 7 月には「ソーシャルビジネ
スと内発的発展-カンボジアと世界の経験から-」を開催した。平成 26 年 10 月
10 日には、国際シンポジウム「国際開発と内発的発展」、平成 27 年度 12 月 11
日に、国際シンポジウム「グローバル化時代の国際貢献」を開催した。平成 28
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年度 11 月 11 日に、国際シンポジウム「アフリカにおける開発と環境-技術と社
会の連携を目指した人材育成」を開催した。平成 29 年 11 月 25 日に、国際シン
ポジウム「国際的なネットワーキングによる広域的な人材を通した SDGs の実現
に向けて」を開催した。
②研究成果物の刊行
平成 15 年度に図書『環境共生社会学』出版、平成 17 年度に続編『国際環境共
生学』を朝倉書店より出版、さらに平成 20 年 8 月には、3 冊目となる『国際共
生社会学』を同書店より刊行した。平成 24 年度 8 月には『国際開発と環境－ア
ジアの内発的発展に向けて』を同書店より刊行した。平成 26 年 9 月には『国際
開発と内発的発展―フィールドから見たアジアの発展のために』を同書店より
刊行した。平成 29 年 9 月には『持続可能な開発目標と国際貢献―フィールドか
ら見た SDGs―を同書店より刊行した。
③ワークショップ・公開講座の開催
センターの研究内容を広く一般に紹介するためのワークショップや公開講座
を毎年開催してきた。第三期初年度である平成 22 年度には、平成 23 年 1 月に
「都市整備のグリーン化に関するワークショップ」を開催した。同年 9 月には、
フィリピン・セブ市において「アジアのコミュニティー開発」、同年 10 月には国
際ワークショップ「観光と内発的発展：持続可能な観光地づくり」を開催した。
本年度は、平成 24 年度 7 月にワークショップ「アジア地域における災害復興と
国際協力」、平成 25 年 1 月 29 日に「研究拠点ネットワーク化のためのワークシ
ョップ」を開催し、前者では自然災害からの内発的な復興支援方法の開発を、後
者では国際的な研究拠点のネットワーク化について知見を深めた。平成 25 年度
7 月 20 日にワークショップ「ソーシャルビジネスと内発的発展」、平成 26 年 1
月 28 日に昨年度に引き続き「研究拠点ネットワーク化のためのワークショップ」
を開催した。平成 26 年度 10 月 11 日に国際ワークショップ「国際開発と内発的
発展」を開催した。平成 27 年度 1 月 8 日に国際ワークショップ“Sustainable
Development and International Contribution for African Countries”を実
施、平成 28 年 1 月 29 日には国際ワークショップ“Responsible Tourism for
Sustainable Development”を開催した。平成 28 年度 10 月 7 日に「アジアにお
ける国際貢献手法の開発－ミャンマーにおける NGO の活動事例‐」、同年 11 月
14 日には国際ワークショップ“Toward International Collaborative Research
between JKUAT and TOYO”、平成 29 年 2 月 23 日には国際ワークショップ
“Sustainable Development and Tourism –Case in Cambodia-”を開催した。
平成 29 年度 6 月 24 日と 25 日には国際ワークショップ” What Can We Do for
8
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Sustainable Development? Sharing Experiences between Kenya and Japan” 、
同年 7 月 4 日には”Disaster Resilience and Recovery -Asian Experience and
Research Opportunities in Italy –“を開催した。平成 30 年 3 月 7 日から 9
日までミャンマーにおいて“インレー湖における環境教育ワークショップ”を
開催した。
④行事の共催・後援
平成 26 年 11 月 8 日と 9 日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された「く
らしの足をみんなで考える全国フォーラム」を後援した。
平成 26 年 12 月 9 日にカンボジア・プノンペンで開催された「カンボジアセ
ミナー」（国際港湾交流協力会主催）を当センターは後援した。
平成 27 年 10 月 24 日と 25 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム」を後援した。同年 11 月 8 日に開催されたワークショップ「ものづくりと BOP
ビジネスアイデア創出」を共催した。
平成 28 年 4 月 15 日「アジアにおける都市の水管理：その課題と可能性」
、同
年 10 月 29 日と 30 日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された、「くらし
の足をみんなで考える全国フォーラム 2016」を後援した。
平成 29 年 10 月 28 日と 29 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム 2017」を後援し、平成 29 年 11 月 25 日と 26 日は国際開発学会第 28 回全国大
会を共催した。
⑤ニュースレターの発行
センター発足当初より、センターの研究報告やシンポジウム等の案内のため
にニュースレターを和文と英文で交互に作成し、国内外の専門家等にセンター
の活動内容を紹介している。
⑥ホームページの運営
センターの活動を紹介・公表する目的で平成 14 年度にホームページを立ち上
げ、第四期の初年度にあたる平成 27 年度は、英文サイトを構築、全面的にリニ
ューアルした。毎年度、最新情報を掲載・更新している。
（４）センター活動の外部評価
センターでは学内外の有識者に委嘱し、外部評価委員会を組織している。評価
委員会は年１回開催され、センターの運営に対してアドバイスを行う諮問機関
としてその任に当たってきた。
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Ⅱ．研究組織

東洋大学 国際共生社会研究センター研究員（2018 年 2 月 10 日現在）
名前 Name

専門分野／Profession

連絡先

国際貢献（テーマコーディネーター：松丸亮）

◎

荒巻 俊也
Shunya ARAMAKI

都市環境工学
Urban and Environment Engineering

aramaki@toyo.jp

岡村 敏之
Toshiyuki OKAMURA

都市計画
Urban Planning

okamura@toyo.jp

岡本 郁子
Ikuko OKAMOTO

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

okamoto025@toyo.jp

柏﨑 梢
Kozue KASHIWAZAKI

アジア都市におけるコミュニティ開発およびガバナ
ンスに関する研究 Community Develpoment and
Governance in Asian Cities

kashiwazaki@toyo.jp

松丸 亮
Ryo MATSUMARU

災害マネジメント
Disaster Management

matsumaru@toyo.jp

藪長 千乃
Chino YABUNAGA

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

yabunaga@toyo.jp

持続可能なビジネス（テーマコーディネーター：北脇秀敏）
石井 晴夫
Haruo ISHII
◎

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

cesdes@toyo.jp

北脇 秀敏
Hidetoshi KITAWAKI

途上国協力環境協力

島川 崇
Takashi SHIMAKAWA

観光学
Tourism Study

shimakawa@toyo.jp

藤稿 亜矢子
Ayako TOKO

自然環境学
Natural Environmental Studies

toko@toyo.jp

花木 啓祐
Keisuke HANAKI

環境学、環境動態解析、環境影響評価・環境政
策 Environmental policy and environmental impact
assessment

cesdes@toyo.jp

徳江 順一郎
Jun-ichiro TOKUE

ホスピタリティ・マネジメント
Hospitality Management

tokue@toyo.jp

堀 雅通
Masamichi HORI

交通経済学
Transport Economics

m-hori@toyo.jp

眞子 岳
Gaku MANAGO

国際地域学
Regional Development Studies

manago@toyo.jp

Environmental Cooperation for Development Countries

kitawaki@toyo.jp

インクルーシブ・アフリカ（テーマコーディネーター：志摩憲寿）

◎

坂元 浩一
Koichi SAKAMOTO

開発経済学
Development Economics

ksaka@toyo.jp

志摩 憲寿
Norihisa SHIMA

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

n-shima@toyo.jp

花田 真吾
Shingo HANADA

比較・国際教育学
International Comparative Education

hanada@toyo.jp

注） ◎ テーマコーディネーター
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名前 Name

専門分野／Profession

連絡先

客員研究員/Visiting Researcher
金子 彰
Akira KANEKO

松行 輝昌
Terumasa MATSUYUKI
MD. Mafizur Rahman
久留島 守広
Morihiro KURUSHIMA
劉 蘭芳
Ranho LIU
島野 涼子
Ryoko SHIMANO
伊地 哲朗
Tetsuro IJI
村上 淑子
Yoshiko MURAKAMI

其其格
Qiqige

劉 励敏
LIU Limin

Heiko Fritz

都市と複合した交通インフラ開発による新たな国
際貢献方策の研究 A study on new contribution
method
on
transportation
infrastructure
development combined with urban development
アジア・アフリカにおけるソーシャルビジネスの比
較制度分析 Comparative Institutional Analysis on
the Sustainable Development through Social
Business in Asia and Africa
バングラデシュにおける水供給に関する研究
Study on water supply in Bangladesh
水素エネルギー社会へ向けたアジア諸国等との
連 携 ・ 共 生 の 在 り 方 Research on International
Regime for Climate Change
アジア途上地域における国際観光交流振興に関
す る 研 究 Research on international sightseeing
exchange promotions in Asian on developing area
途上国の防災能力強化における障害者支援のあ
り方に関する研究 Study on disability support in the
ability for disaster prevention of the developing
countries
アジア・アフリカにおける内戦の和平交渉と仲介に
関 す る 研 究 Study on Peace Negotiation and
Intermediation of civil war in Asia and Africa
水供給施設の普及が河川水質に与える影響につ
い て の 検 証 Study on Effects of Water Supply
Facility Dissemination on River Water Quality
中国内モンゴル農村地域における水資源不足状
況及び農牧民の家庭生計に与える影響に関する
研究 The Impact of Water Shortage of Agricultural
and Pastoral areas on the Livelihoods of Farmers and
Herdsmen in Ineer Mongolia of China
中国における 6 次産業化による農業農村の活性
化に関する研究 A study on Rural Activation by the
Faculty of "Sixth Industry" in China
開発途上国における資源管理と地域経済統合に
関する研究 Management and governance of natural
resources and regional economic integration in
developing countries

akirak48@gmail.com

terumasa.matsuyuki@gmail.com

mafizur@gmail.com

kurushima@toyo.jp

liuyang11032007@hotmail.com

rykmyc26@gmail.com

ijitetsuro.atwork@gmail.com

yoshikomurakami_july@nifty.com

qiqige12@yahoo.co.jp

lillianapple913@hotmail.com

heiko.fritz@lnu.se

マリア・ロザリオ・ピケロ・バレ
スカス
Maria Rosario PiqueroBALLESCAS

途上国におけるジェンダーとコミュニティー開発に
関する研究 Gender and Sustainable Community in
Developing Countries

maria@toyo.jp

藏 志勇

中国・寧夏における脱貧困の問題と対策に関する
研 究 Research on Anti-poverty Problems and
Countermeasures in Ningxia of China

zangzy6@163.com

杉田 映理
Elli SUGITA

アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研
究 Research on Social Development Related to Water,
Sanitation and Hygiene in African Societies
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sugita_e@toyo.jp

岡田 未来
Miku OKADA

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

cesdes@toyo.jp

リサーチアシスタント／Research Assistant
Thapa SAKHILA
井上 常史
Tsuneshi INOUE

Le TRUC

加藤 聡
Satoshi KATO
Puri Bhakta

松島 恭範
Kiyonori MATSUSHIMA
柴田 京子
Kyoko SHIBATA

ネパールの青少年教育のためのソーシャルネット
ワ ー キ ン グ サ ービス の 分 析 Research on Social
Networking Service for Youth Education in Nepal
ASEAN 地域を中心とした廃棄物環境問題の研究
Study of the Waste Environmental problem around
the ASEAN area
適切な廃水関税構造の研究-ベトナムのホーチミ
ン市を事例に A Study on Proper Wastewater Tariff
Structure Applied for Ho Chi Minh City - Case
Study in HCMC
アジアの開発途上国における地域開発の手段とし
ての PPP に関する研究 A Study on PPP as a New
Means of Regional Development in Asian
Developing Countries
ネパールにおけるコミュニティ開発に関する研究
Community Development in Nepal
ケニア農村地域における零細企業の持続的な経
営手法に関する研究 A Study on the Sustainable
Business Operation of Micro and Small Enterprises
in the Rural Area of Kenya
ミャンマーの農村開発における住民組織化に関す
る研究 Study on the Rural Development and SelfOrganization in Myanmar

sakirahkt_t@yahoo.com

inouetsu@f8.dion.ne.jp

trucadico@yahoo.com

katou-sa@chodai.co.jp

puribhakta@gmail.com

kiyonori.matsushima@gmail.com

tpatgy@gmail.com

事務局/Secretary
板倉 由利子
Yuriko ITAKURA

事務運営
Secretary

cesdes@toyo.jp
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Ⅲ．平成 29 年度活動記録

平成 29 年度活動記録
1.

国際シンポジウムの開催
1) テーマ：国際的なネットワーキングによる広域的な人材育成を通した SDGs の実現
に向けて
日

時：2017 年 11 月 25 日（土）

会 場：東洋大学白山キャンパス 8 号館地下 1 階

8B11 教室

講演者：
・デリック・アームストロング（南太平洋大学副学長)
・内藤 智之（独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員）
・北脇 秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）
参加者：約 200 名
2) テーマ：開発途上国における水道事業体の収益確保を目指した技術協力と水ビジネス
の展開――第１回 無収水対策を中心として――
日

時：2018 年 2 月 19 日（月）

会 場：東洋大学白山キャンパス 2 号館 16 階 スカイホール
講演者：

・日置 潤一氏

（厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道計画指導室長）

・松本 重行氏

（ＪＩＣＡ 地球環境部次長）

・土田 泰秀氏

（東洋計器㈱ 代表取締役社長）

パネリスト：
・北脇 秀敏氏

（東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）

・小平 基晴氏

（東京都水道局 企画調整担当部長）

・富井 孝氏

（横浜市水道局 事業推進部長）

・間宮 健匡氏

（㈱日水コン 取締役、海外本部本部長）

・西澤

（東洋大学経営学部教授、東洋大学産官学連携推進センター・

昭夫氏

副センタ―長）
モデレーター：
・石井 晴夫

（東洋大学国際共生社会研究センター研究員、経営学部教授）

参加者：約 60 名
2.

国際ワークショップの開催
1) テ ー マ ： What Can We Do for Sustainable Development Sharing Experiences
between Kenya and Japan
日 時：2017 年 6 月 24 日（土）、25 日（日）
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会 場：ジョモ・ケニヤッタ農工大学
講演者：志摩憲寿、杉田映理、JKUAT 教員、東洋大学学生、JKUAT 学生
2) テ ー マ ： Disaster Resilience and Recovery -Asian Experience and Research
Opportunities in Italy 日 時：2017 年 7 月 4 日（火）
会 場：カメリーノ大学
講演者：柏崎梢、松丸亮
参加者：約 20 名
3) テーマ：インレー湖における環境教育
日 時：2018 年 3 月 7 日、8 日、9 日
会 場：ミャンマー国内
講演者：松丸亮、岡本郁子、眞子岳、柴田京子
参加者：約 20~100 名
3.

調査・研究活動

(1)

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

(2)

金子 彰、眞子 岳
平成 29 年 6 月 2 日～6 月 4 日
目的：国際開発学会
場所：兵庫県

(3)

松丸 亮
平成 29 年 6 月 3 日～6 月 4 日
目的：国際開発学会
場所：兵庫県

(4)

眞子 岳
平成 29 年 6 月 5 日～6 月 13 日
目的：インレー湖の環境周辺調査
場所：ミャンマー
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(5)

志摩 憲寿
平成 29 年 6 月 21 日～6 月 27 日
目的：都市研究及びジョモ・ケニヤッタ大学とのワークショップ
場所：フィリピン、ケニア

(6)

杉田 映理
平成 29 年 6 月 21 日～6 月 27 日
目的：ジョモ・ケニヤッタ大学とのワークショップ
場所：ケニア

(7)

柏崎 梢
平成 29 年 7 月 3 日～7 月 8 日
目的：カメリーノ大学における災害に関するワークショップ開催
場所：イタリア

(8)

北脇 秀敏、眞子 岳
平成 29 年 8 月 7 日～8 月 13 日
目的：拠点形成のための調査
場所：ボツワナ、モザンビーク

(9)

松行 輝昌、眞子 岳
平成 29 年 8 月 27 日～9 月 4 日
目的：インレー湖環境周辺調査
場所：ミャンマー

(10)

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

(11)

松丸 亮
平成 30 年 2 月 22 日～25 日
目的：自然災害等に関する研究
場所：フィリピン
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(12)

久留島 守広
平成 30 年 3 月 1 日～4 日
目的：世界再生エネルギー会議に参加
場所：ミュンヘン

(13)

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

(14)

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

(15)

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

(16)

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

以上
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第二部

研究報告

Ⅰ．国際貢献
Ⅱ．持続可能なビジネス
Ⅲ．インクルーシブ・アフリカ

Ⅰ．国際貢献

１．活動概要

平成 29 年度国際共生社会研究センター 活動概要

活動概要

国際貢献

国際共生社会研究センター テーマコーディネーター（国際貢献）
大学院国際地域学研究科（国際学部）教授
松丸亮
1.

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

域に根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開発」を全体テーマとして研究を行なっ
ており、
「国際貢献」がサブテーマの一つとなっている。本年度はその 3 年目にあたり、各
研究員は、昨年度までの研究を継続するとともに、研究成果の発信に努めるとともに、例年
通りではあるが、各研究員はセンターが実施したシンポジウム、ワークショップへの協力や
共催した学会等への協力を行っている。
本年度の特筆事項は、三井物産環境基金からの研究助成金による研究活動を開始したこ
とである。これは、昨年度中、国際貢献テーマに属する研究員が共同して行う研究について
継続的に議論を行い、その結果を基に応募したものであり、今後 3 年間の、国際貢献テーマ
の活動の一つの中心となるものである。
ここでは、研究助成による活動の概要を示すとともに、各研究員の研究状況の概要を示す。
なお、研究員の研究状況の詳細は、本報告書の「各研究員からの報告」部分に示している。
2.

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

の研究の助成による「ミャンマー・インレー湖における環境悪化要因の分析と住民主体の環
境型環境改善手法の構築」を開始した。プロジェクト期間は、本年度から 3 か年を予定して
いる。プロジェクトの幹事団体は、ミャンマー国において 13 年以上の長い活動経験を持つ
TPA であるが、助成申請書の作成、現地調査計画の立案などの主要な部分で、北脇センタ
ー長をはじめ共生センターの国際貢献グループのメンバー（荒巻研究員、岡本研究員、眞子
研究員、松丸）が関与し、現地調査にも参画している。
研究の内容は、ミャンマーを代表する観光地であるインレー湖の環境問題が深刻化し、
国・地域への多大な影響が懸念される中、住民が主体となった実践的な循環型環境改善手法
の構築を目指すもので、3 年間の研究期間において、１）事業予定地であるインレー湖の環
境汚染の状況、環境改善にかかる住民意識を明らかにし、２）環境改善に係る全体ビジョン
および個別の改善目標を設定したうえで、３）インレー湖の環境改善対策にかかる住民参加
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型で実践的な循環型環境改善手法の構築を目指すものである。
今回の助成は、
「研究助成」であるが、提案している研究活動にはパイロット事業を含ん
でおり、この部分が実際の国際貢献活動となり、このパイロット事業をもとに、国際貢献手
法を確立し、水平展開を目指すものである。
これまで（2018 年 2 月の本稿執筆時点）に、2 回の現地調査を行っており、3 回目の現
地調査を 3 月 6 日から行う予定である（表）
。
表 現地調査の概要
回
1

期 間
2017 年
6 月 5 日～11 日

内
容
水質調査（乾期）
コミュニティ調査
流域調査

参加メンバー
松丸、岡本、眞子、柴田

2

2017 年
8 月 27 日～31 日
2018 年
3 月 6 日～10 日
（予定）

水質調査（雨期）
コミュニティ調査
環境教育ワークショップ
・水上コミュニティ
・ホテル協会など

眞子、柴田

3

松丸、岡本、眞子、柴田

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

3.

各研究員の研究テーマと研究活動

 荒巻俊也 研究員
荒巻研究員は「低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究」をテーマに
引き続き研究をおこなっている。
今年度は、これまで実施してきたハノイ市郊外での水利用実態と適切な水供給インフラ
形態の検討のほか、開発途上国における、廃棄物管理関係者の意識と行動の調査や学校での
環境教育に関する調査を大学院国際地域学研究科の博士前期課程学生（Apollos Shakumu
および Wedu Moroka）との共同研究により実施し、ボツワナのサファリ観光地における観
光産業関係者の廃棄物管理に関する意識や行動を明らかにし、さらに、さまざまな環境配慮
施設をとりいれた学校（エコスクール）について、日本、フィリピン、ナミビアでの導入事
例の比較などを行った。
 岡村敏之 研究員
岡村研究員は「途上国の都市公共交通システムの構築－インフォーマル交通を取り込ん
だ交通体系」をテーマに研究を実施しており、今年度は、昨年に引き続き、ベトナムにおけ
るタクシーおよびバイクタクシーの配車アプリと利用者意識に係る研究を行った。
今年度の研究では、特に、配車アプリである Commercial Transport Apps (CTAs)に着目
し、東南アジアでの CTAs 提供企業の現状と規制の動きを概観した上で、ホーチミン市にお
いて現地調査を行い、現状での規制と提供サービスを整理し、あわせて在来のタクシーとバ
イクタクシーとの差異に着目して、CTAs によるタクシーとバイクタクシーへの利用者意識

40

（例えば、CTAs の利用が日常的になっていること、2 輪のほうが CTAs サービスへの評価
がより高いこと、CTAs のサービスは、サービスの高さよりは割安な価格が評価されている
ことなど）を明らかにした。
 岡本郁子 研究員
岡本研究員は「途上国農村開発における住民組織化と地域社会」をテーマに研究を行って
おり、本年度は、ミャンマー・インレー湖の環境劣化の現状と課題について研究を実施した。
この研究は、前述の三井物産環境研究基金による助成を受けた研究の一環として実施し
たもので、他の研究員と共同で行った現地調査結果を基に、インレー湖の環境劣化の現状と
要因を、湖の縮小、水質汚染、富栄養化、といった視点から整理するとともに、環境保全へ
の取り組みや今後の研究の方向性について検討している。
 柏崎梢 研究員
柏崎研究員は、「アジア都市におけるコミュニティ開発およびガバナンスに関する研究」
をテーマに研究を進めているが、本年度は、アジアの都市のコミュニティ開発への応用を」
期待し、2016 年イタリア中部地震の被災地において、被災コミュニティの再生に係る研究
「イタリア中部地震の仮設住宅地区におけるコミュニティ拠点の形成に関する研究」を実
施した。
この研究では、広域かつ長期の復興プロセスの在り方を、コミュニティ拠点に着目し展望
することを目的に、2016 年イタリア地震被災地であるカメリーノとアマトリーチェでの現
地調査を実施し、緊急対応・復興に係る制度や長期滞在を想定した仮設住宅の提供や仮設市
街地の建設といった長期的な視点に立った復興施策が採られており、イタリアの復興プロ
セスが、プレハブでの仮住まいか、移住か、再建か、といった大きな選択と変化が必要とな
る日本の事例とは異なるということを確認した。
 松丸亮 研究員
松丸は「防災・災害復興分野における国際貢献手法に係る研究」をテーマに研究を行って
いる。本年度は、防災・復興分野に関する研究を継続するとともに、前述の三井物産環境基
金による研究助成への参画、柏崎研究員との共同でのイタリア中部地震被災地調査、フィリ
ピンでの PPP を活用した新たな地域開発手法の模索などを行った。そのうち、防災・復興
分野に関する研究では、これまでの成果を以下の通り中間報告的にまとめ、国際開発学会で
発表した。発表内容は、大規模津波や高潮災害後の再定住選択では、「利便性」と「生計」
が、
「安全」よりも優先される傾向があり、それが住宅再建地の「まち」としての持続性に
も影響することを指摘し、
「利便性、生計」＋「安全」を満足する復興には時間がかかり「早
期」とは相容れなくなるため、早期をある程度諦め、時間をかけで持続可能なまちづくりを
重視すべきとの提言をしている。
 藪長千乃 研究員
藪長研究員は「脱商品化・脱家族化指標を用いた家族政策分析試論－発展途上国に応用可
能な比較分析方法の開発に向けて－」をテーマに研究を実施している。
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本年度も昨年度に引き続き、
「社会福祉の発展過程に関する研究」を継続し、世界的な社
会的保護の拡がりの中で日本における社会保障の生成過程の事例から得られる示唆につい
て論考の発表、西アフリカのガンビア共和国で現地調査をおこなった。日本の社会保障の生
成過程の事例に関する論考では、社会的保護の土台に関する整理を行い、日本における社会
的保護の生成と事例をまとめている。また、ガンビアでの現地調査結果は、社会的保護にお
ける資源の窮乏の状況を指摘し、社会的保護の土台の形成から進めることの必要性を示し
たものとなっている。
4.

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

究テーマについての概要をまとめた。
これまで述べてきたように、本年度は、各研究員が個別にその専門分野で研究を深化させ
たことに加え、昨年度行ったテーマグループでの問題意識の共有を深化させ、三井物産環境
基金からの研究助成を獲得でき、その研究を開始できたことは、グループとして大きな前進
であった。これにより、複数の研究員が参画する学際的かつ実践的研究を通じ、これまでに
はなかった新たな国際貢献の枠組みを提示できると考えているが、この研究にすべての研
究員が参画できている状況にはない。したがって、他の研究員が共同で実施できるプロジェ
クトをさらに増やしていきたいと考えている。
また、これまで同様、研究成果の積極的な発表にも取り組んでいく予定である。今後の研
究展開に期待されたい。
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２．研究報告

平成 29 年度国際共生社会研究センター

研究概要

低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際地域学研究科（国際学部）

教授

荒巻

俊也

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

1. はじめに

サファリ観光地における廃棄物による環境

2.

開発途上地域においては、水供給や衛生施設の

影響とその改善に関する研究

整備、廃棄物管理の高度化などにより生活環境の

2.1

研究の概要

改善が求められているが、省エネや省資源、温室

途上国においては自然資源を利用した観光業

効果ガスの排出削減など今日的な地球規模での

は経済発展のための重要な産業の一つであるが、

環境問題への対応も同時に考えていく必要があ

観光振興による入り込み客の増加や自然地での

る。このような中で、水供給や排水・廃棄物処理

アクティビティの増加に伴う環境負荷の増加に

などの環境インフラの形成において、行政側から

より、貴重な観光資源の劣化を招くとともに生活

のトップダウン的なアプローチだけでなく、地域

環境や生態系の破壊につながることも懸念され

住民の意識や選好などを考慮したボトムアップ

る。観光地において 3R を実施していくには、観

的なアプローチのもとに問題を検討していくこ

光客の意識の向上も必要であるが、観光業に実際

とも求められている。

に携わる地域住民の意識の向上も重要である。そ

そこで、途上国における低炭素社会・循環型社

こで、サファリ観光地における廃棄物管理の現状

会、あるいは健全な水循環の構築に向けて、内発

について調査を行うとともに、改善方法について

的発展という視座のもと、地域住民の主体的な

検討を行った。

（ボトムアップの）取り組みによる可能性や課題

対象地としたボツワナは、国土の 30％が生態系

について検討を行うことを目的として研究を進

の保全地域となっている。しかし、これらの保全

めている。

地域はサファリ観光の貴重な資源となっており、

本年度は、これまで実施してきたハノイ市郊外

近年観光客が増えていく傾向にある。これらの地

での水利用実態と適切な水供給インフラ形態の

域における廃棄物管理システムは十分に整備さ

検討のほか、廃棄物管理における関係者の意識と

れておらず、貴重な自然資源への脅威となること

行動の調査や途上国における学校での環境教育

が懸念されている。

に関する調査研究を実施してきた。ここでは、そ
れらの成果のうち、ボツワナのサファリ観光地に

2.2

調査方法

おいて観光産業関係者に対して意識や行動につ

ここでは、ボツワナ北東部にある CT11 地区を

1)と、さまざまな環境配慮施設

調査対象地とした。この地区は同国第 2 の都市フ

をとりいれた学校（エコスクール）について、日

ランシスタウンから車で 4 時間程度のところにあ

本、フィリピン、ナミビアでの導入事例の比較し

るエリアである。

いて調査した事例

た事例 2) を紹介する。なお、これらは東洋大学大

この地区において 2017 年の 2 月から 3 月にか

学院国際地域学研究科の博士前期課程学生であ

けて、現在の廃棄物処理処分の状況を調査すると

る Apollos Shakumu, Wedu Moroka との共同研

ともに、観光産業関係者へのインタビュー、保護

究の成果である。

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

一方で、観光産業の関係者の間では廃棄物の問

ネージャー、2 名の観光行政関係者から意見を集

題が重要であることの認識はあり、特にサファリ

めた。

施設ではアクセスの問題から廃棄物の発生をで
きるだけ抑えることが必要とされていた。行政、

2.3

観光産業、そしてその従業者が一体となり、廃棄

調査結果

物の問題に組織的に取り組んでいく必要が示唆

保護地区周辺の地域では廃棄物は十分な分別

される。

がされず、そのまま埋め立てられているケースが
多く（図 1）
、また処分地の管理も適切になされて
いないため、自然環境への影響が懸念される状況
であった。
また、保護地区内にあるキャンプ施設では、施
設内で、生ごみ、有価物、それ以外と分けて保管
されていたが、分別がきちんと行われているとは
言えない状況であった。生ごみは発酵槽にためて、
野生動物等が近寄れないよう金網で覆う形で管
理してあったが、攪拌等はおこなわれておらず、
たい肥化したものは再利用されず、ためられたま
まとなっていた。さらに、調査時は雨季で大型車

図１ 保護区周辺地域で埋め立て処分の状況

がキャンプ施設にアクセスできない状況となっ
ており、多くのごみがキャンプ施設のバックヤー
ドにためられている状況であった（図 2, 3）
。
従業員へのアンケート調査では、従業員のうち
68%が廃棄物管理について十分な知識を持ってお
らず、3R（Reduce, Reuse, Recycle）といった活動
への理解度も十分でなかった。また、自ら排出す
るごみに対する行動について、分別してリサイク
ルしようという意識はなく、そのまま放置するか、
廃棄場所に置いておく、という回答がほとんどで
あった。
マネージャーレベルの方や行政関係者へのイ

写真 2 キャンプ施設のバックヤード

ンタビューでも、従業員の廃棄物管理に関する知
識や意識の欠如を指摘する回答が多く、分別収集
してリサイクルをするという仕組みを作っても
現状ではうまく機能しないことが指摘された。
2.4

まとめ

本調査の結果から、対象地域ではごみの減量や
リサイクルといった取り組みが組織的に行われ
ておらず、例えサファリ施設で分別して集めてい
ても、最終的にそのまま全量が埋め立てられてい
る状況であることがわかった。また、観光産業の
最前線ではたらく従業員たちの 3R に関する知識
写真 3 生ごみの発酵槽

や意識も乏しい状況であることがわかった。
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3.

エコスクール事業による途上国における環
境教育に関する研究

3.1

研究の概要

市民レベルで環境配慮意識を向上させていく
ためには、教育は最も有効なツールといえる。国
際的にも、Education for Sustainable Development と
して環境教育に関するさまざまな取り組みが行
図 4 太陽光発電の教育素材としての利用

われているが、ここではエコスクールに焦点をあ
てる。
エコスクールは、日本では学校施設の新設や改
修の際に環境配慮施設を組み込む国の事業とし
て行われてきている。一方、東南アジアではエコ
スクールコンテストとして学校における自発的
な取り組みを表彰する制度があり、フィリピンな

図 5 屋上緑化と緑のカーテン

ど国内でさまざまな取り組みが展開されている。
そこで、日本およびフィリピンのエコスクール
の状況を調査し、ナミビアにおけるエコスクール

3.3 フィリピンにおけるエコスクール・モデル

コンセプトの導入可能性について検討すること

フィリピンにおいては、環境省が中心となり、

を目的とした。

民間企業からの支援を利用してエコスクール・コ
ンテストを実施しており、このコンテストを目指

3.2

日本におけるエコスクール・モデル

して各学校が自発的に環境配慮に取り組んでい

日本のエコスクールは、前述した通り環境配慮

るものであった。

施設を学校に導入する際に行政からの支援を受

環境省の担当者にヒアリングするとともに、マ

けられるもので、施設の導入がカギとなっていて、

ニラ首都圏およびルソン島北東部のイザベラ地

また文科省だけでなく複数の行政部門が関与し

区から上記コンテストに入賞したことがある合

ている。さらに、教員がそれらの施設を環境学習

計 4 つの小学校を選定して調査を実施した。

の素材として利用することも期待されている。

いずれの学校でも新規施設を導入する資金が

東京都内の 3 つのエコスクール事業が行われて

十分にあるわけではないことから、廃棄物を効果

いる小学校において聞き取り調査と質問紙調査

的に利用した節水の取り組み、コンポスト化の取

を行った。これらの学校に導入されている施設は

り組みやスクールガーデンなど、コストがかから

省エネや CO2 の削減にかかわるもの、廃棄物の削

ない形でさまざまな取り組みの工夫をしていた

減やリサイクルにかかわるもの、生態系保全にか

（図 6, 7）。また教職員や生徒だけでなく、PTA や

かわるものに分けられた。
（図 4, 5）

地域の組織が関与してこれらの施設を整備して

質問紙調査では 19 名の教師から回答を得てお

いる学校もあった。

り、79%の回答者は教育の素材として導入された

教師へのヒアリングでは、ほぼすべての教師が

施設を利用しているとのことであった。また、約

これらの環境配慮施設の意義を認め、教育の素材

半数の回答者が、教育素材としての利用は学習者

として利用していた。学校を挙げた取り組みとし

へ明確な影響を与えていると回答した。一方で、

て、校長のイニシアティブのものと実践されてい

学校における責任者へのインタビューでは、教員

る様子が見て取れた。

が移動することにより、各学校の環境配慮施設の
授業での利用方法について、十分な引継ぎが行え
ないことを課題として挙げていた。
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みが適切であると考えられる。また、その際には
政府関係機関の連携と民間企業を取り込んでい
くことが重要であることが示唆された。
4. 今後の展開
本報では、環境問題に対する地域住民の主体的
な取り組みによる可能性や課題について検討を
図 6 廃材等を利用した緑化施設

行うために、2 つの事例をとりあげた。今後は、
これまで継続してきた水インフラの整備に関す
る議論や、廃棄物の削減や分別収集・リサイクル
に関するテーマについて、ベトナム等での現地調
査を進め、地域住民の意識や認識と影響を与えて
いる要因について分析を進めていく。
参考文献
1) W. Moroka and T. Aramaki (2017) Waste Impacts
and its Mitigation in Botswana’s Conservation

図 7 簡易な雨水利用施設

Areas: A Field Survey based on Stakeholder
Interviews in the Tourism Sector, 環 境 科 学 会

3.4 ナミビアにおける環境教育の現状

2017 年会

ナミビアにおいては小学校の理科や社会科と
いった教育課程の中で環境教育が組み込まれて

2) A. Shakumu and T. Aramaki (2017) Application of

いる。しかし、学校において環境に配慮した施設

Eco-school Models as Teaching and Learning Tools

が十分に普及しているとは言えない状況にある。

in Namibia, 環境科学会 2017 年会

首都ウィントホック地区および北部地方部に
おいて 7 つの学校を調査した結果、ナミビアにお
いて喫緊の課題である水資源の問題については、
雨水利用や節水の取り組みがいくつかの学校で
見られた。スクールガーデンなどの生態系に関す
る取り組みについては、政府が学校への植樹につ
いて支援をしているものの、その維持管理におい
て課題を抱えていた。また、廃棄物の分別収集プ
ログラムを試みている学校もあったが、きちんと
した分別は行われていないようであった。
3.5 まとめ
日本とフィリピンのエコスクールの状況を比
較すると、ともに環境配慮施設が導入された学校
においては教育効果を発揮しているようである。
しかし、日本のエコスクール事業は昭和期に建設
された学校施設の改修に合わせて予算が確保さ
れており、そのような予算の確保が難しいナミビ
アにとってはフィリピンで実施しているような
各学校からの自発的な参加を求めるような仕組
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平成 29 年度国際共生社会研究センター 研究概要

ホーチミンにおける配車アプリによるタクシー・バイクタクシーの利用意識
国際共生社会研究センター 研究員
大学院国際地域学研究科(国際学部) 教授
岡村 敏之
Users’ perception analysis on APP-based transit service in Ho Chi Minh City
1. はじめに

ルタイムで従事しているケースが多いとされて

客とドライバーとの仲介をする配車アプリで

いる．また実は多くの国では，運転者は職業運転

ある Commercial Transport Apps (CTAs)を介し

免許保有者であることが義務付けられ，その多く

て，旅客を有償で個別輸送するサービスが世界中

の場合はドライバーは登録された事業者に所属

の都市で展開されつつある．米国発祥の UBER

することになる．ここでこの事業者の免許や登録

や Lyft，シンガポールが本拠の Grab，中国の滴

は，既存のタクシーの免許ではなく，規制のより

滴出行などが知られている．

緩やかなハイヤー(Private Hire Service)の免許

これらの企業による CTAs のビジネスモデルは， や登録制度によることが多い．また CTAs が既存
輸送サービスを提供するのではなく乗客とドラ

のタクシーと提携してタクシーの配車サービス

イバーとの仲介サービスであること，ユーザーイ

を行っているケースもある．
このように CTAs は，

ンターフェイスに優れたスマートフォンベース

利用者からみれば各都市/国間で共通のプラット

のアプリケーションを提供し，容易に発地と着地

フォームで提供されている（ようにみえる）サー

を入力して予約に至ること，予約時に運賃が確定

ビスであるが，本制度上は必ずしも日本の「白タ

することやドライバーの乗客による評価が表示

ク」にあたるものとは限らず，国や都市により大

されることで利用者に安心感を提供しているこ

きく異なるものである．

と，が特徴である．また一般に、既存のタクシー

以上の基本認識のもとで，本研究では CTAs に

より安価で提供されている場合が多い。既存のタ

よる個別輸送サービスを，東南アジアの途上国に

クシーが使いにくい場合や信頼性が低い場合（た

ついて着目することとする．多くの東南アジアの

とえば米国や中国の都市）は，既存のタクシーを

国々では，既存のタクシー（メーター付き）が一

大きく脅かしているとされる一方で，既存のタク

定のサービスを提供しつつ，よりインフォーマル

シーとは異なる使われ方もされているといわれ，

なパラトランジットも旅客の個別輸送サービス

利用の状況は国や都市によって大きく異なる．

を提供している．豊富で安価な労働力からこれら

一方この種のサービスは，いわゆる民泊などを

の個別輸送サービスの供給量およびシェアは高

はじめとする「シェアリングエコノミー」，すな

いが，サービスの質の悪さや車両メンテナンス水

わち，一般個人が所有する遊休資産を ICT による

準の低さ，交渉制のパラトランジットの料金の不

仲介で他人に貸し出すサービスの代表的な一種

確実さなど，現地の人々にとっても不満な点は多

とされている．ただし，狭義のシェアリングエコ

い．そのような中で，CTAs 企業による 4 輪車お

ノミーの「個人の遊休資産活用」という形態とし

よび 2 輪車の旅客個別輸送サービスが開始され，

ての，一般ドライバーが自家用車を利用して空き

とくにベトナムやインドネシアの諸都市では，配

時間に有償輸送をしているケースは，それが合法

車アプリによるバイクタクシーのサービスの開

である多くの米国の都市でも必ずしも多数派で

始により，インフォーマルな従来のバイクタクシ

はなく

1)，一般ドライバーが個人事業者としてフ

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

度上の位置づけを述べる．4輪については，営業

現状と規制の動きを概観した上で，ベトナムのホ

用の普通車（10人乗り未満）を運転可能なB2免許

ーチミン市を対象として，現状での規制の状況と

の所持が必要である．ただし非営業用のB1免許と

提供サービスを現地ヒアリング結果をもとに整

比べてB2 免許取得の難易度はそれほど高くない

理し，あわせて在来のタクシーとバイクタクシー

（2週間程度の講習受講が必要）ため，多くのド

との差異に着目して，アンケート調査をもとに，

ライバーはB2免許を保有しているという．車両に

CTAs によるタクシーとバイクタクシーへの利用

ついてはタクシーとは別カテゴリの「契約制車両

者意識を明らかにすることを目的とする．

xe hợp đồng」としての登録が必要であり，その
許可証を車両のフロントに提示することが義務

2. ホーチミンにおけるCTAsの概要

付けられている．車両は運転手の私有車であるこ

(1) 東南アジアのCTAs大手3社のサービス

とが多いが，運転手・車両とも個人営業は不可で

東南アジアでは，主に米国発祥のUBER，シン

あり，何らかの事業者または事業組合

ガポール本拠のGrabがいくつかの大都市でサー

(corporative)に所属していることが必要である

ビスを開始している2)3)．またGO-JEKはインドネ

（ただし，事業組合といっても運行管理などの実

シアの国内最大手のCTAsである4)．それぞれ都市

体のないものも多いとみられる）．営業登録はタ

によって提供サービスは異なるが，4輪のライド

クシーとは異なる契約制車両（ハイヤーの扱い）

シェア型サービス，バイクタクシーを提供してい

であり，法的には乗客と事業者（運転手）が乗車

るのが一般的である．加えてGrabは，既存のタク

時に輸送契約書を交わすことが義務付けられて

シーと連携したタクシー配車サービスも提供し

いる．2016年10月時点では，Grab (GrabCar)に

ている． GrabとGO-JEKは旅客サービスとは別

ついては，アプリ上での予約成立をもって法令上

にデリバリーサービスも提供している．

の契約が成立しているとみなしている（書面の契

4輪車のライドシェアについては，たとえばタ

約書が不要）．これは，このような扱いを認める

イでは法的に位置付けられておらず，一般ドライ

ことで，その個々の契約情報である輸送記録を市

バーによる個別旅客輸送は違法である．またたと

交通省に提出させ，あわせて適切な課税を行うた

えばフィリピンでは2015年から，CTAs企業を

めである．一方UBER(UberX, UberBLACK)には

Transportation Network Companies (TNCs)と

調査当時はこのような扱いは認めておらず、乗客

位置付け，TNCs・運行事業者・運転手それぞれ

と運転手が乗車時に書面契約書を交わす必要で

にタクシーとは別の規制を導入している1)．一方，

あるが，現実にはそれはほぼ行われていない（す

2輪車については，もともとバイクタクシーは事

なわち正確な輸送記録を行政はチェックできず，

業者・車両・運転手ともに法的に位置付けている

．
適切な課税もなされていない可能性がある）

国はなく，制度上は完全なインフォーマルな交通

2輪車については営業・非営業の免許区別はな

手段である．そのため，CTAsについても特に法

く，通常のA1またはA2免許(排気量による区分)

的に位置付けられていない．

でバイクタクシーは営業している．バイクタクシ
ーは，既存のものもCTAsによるものも，特に制

(2) ホーチミンでのCTAsの制度上の位置づけ

度上の位置づけはない．
(3) ホーチミンでのCTAs運営とサービスの現状

ホーチミンでは現在，4輪/2輪ともに，UBER
とGrabがサービスを提供している．運輸行政は市

GrabとUBERについて，ウェブページでの公開

政府の交通省が統括しており，CTAsについても

情報2)3)と，それぞれの会社担当者へのヒアリング，

これに含まれる．現在Grabと UBERの2社が自動

および両社のドライバーへのヒアリングをもと

車（4輪）およびバイクタクシーの配車サービス

に，運営とサービスの現状について整理する．な

を提供している．

おヒアリングは2016年10月に行ったものである．
ホーチミンにおいて，4輪のライドシェア型サ

以下，市交通省へのヒアリング結果をもとに制
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ービスは，UBERが2014年7月，Grabが2016年か

ルタイムで4輪は2600万から3300万ドン/月（ウェ

ら開始しており，2輪についてはGrabが2014年11

ブには明示されていないが燃料代込），2輪は1000

月，UBERが2016年3月から開始している．また

万ドン/月（同）になると記載されている． 4輪ド

Grabは，既存タクシーと連携したGrabTaxiを上

ライバー6名（いずれもフルタイムで乗務）への

記に先駆けて2014年から開始している．

インタビューでは，この水準に達している者はい

Grab，Uberともドライバーの確保に力を入れ

なかったが，うち2名のタクシードライバーから

ている．ベトナムでは2016年から小型車の購入に

の転換者は，いずれも手取りはタクシードライバ

必要な税金が安くなったこともあり，ドライバー

ー時とほぼ同じとの回答であった．2輪ドライバ

希望者に新車の購入のためのローン斡旋も行い，

ー2名（フルタイムで乗務）へのインタビューで

あわせて1日あたり一定額以上の「水揚げ」があ

は，月収は約700万ドンとのことであった． Grab

った場合に運転手にボーナスを支給するなど，契

の場合は，4輪は営業収入の20％を，2輪は同じく

約車両(ドライバー)数の確保と1台あたりの車両

50％をGrabに支払う契約となっている．契約台

の稼働時間の増加により，稼働車両の増加を目指

数は，両社とも公表しなかったが，都心部周辺で

している．両社とも新規ドライバーの受付センタ

は両社の4輪/2輪ともかなりの数の車両がスマー

ーを設置しており，筆者がそれぞれに訪問した際

トフォン上に表示されており，極端なピーク時を

にも多くの応募者が訪れていた．なお，4輪/2輪と

除けば概ね5分以内に配車される印象である．

もに，車両とスマートフォンは運転者自身が用意
3. 既存のタクシー・バイクタクシーとCTAsによ

することになっている．

る輸送サービスに対する利用者意識調査

ドライバーの質の確保にも力を入れている．

(1)調査の概要

Grabの場合は，応募時の免許証，健康診断書と無
犯罪歴証明書の提出を義務づけている．また強制

ホーチミン市の行政職員を中心とした62名を

保険と任意保険の加入が義務付けられている（バ

対象に，2016年11月にアンケート調査を行った．

イクについてはGrabが保険料を支払う）
．加えて，

アンケートでは，個人属性のほか，既存タクシ

運転者講習を義務づけており，受付センターに併

ー・バイクタクシーおよびCTAsによる輸送サー

設された会場で，多くの応募者が講習を受講して

ビスに対する各種イメージ（快適性，信頼性など

いる．服装も，2輪の場合はユニフォーム・ヘル

９項目），満足度，各利用場面（私用目的，業務

メット着用(Grab支給)/サンダル・短パン禁止，4

目的・・・）での既存タクシー・バイクタクシー

輪の場合は襟付きシャツ着用などを求めている．

および配車アプリによる輸送サービスの利用意

Grabの運賃はUBERとほぼ同程度であり,4輪

向を5段階で回答してもらった．

の運賃はタクシーより割安である．なおGrabCar

被験者はホーチミン市の平均的な市民とは必

は同年11月以降約20％値下げされた．バイクタク

ずしも言えないが，フォーマルなセクターで勤務

シーについては，既存の交渉制のバイクタクシー

し，業務や私用でタクシーやライドシェア等の利

に比べると割安とされる．既存のバイクタクシー

用機会も多い人々であることから，既存のタクシ

は市場や特定の交差点などの人が多い場所での

ー・バイクタクシーとCTAsによる輸送サービス

いわゆる辻待ち営業であるのに対し，CTAsのバ

との意識の差異を分析するには概ね有効なサン

イクタクシーはどこでも呼び出しが可能であり，

プルといえる．被験者属性としては，世帯自家用

稼働率はより高いものと思われる．なお既存のバ

車保有率は26%とやや高めで，世帯バイク保有率

イクタクシーとの「共存」のため，CTAsのバイ

は98%（1名のみ非保有）
，スマートフォン保有率

クタクシーは，主要な市場とバスターミナル前で

は98%（1名のみ非保有）であった．

の乗車と，流しでの客扱いは基本的には行わない
(2) 調査の結果

としている．
運転手の収入は，Grabのウェブページでは，フ

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

4輪については，「信頼性」以外の項目でCTAs

ンでみると，GrabCar/UberX,BLACKの利用頻度

サービスの評価が高かった．とくに価格に対する

は一般的なタクシーの利用頻度に匹敵しており，

評価は高い．一方2輪については，
「信頼性」と「快

GrabBike/Uber MOTOも同様であり，CTAsのサ

適性」以外の項目でCTAsサービスが高かった．

ービスの利用が日常的になっていることがわか

「快適性」については，バイクの後部座席に乗車

る．また一方で，「一度もない」の構成比は，

するという特性から，既存のバイクタクシーとの

GrabCar/UberX,BLAC，GrabBike/Uber MOTO

差異は有意でなったものと考えられる．それら以

ともに既存モードよりも高く，新しいモードを忌

外の有意となった項目については，既存モードと

避する人も一定程度存在することも読み取れる．

の差異という観点では，2輪のほうがCTAsサービ
スへの評価がより高い．現状のホーチミンのタク
シーは少数社による寡占であり，とくに全国規模
のVinasunとMai linhは，電話での配車は極めて
スムーズで前者は配車アプリも導入しており，運
転手も制服を着用し車両も清潔である．ベトナム
のタクシーの料金は，タイやフィリピンなどより
所得水準の高い国々と比べても決して割安では
なく，価格よりもサービスの高さが特徴といえる．
したがってCTAsのサービスも，サービスの高さ
よりは割安な価格が評価されているともいえる．
本稿は、2017年11月の土木計画学研究発表会（秋
大会）にて発表したものの抜粋である。
参考文献

図-1 対象被験者の各交通機関の利用頻度の構成比

1)

図-2 に，既存のタクシーと CTAs サービス（左

2)
3)
4)

側）
，および既存のバイクタクシーと CTAs サー
ビス（右側）での各種イメージ（5 段階評価）の

International
Transport
Forum
OECD:
App-Based Ride and Taxi Services Principles for
Regulation, 2016
https://www.grab.com/vn/
https://www.uber.com/ja-JP/cities/ho-chi-minh-city/
https://www.go-jek.com/

差異を示す．ここで「安全性」とは主に交通安全
を，「安心性」はセキュリティ面での安心を指し
ている．また信頼性とは，「呼びたいときにつか
まる」
（あてになる）ことを指している．

図-2既存タクシー/バイクタクシーと，CTAsサービスとのイメージの差異（5段階評価）
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1. 研究の背景と目的

周辺地域の環境劣化の現状とその要因を整理す

ミャンマー東部、シャン州ニャウンシュエ郡に

ることを目的とするものである。

位置するインレー湖は風光明媚な有数の観光地

調査は 2017 年３月 5 日～10 日、6 月６日～9 日

として有名である。その一方で、同湖及び周辺地

の 2 度にわたって実施した。第 1 回調査ではイン

域の環境劣化に対して、ミャンマー中央政府、シ

レー湖周辺の 6 つの村2の住民と（インダー族の）

ャン州政府、住民の間で危機意識が高まっている

住民有志が設立した Save the Inle という団体か

1

2014） 。しかしながら、後に見るよう

ら住民の生業活動や地域の環境劣化に対する認

に環境劣化の原因が複合的であることに加え、イ

識をヒヤリングした。また、第２回調査では、事

ンレー湖の水質汚染をはじめとする環境劣化の

業対象地選定を主な目的に別の 6 ヶ村の住民と意

現状や、インレー湖周辺の地域住民の生計の実態

見交換をするとともに、再度 Save the Inle、南

に関する調査・研究が断片的なものに留まってき

シャン州ホテル観光協会からも聞き取りを実施

たことから、行政・住民にいずれのレベルにおい

した。

（MOECF

ても本格的な環境改善活動につながってこなか
ったという側面がある。

２．インレー湖及び周辺地域の概要

以上を踏まえ、東洋大学国際社会共生センター

インレー湖はシャン高原に位置し、海抜約 880

は、2017 年度より 3 年間の予定で、三井環境研究

メートルのニャウンシュエ盆地にある。湖の大き

基金の助成を受け、ミャンマー・シャン州を中心

さは東西 11 キロ、南北 18 キロ、湖水面積 43.5km

に活動する NPO 法人地球市民の会と共同研究「ミ

ほどであり(Furuichi 2007)、湖岸の東西を山脈

ャンマー・インレー湖における環境悪化要因の分

が走っている。湖には東、西、北からいくつかの

析と住民主体の環境型環境改善手法の構築」を開

2

始した。本稿は 2017 年 3 月及び 6 月に実施した
現地調査で得た情報を中心に、インレー湖および
MOECF(2014)によると、政府が鳥獣保護区を
設定したのは 1980 年代までにさかのぼるが、イ
ンレー湖周辺の環境問題を複合的にとらえ始め
たのは 2000 年代に入ってからとのことである。
2010～2015 年の包括的行動計画が策定されたが、
具体策に乏しく、改め UN-Habitat、ノルウェー
政府の支援を受けて長期復興保全計画が 2013 年
に策定された。
-11

53

ミャンマーの地方行政の末端の単位は村落区
（Village Tract）であるが、複数の村（Village）で
構成されることが多い。ニャウンシュエ郡には 35
村落区、444 ヶ村が存在する。第 1 回目の調査では、
マインタウ村落区、チャウンダイン村（シャン族中
心）
、ボーミャ村（シャン族）、ンガペーチャウン 村
（インダー族）
、ヌワタマ 村（インダー族）タンボ
ージー 村（インダー族）で聞き取りを行った。第 2
回はミンチャウン村（インダー族）
、オウンビン村（イ
ンダー族）
、インポーコン 村（インダー族）、チェー
ポーコン 村（インダー族）
、ナダウンチャー村（イ
ンダー族）
、ティエピン村、チャウナー村（レモング
ェ村落区 タウンヨー族）
から聞き取りを実施した。

小さな川が流れ込み（合計 29、うち４つが通年流

を中心に行われる。インダー族の生計手段は漁業

れこむ川 3）
、それに地下の水流が集まってできた、

や浮畑でのトマトをはじめとする水耕栽培が中

いわばシャン高原にできた「巨大な水甕」（大野

心である。インダー族の日常の交通手段は船であ

1978）がインレー湖である。インレー湖は図１に

り、以前は足漕ぎの小舟が一般的であったが、近

あるように下流に続くが、住民の認識はニャンシ

年小型エンジン付きの船が急増している。

ュエの河口地点からナンパンまでである。

インレー湖畔にはインダー族の他にシャン族、

インレー湖畔・湖上に集落を作り住むのはイン

また湖を囲む山間部にはパオー族、ダヌー族、タ

ダー族と呼ばれる人々である。インダーとは「湖

ウンヨー族など様々な民族が居住する。山間部の

の人」を意味する。その呼称が示す通り、彼らの

民族は葉巻タバコ用の葉（タナペ）や飼料用トウ

日常生活は湖と切り離せない。彼らは水上に建て

モロコシ、サトウキビ生産から主な収入を得てい

られた高床式家屋に居住する。船着き場が住居の

る。

１階にあたるように建てられ、乾季と雨季で水深
が変化することに対応できるようになっている。

３．環境劣化の現状と要因
インレー湖の環境劣化は以下のような現象と

図１ ニャウンシュエ郡

して顕在化している。
（１）湖の縮小
Sidle et al.(2007)の推計によると 1935 年
から 2000 年の間にインレー湖の面積は 32.4%減少
しているとされる。
面積縮小の大きな原因として指摘されるのが、
周囲の山間での森林伐採の拡大による湖への土
砂の流入・堆積である。森林伐採は日常的な燃料
用だけでなくタナペ加工用の薪の需要が大きい。
また、西岸の山間部を中心に焼畑・移動耕作が行
われており(Myint Su and Jassby 2000,Aye Thiha
2005)、その山麓部への土砂流入が著しい。それ
が西岸のカウンダイン、タンボージ村近辺の陸地
化の進行を速めていると見られる 4。
タンボージ村では 2005 頃までは雨季になると
住居の地点まで湖水が上がってきていたが、その
後水が来なくなったことで不要となった船を売
却した世帯も多いとのことであった 5。
また、農地拡大のために古くなった浮畑 6 の湖
岸への廃棄が長らく行われてきたことも湖面積
の縮小につながっている（MOECF 2014）
。
水位の低下も 1998 年以降顕著となっているよ

水浴び、調理など住民の日常生活はこの水上家屋
29 の川の集水面積は MOECF(2014,p.21) 参
照。

Save the Inle からの聞き取り。この点に関し、政
府は浚渫に力を入れているが、土砂の流入予防に
十分な対策をとってこなかったという指摘がさ
れた。
5 タンボージー村での聞き取り。
6 浮畑の寿命は 15 年程度とされる。
4

出所：ニャウンシュエ森林局資料をもとに加工。

3

2
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ていないのが現状である 11。

うである。特にそれが深刻だったのは 2010、2013、
2015、2016 年とのことであった。たとえば、年間

また、トマトなどの野菜の浮畑での栽培には肥

を通じて最も水位が低下する 5 月の時点で、1996

料や農薬が多投される傾向があり、これが水質汚

年は６フィートの水深があったのに対して、2010

染につながっていることも指摘されている。とり

7

年は４フィートであった 。乾季のこうした水位

わけトマトは 1990 年代半ば以降、全国に流通す

低下は船での往来を困難とし、日常生活に多大な

るようになって以降商業的生産が拡大し、投入財

影響を及ぼすことになる。

の使用もそれに伴い増加した 12。

水位の低下には降水量の減少の可能性も否め

水質の悪化には住民も懸念を示している。たと

ない。あくまで住民の感覚的な認識に基づくが、

えば乾期になると湖水の臭気が気になるという 13。

雨期でも水量が減少している。降水日の減少（1

現在水浴びの水は多くの人が井戸水を利用して

ヶ月に 10 日降雨があったところ 4 日に減少など）

いるが、昔ながらの水浴びを湖でする人もいるも

が一因である 8。もう一つの要因としては 1992 年

のの、それは水深がそれなりにある時期（雨期末

に洪水が起きた際に水を下流に流すために川を

期の 9-10 月）に限定されているという

9

直線化したこともあげられている 。

14

。20～

30 年前までは湖水を飲料としていたという住民
が多いが、現在は飲料用の水は井戸水、遠方の水

（２）水質汚染
湖の水質も年々悪化しているとされている

源の利用、ないしは市場で購入するのが一般的と
10

なっている 15。

。

既述の通り、インダー族は湖上、湖畔に居住して

（３）富栄養化

いるが、その生活排水は適切な処理をされないま

湖周辺の農業生産での化学肥料の多投および

ま湖に流入している。生活から出る様々なゴミも

生活排水は湖水の富栄養化にもつながっている。

分別されることなく焼却、廃棄されていることも

富栄養価はホテイアオイやその他水草の異常繁

多い。

殖につながっている。水草の繁殖も、水深の減少

一般住民の生活排水・廃棄物だけでなく、観光

と同様、住民の船での移動に支障をもたらすよう

関連活動に伴う汚水の増加もインレー湖及び周

になっている（図２）。

辺の環境に負荷を与えていると見られる。2017 年

また、水草の異常繁殖は水分の過剰蒸発にもつ

6 月時点で、ニャウンシュエ郡のホテル数は 99

ながる(MOECF 2014)。加えてホテイアオイなどの

（3501 部屋）
、うち水上ホテルが 22 である。近年

水草が水上部を覆うことによって日光が湖底ま

観光客の増加を見込んだホテル建設が続いてい

で届かなくなり、そうした光を必要とする固有種

るが、新しく建設されたホテルの場合バイオフィ

が育ちにくくなる。この結果、生態系バランスが

ルターを設置したり、化学成分の含有量が少ない

崩れ、生物多様性の観点からも影響を及ぼすこと

洗剤を使用したりするなどの一定の環境配慮を

になる。

しているケースが多い。しかし、既存のホテルで
11

は十分な対策がとられているとは言いがたい。ま
た、ホテルだけでなく観光客向け飲食店も増加し
ているがこれらに対する規制はまったく行われ

7

ンガペーチャウン村での聞き取り。
マインタウ村落区での聞き取り。
9 Save the Inle での聞き取り。
10 以下で取り上げた水質悪化の要因に加えて、
MOECF(2014)はインダー族の水葬の慣習をあげ
ているが、我々の聞き取り調査ではこの要因の指
摘はなかった。

南シャン州ホテル観光協会からのヒヤリング。
ンガペーチャウン村の農家からの聞き取りに
よると、1970～85 年には窒素肥料のみ、その後
1986～88 年にリン酸肥料、カリ肥料を追加する
ようになった。1988 年からは主に副後肥料を利
用するようになり（NKP15－15－15）
、1995 年
から NPK16-16-8 に切り替え、液肥なども使用す
るようになった。複合肥料の使用後、収量は向上
したという。
13 マインタウ村落区での聞き取り。
14 チャウンダイン村での聞き取り。
15 Sage the Inle, ンガペーチャウン村、タンボー
ジー村、インポーコン村での聞き取り。
12

8
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図２ ホテイアオイの繁殖

なお、本共同研究では、初年度は水質の現状の
把握、また環境負荷の少ない農業、すなわち循環
型農業（有機農業）の普及の準備としての対象村
の農家調査（ベースライン・サーベイ）、また土
壌流出対策としての植林パイロット事業が終了
したところである。今後, 村レベルで、環境啓蒙
活動、循環型農業普及活動を進めていく。その上
で、後者に関しては、住民の生計向上、また環境
負荷の軽減にどの程度寄与しうるかを検証して
いく予定である。

出所：筆者撮影（2017.3）

参考文献

この結果、もっとも深刻な影響を受けるのが魚
類である。インレー湖には 41 の魚種が生息し、

大野徹 1978.「人と湖」
『季刊民族学』
（2：68-78）.

そのうち 16 種が固有種である。これら固有種は

Akashi,F. Motoyashi Satake, Masahiro Otaki and

湖底近辺に生息することもあって急速に減少し

Noriok Tominaga. 2006. “Surface water quality and

ていっている（Okamoto 2012）
。こうした漁業資

information about the environment surrounding Inle

源の減少に対して、漁業局はティラピアの稚魚放

Lake in Myanmar” Limnology . 7:57-62

流や家屋の下に網をはってのコイの養殖を推奨

Aye Thiha. 2005.“Land-use Adjustment Based on

したが、実はこれら外来種の拡大が固有種を脅か

watershed classification using remote sensing and

す悪循環を生んでしまっている 。現在、ティラ

GIS: A Study of Inle Watershed, Myanmar”

ピアの放流や養殖は公的には禁止されているが、

Zoebisch, Micael, Khin Mar Cho, San Hein and Runia

実際には依然として継続されていると見られる

Mowla eds.

（MOECF

Studies and Experiences form Asia.

16

2014）
。

Furuichi,

Integrated Watershed Management:

Takahisa.

2007.

“Soil

erosion

and

４.環境回復と保全への取り組みと今後の研究

sedimentation in the Lake Inle Catchment, Myanmar

ミャンマー政府は、2013 年に長期復興保全計画

(Burma)” Unpublished theses submitted for the degree

を策定し、関係省庁やステークホルダーがすべて

of Doctor of Philosophy of the Australian National

関与するような形で環境回復と保全活動を進め

University.

ようとはしている。ただ、2017 年の時点では具

Myint Su and Akab D. Jassby. 2000. “Inle: A Large

体的な成果があがっているとは言えない状態で

Myanmar Lake in Transition”, Lakes & Resseviors:

あった 17。

Research management, 5:46-54.

一方、注目される動きとして、既述のインダー

Ministry of Environmental Conservation and Forestry

族の有志が設立した NGO “Save the Inle” が

（MOECF）.2014. Inle Lake:Long Term Restoration

ある。同団体は 2015 年に設立され、メンバーは

& Conservation and Forestry.

7000 人という。目的は農業近代化、農業問題の

Okamoto, Ikuko. 2012. “ Coping and Adaptation

解決、中小ビジネスの振興、インレー湖の保全、

against Decreasing Fish Resources: Case Study of

GAP の水深と多岐にわたっているが、こちらも

Fishermen in Lanke Inle, Myanmar” IDE Discussion

資金制約などから十分な施策を打ち出すまでに

Paper No.329.

はいっていない。

Sidle, Roy C., Aland D. Ziegler, John B. Volgler,

Nay Pyi Taw

2007. “Contemporary changes in open water surface
are of Lake Inle, Myanmar” Sustainable Science.

16

養殖されている魚が湖に逃げ出してしまうこ
とがある（MOECF 2014）
。
17 Save the Inle での聞き取り。

2:55-65.
4
56

平成 29 年度国際共生社会研究センター 研究概要

イタリア中部地震の仮設住宅地区におけるコミュニティ拠点の形成に関する
研究報告
国際共生社会研究センター

研究員

国際学部（国際地域学科）

助教
柏崎梢

A Study on the Creation of Centers of Community in Regidential Area after 2016 Central Italy
Earthquakes
1. 研究の背景

２．2016 年イタリア中部地震と災害復興体制

大規模自然災害による被害からの復興が、日本

2.1 被害状況と体制

を含め各国において大きな課題であり、物理的・

2016 年８月 24 日イタリア中部のペルージャ県

経済的な復興だけでなく、地域社会がいかに再生

ノルチャ付近で発生した M6.2 および M.5.4 の地

し得るかという質の面における復興の重要性が

震では 298 名の犠牲者がでる大規模震災となった。

問われて久しい。特に高齢化が進む地域では、地

以降、2017 年１月中旬まで５万回を超える地震が

域の自然環境や歴史、被災者のライフスタイルや

発生し、広域にわたって被害が広がった（表１、

想い、ニーズなどを十分に把握したうえでの長期

図１参照）。８月の地震により避難していた住民

的な支援がより求められている。東日本大震災で

が多かったことや警戒体制がとられていたこと

は復興過程におけるコミュニティの拠点作りの

から、その後 M5.0 を超える地震では死者は少な

試みが多くなされており、陸前高田市の「りくカ

かったものの、歴史的建造物をはじめ建築物やイ

フェ」
（後藤、2015）など多数の事例がある。拠点

ンフラが重大な被害を受けた。防災局によれば被

作りのプロセスを通して、住民主導型の新たな地

害総額は約 21 兆 880 億ユーロにのぼる。

域づくりを目指すものである。

中央集権体制の強いイタリアでは、政府評議会

本研究は広域かつ長期の復興プロセスの在り

省のもと防災局が設置されており、災害予防や災

方を、コミュニティ拠点に着目し展望することを

害対策における軍、地方自治体、赤十字などとの

目的としており、近年大きな被害を受けたイタリ

調整、連携の役割を担っている。ローマに本部を

ア中部を対象に調査を実施するものである。本稿

置く防災局には常時職員が配属され、緊急時に迅

では 2017 年７月に実施した調査をもとに、2016

速に対応できる体制を整えている。2009 年のラク

年イタリア中部地震における復興状況について

イラ地震で特に迅速な対応がとられ高く評価さ

報告する。現地調査は 2017 年７月３日〜８日、

れており（中村、2010）
、2016 年８月 24 日におい

震源地から約 60km 離れたカメリーノ、および震

ても当日中に軍を含む救助隊による救援活動が

源地に近く復興活動の中心となっているアマト

迅速に行われ、約 238 人が救出された。しかし度

リーチェにおける被災地視察および住民への聞

重なる余震をうけ８月 26 日に非常事態宣言が発

き 取 り 調 査 、 Dipartimiento della Protezione

令され、引き続き対策が続けられている。

Civile（National Civil Protection、以下「防災局」
）
での聞き取りを行った。

表１

マグニチュード 5.0 以上の地震

2016 年
8 月 24 日
10 月 26 日
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M
6.2
5.4
5.4
5.9

震源地
ウンブリア州ペルージャ
県ノルチャ付近
マルケ州マチェラータ県
ヴィッソ付近

犠牲者
298 人
1人

10 月 30 日

6.6

2017 年
1 月 18 日

5.3
5.7
5.6
5.2

マルケ州とウンブリア州
付近
アブルッツォ州ペスカー
ラ県ファリンドラ付近

1人

り危険であるとの判断を受け、現在もレッドゾー

29 人

ンとして被災レベルの建物調査が継続されてい
る。区域内は損傷の大きい建物の周りに瓦礫が山
積みになった状態であり、学校や広場に面する商
店などの部分的な補強措置がみられたが、建物の
修復作業はほとんど行われていない状況である。
共通して被害が大きくみられたのは、石やレンガ

カメリーノ

が積み上げられて作られた教会などの古い建築
物の上階部分と、比較的新しく建設された鉄筋構
造の住宅の外壁であった。また建築物の多くが立
ち並んでいることから、損傷がみられない建物で
あっても隣接する被害の影響を避けられない状
態となっている。区域は軍によって警備されてお
り、住民は消防の許可を得て軍隊員の同行のもと
生活用品や商品などの運び出しを行っている。
アマトリーチェ

図１

震源分布と本調査対象地

出所：Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 2017

防災局での聞き取りより、今回の中部地震は(1)
被災地が複数の州およびにまたがる広域である
ため、各行政組織の異なるシステムの調整、資源
の分配、インフラの連結などの難しさ、(2)当該地

写真１ レッドゾーン内の路地(左)と教会前広場(右)

域の不明瞭な建物規制や土地利用、水理地質利リ

（本稿の写真はすべて筆者撮影[2017 年７月]）

スクなど領域が抱える脆弱性、(3)文化遺産の復旧
といった困難を抱えており、防災局としての調整

3.2 仮説住宅地区とコミュニティ拠点

業務がこれまで以上に難しく重要であることが

震災発生後、約 5,000 人が避難所やコンテナ型

明らかになった。また連続する地震を受けて住宅

仮設住宅に避難したが、その後、約 100km 離れた

支援が必要となった住民の数も多いことから、復

東沿岸部のアパートなどでの仮住まいをはじめ、

興における住宅支援の重要性も高いことも 2016

そのうち一部の住民は１日２便のバスを利用し

年中部地震の特徴である。

カメリーノまで通っている。現在はカメリーノの
外縁部に３箇所ある仮設住宅に約 300 人が避難生

３．大学都市カメリーノの事例

活を送っている。仮設住宅は通路を挟んで両側に

3.1 被害と復興状況

居住スペースとなるコンテナが横付けされ、魚の

マルケ州マチェラータ県に位置するカメリー

骨状の形をしており、外部空間との隔離が特徴的

ノは、面積 130km2、人口約 7,000 人、カメリーノ

である。仮設住宅内の公共スペースとして食堂、

大学関係者約 7,000 人による、中世の大学都市と

多目的スペースが設置されているが、昼間の利用

よばれる基礎自治体である。特に被害を受けた中

者は少ない（写真２）
。一方、通路は幅広くとられ

心部は、半壊している建物が１割程度、その他は

ており、通路に置かれたベンチに座り談話する高

一部の損傷がみられる程度であり、街並みは一見

齢者の方々の姿がみられた。トイレとシャワーは

保たれている。しかし外観以上に内部の損傷があ
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共同で、専用の空間が設けられている。仮設住宅

４．アマトリーチェの事例

ごとにマネジメントを請け負う住民がおり、施設

4.1 被害状況と現在
人口約 2,700 人と小規模でありながら観光地とし

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

て人気のあったラツィオ州リエーティ県の基礎自治

たのがメリーノ大学に隣接する仮設商業施設で

体アマトリーチェでは、まちのシンボルであったサ

ある（写真３）
。大小のテントが設置されており、

ンテミディオ教会をはじめ、歴史的建造物が並ぶ市

レッドゾーンから持ち出した日用品や雑貨など

街地を中心に４分の３が全壊し、2017 年７月当時も

がブースごとに販売されているが、テント内に換

瓦礫が積み上がりレッドゾーンとして立ち入りが禁

気の他にエアコン等の設備がなく日中はテント

止されている。サンテミディオ教会は民間企業によ

内の気温が上昇するため、気温が下がる夕方以降

る再建が開始されているが、全壊した市街地ではほ

のみ販売をおこなうという店がほとんどで、人気

とんど復旧は進められていない。またアマトリーチ

はみられない。集会やイベントに使われるドーム

ェにアクセスする一部の道路が閉鎖されており、道

型のテントも隣接しているが、利用には許可が必

路や橋などの被害も著しい。レッドゾーン外の広場

要で通常は施錠されており、自由に利用可能なコ

に建てられたコンテナ型の仮設住宅が現在は基礎自

ミュニティの拠点としてはいえない状況である。

治体の仮オフィスおよび災害復興本部として機能し

このように復興が遅れているカメリーノであ

ている。

るが、自治体と大学の役割が期待されており、そ
のひとつとして自治体とカメリーノ大学とが共
同で「IRO NON COROLLO CAMERINO（私は屈
しない、という意味）
」という活動団体がある。学
生ボランティアの募集、エネルギー対策、商業活
動やイベント支援、広報活動などの再建支援活動
が行われており、活動と拠点がリンクすることで
地域における拠点作りに発展していくことが期

写真４

全壊した住宅

待される。
4.2 仮説住宅地区とコミュニティ拠点
アマトリーチェではイタリア政府による住宅支援
の ひ と つ 、 Soluzioni di alloggiamento di emergenza
（Emergency Housing Solution、以下 SAE）による仮
設住宅の建設が始まった。テントやコンテナを使っ
た簡易的な仮設住宅とは異なり、長期滞在を想定し
写真２

たもので、40m2 から 80m2 の床面積、個別のバスト

仮設住宅内の共有スペース

イレ、キッチン、リビング、寝室を備えた長屋式の
住宅である。防災局によると一時的な避難生活のの
ち、数ヶ月の建設期間を経て住民が入居することが
想定されている。
調査時には SAE で建てられた仮設住宅が２箇所
で建設されており、2016 年 12 月から入居が開始し
ていた。被災した住民のなかで、高齢者や障害者な
写真３

仮設商業施設の外観

ど生活困難者を優先のうえ抽選が行われ、その後
2017 年２月と５月に増設に伴う追加抽選が行われ
た。2017 年５月に入居が開始した住宅は、60m2 の家
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屋に加え、テラス、ガーデンがあり、また棟間のス

３．考察

ペースが広くとられているため居住空間としてはゆ

2016 年イタリア中部地震は、広域かつ長期にわた

とりがみられる。建物内部はエアコン、冷蔵庫、テ

る復興が必要とされ、今まで以上に行政や関係機関

レビ、ソファー、テーブル、ベッドなどが備えつけ

の連携が求められているといえる。本調査では建物

られている。住民へのインタビューより、入居して

被害レベルの異なる事例を取り上げたが、一部の被

まだ数ヶ月だが、生活面においては特に問題なく過

害であっても歴史的建造物が立ち並ぶ中心部は崩壊

ごせ、恐らく 10 年はここで過ごすだろうとの意見

の危険性が高くなりやすい。比較的損傷の少ないカ

が得られた。まちは早く復興して欲しいが、もとの

メリーノにおいても、社会活動の中心であった市街

ように戻ることを強く望み、そのためには長期間で

地が長期間隔離されることによる住民生活への負担

も待つという価値観がうかがえる。

は甚大である。一方で、アマトリーチェにみられた
ように、長い時間がかかっても歴史的建造物や文化
遺産の復旧を望む価値観を持ち、SAE のような長期
滞在型で住民の生活の質を保った対策が機能してい
ることは特徴的である。プレハブでの仮住まいか、
移住か、再建か、といった大きな選択と変化が必要
となる日本の事例とは異なり、まちの復興を望み長
期滞在を想定した質の高い仮設住宅というもう一段
落を置くことによって、コミュニティとして住民生

写真６

SAE で建てられた仮設住宅

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

仮設住宅の建設と同時に、商業施設や教育施設の

でありすべての住民が居住できるわけではない。ま

新設が顕著である。商業施設は鉄筋コンクリートと

た最も大きな要素として住民の心の支えとなる歴史

木材を使ったデザインが特徴的で、２階建のデパー

的建造物のようなシンボルがあるからこそ可能であ

ト型と広い敷地を利用したモール型など数カ所で建

るという面も否めない。復興プロセスにおいて、SAE

設が進んでいる。これらに隣接して Save the Children

が長期間住み続けられる場所として機能するのは、

などの NGO によるチャイルドケアセンター、トレ

商業機会、就学機会などの生産活動が継続されると

ント自治県の援助による小学校もすでに建設が完了

いう条件も必要と思われる。総合的なまちの復興プ

し活動が開始している。

ロセスのあり方として、今後もイタリア中部の中山
間地域の復興および SAE の役割に注目していきた

建設中のモール型商業施設でいち早く完成したレ
ストランは３面ガラス張りで、建設中の商業施設の

い。

完成図や周辺の山々でのトレッキングイベント情報
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平成 29 年度の研究活動を振り返って
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際地域学研究科（国際学部）
松丸

教授
亮

Review of Research Activities (FY2017)
ー資金による現地調査および他資金による調査

１. はじめに
平成 27 年度報告書では、現在の東洋大学国際

の結果と合わせた形で「大規模災害後の住宅再建

共生社会研究センター（以下、共生センター）の

と集団移転地の持続性に関する考察」として取り

プロジェクト「アジア・アフリカにおける地域に

まとめ、国際開発学会第 28 回全国大会で報告し

根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開

た。報告は、バンダアチェ、タクロバン、熊本の

発」において著者が実施しようとしている、防災・

事例に、イタリアでの調査から得た示唆を含めた

復興分野での国際貢献手法の開発に関する研究

内容である。以下、報告論文を要約した形で示す。

について、その背景や意義、目的などを整理し、

2.1

筆者のこれまでの関連研究を踏まえた形で、研究

■バンダアチェ（インドネシア）

の方向性として、
（１）政府レベルの防災能力強化、

事例分析結果

インド洋大津波災害後のバンダアチェの住宅

（２）コミュニティ防災活動の定着化、
（３）より

再建は、
「現地再建」と「集団移転」大別される。

良い復興にむけた被災地支援、
（４）観光地と防災

現地再建は、早期再建を優先したため、構造物に

－持続可能なビジネス、という４項目を示した

よる津波対策がなされないまま行われ、津波に対

（松丸、2016）
。そして、昨年度（平成 28 年度）

する脆弱性が再現されてしまったが、被災した地

報告書では、このうちの「より良い復興にむけた

域が元々利便性の高い地域であったため、街は活

被災地支援」にかかる研究について、フィリピン

気を取り戻しており、被災の影はほとんど見られ

とインドネシアを対象にした研究成果の概要を

ない。一方、集団移転は、移転先団地の立地条件

述べた（松丸、2017）
。

により状況が大きく異なる。市街地から離れたと

本年度は、上述の防災・復興分野に関する研究

ころに位置する団地（Labuy）では、多くの住民が

を継続するとともに、昨年度末に採択が決まった

団地を離れており、空き家が目立つ。加えて、住

三井物産環境基金による研究助成「ミャンマー・

民の離脱が公共料金の収入減となり、水道の維持

インレー湖における環境悪化要因の分析と住民

管理に問題が生じている。一方、市街地に近い団

主体の環境型環境改善手法の構築」
（NPO 法人地球

地では、団地全体が活気に満ち増改築を行ってい

市民の会と共同で実施）を主に実施した。本研究

る家も多い。被災者による居住地選択が難しい中、

活動報告では、この二つの活動を中心に、著者が

移住者への公平性の確保が課題である。

平成 29 年度に実施した活動の概要とこれまでの

■タクロバン（フィリピン）

成果を述べる。

2013 年の台風 Yolanda 災害後、タクロバン市街
地の沿岸部は No Build Zone に指定され、その範
囲内の住民が「集団移転」の対象となった。移転

２. 防災・災害復興分野における国際貢献手法に

は 2015 年 12 月に開始されたが、2017 年 2 月時点

係る研究

でも集団移転用団地の建設と周辺のインフラ整

本研究テーマについて、今年度はこれまでの成

備が進行中であった。移転の早期実現を目指し、

果を中間的にまとめることを行った。共生センタ
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ライフラインの整備が追い付かない中で移転が

ればならないが、多くの被災市の状況はそうでは

進められたため、水や電気に対する不満が発生し

ない。従って、まちづくり手法だけでなく、被災

ていた。また、住宅団地は、市街中心部から公共

者の仮設住宅での生活期間がどうあるべきか議

交通機関で 1 時間近く離れた場所に位置するもの

論をし、
「仮設」の考え方を抜本的に見直す必要も

も多く、公共交通の頻度やコストなどへの不満も

あるが、2016 年のイタリア中部地震後にイタリア

多くあった。この状況は、集団移転開始直後（2008

で取られている施策（例、長期の復興を見据え、

年）の Labuy と同じで、他に居住地の選択肢が無

生活の質に配慮した仮設住宅（写真１）
）などから

い住民は状況を受容するが、他の選択肢が与えら

も、今後の復興を学ぶ必要があろう。

れた場合、容易に住宅団地を去ることになり、
３.「ミャンマー・インレー湖における環境悪化要

Labuy の二の舞になりかねない。
■熊本地震後の熊本

因の分析と住民主体の環境型環境改善手法

現在、多くの被災者は仮設住宅で生活を営み、

の構築」の進捗状況

住宅再建を待っている。被災家屋撤去の遅れによ

本年度より、特定非営利活動法人地球市民の会

る住宅再建の遅れなどが生じており、再建を待て

（以下、TPA）と共同で三井物産環境基金の研究の

ない住民は、被災した家屋をそのままに別の場所

助成による「ミャンマー・インレー湖における環

に家を求め、新たな生活を始めている。このよう

境悪化要因の分析と住民主体の環境型環境改善

な状況は、被災コミュニティのつながりを無くし、

手法の構築」を開始した。プロジェクト期間は、

コミュニティの復興やコミュニティの持続性に

本年から 3 か年を予定している。

とって望ましくない状況を引き起こしている。
2.2

プロジェクトの幹事団体は、ミャンマー国にお

事例の考察と得られた知見

いて 13 年以上の長い活動経験を持つ TPA である

事例からは、
「利便性」と「生計」が、住宅再建

が、助成申請所の作成、現地調査計画の立案など

地の「まち」としての持続性に影響することが推

の主要な部分で、北脇センター長をはじめ共生セ

察されるが、これまでの復興では、
「早期」と「安

ンターの国際貢献グループのメンバー（荒巻研究

全」には注意が払われていたが、上記の２点への

員、岡本研究員、眞子研究員、松丸）が関与し、

配慮がやや不足していたことは否めない。今後、

現地調査にも参画している。

住宅再建地が持続していくためには、これらの点

3.1

により配慮すべきであるが、それには今まで以上

プロジェクトの概要

ミャンマー連邦共和国、シャン州南部に位置す

に時間を要し、早期と相いれない状況になろうが、

るインレー湖はミャンマー有数の観光地であり、

早期をある程度諦め、時間をかけで持続可能なま

国際的にも注目されている地域である。しかし、

ちづくりを重視すべきであろう。

近年、水質汚染や森林破壊、ゴミ問題など環境の

「時間をかけたまちづくり」のためには、まち

悪化が指摘されている。また、ミャンマーの民主

づくりにかかる時間の間、被災者の生活の質を担

化以降、観光開発が進み、今後さらに環境破壊が

保し、安心してまちづくりを待てる状況としなけ

進むことも懸念されていることから、環境を改善
する対策の整備が急がれている。
インレー湖の環境問題には、湖上生活を営む民
族（インダー族）の生活様式や農業生産方法の変
化が、湖の環境に大きな影響を与えていると言わ
れている。インレー湖の環境問題の解決にはハー
ド・ソフトの対策を多面的に実施していく必要が
あるが、水質や生活排水・汚水の量、水に起因す
る疾病などの環境に関するデータや、湖を生活の
場として利用している住民の環境意識などに関

写真１

イタリア中部地震後の仮設住宅
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するデータが乏しく、当地の自然環境や社会状況

パイロット事業は、湖畔村および植林対象村合

の実態に即した形での効果的な環境改善活動が

計で 2～3 村で実施し、環境面・経済面から、事業

行われているとは言えない状況にある。

実施のインパクトを評価する。

そこで、本研究では、インレー湖の環境悪化の

■インレー湖の環境改善モデルの提示

要因を学術的（科学的、社会的）に明らかにした

(2) 研究の進捗状況

上、それに対する様々な対策を検討し、それを組

これまで、2 回の現地調査を行い、2018 年 3 月

合せることで、対策の最適解を導き出し、インレ

に第 3 回目の現地調査を予定している（表１）。

ー湖における『住民主体で実践的な循環型環境改

表１

善手法を構築すること』を目的に、3 年間の研究
期間以下のことを明らかにすることを目指して
いる。

回

期 間

内

1

2017 年
6 月 5 日～
11 日

水質調査（乾期）
コミュニティ調査
流域調査

松丸、岡
本、眞子、
柴田

2

8 月 27 日～
31 日

水質調査（雨期）
コミュニティ調査

眞子、柴田

 事業予定地であるインレー湖の環境汚染の状
況（水質分布、季節変化など）を明らかにする。

これまでに実施した現地調査の内容

 インレー湖の環境改善にかかる住民意識を明

容

参加メンバ
ー

3

2018 年
環境 教育ワー クショ ッ
松丸、岡
3 月 6 日～
プ
本、眞子、
10 日（予定）
・水上コミュニティ
柴田
・ホテル協会など
注）柴田 RA（TPA 所属、現地駐在）は、農村調査等を継続して行
っている。

らかにする。
 インレー湖の環境改善に係る全体ビジョンお
よび個別の改善目標を設定する。
 インレー湖の環境改善対策にかかるハード・ソ
フト両面からの対策の組み合わせを「循環型」
の視点からいくつかの代替案を作成し、住民の
受容度、環境や経済へのインパクト等をもとに、
目標達成のための最適解を明らかにし、住民参
加型で実践的な循環型環境改善手法である「イ
ンレー湖モデル」を構築する。
3.2

研究の内容と進捗状況

(1) 研究の内容
研究は以下の内容と流れで行われる
■インレー湖の環境に関する調査・分析
①水質実測：湖全体としてのマクロな水質の状
況、および生活地域におけるミクロな水

写真２

質状況の把握を目的。年複数回の観測を
研究期間全体を通じて実施する。
②水を起因とする疾病、水系性感染症等の有無、
罹患率等の調査
③インレー湖周辺住民の排水量と水使用量、土
砂流出量の把握
④その他の社会・環境データの収集
■住民の環境に関する意識に係る調査・分析
ワークショップ、インタビュー、参与観察とな
どを通じ、主に質的データを収集。
■環境改善対策に係る代替案の検討とパイロッ
ト事業の実施
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インレー湖における水質調査の様子

写真３

いった、バンドリングによる「質的効果」につい

コミュニティでの聞き取り調査風景

ても確認している。さらに日本の建設コンサルタ

これまでのところ、環境面では、雨期・乾期に

ント企業へのインタビューから、企業の経営的な

それぞれのインレー湖の水深（雨期と乾期で水深

観点からもバンドリングの効果を確認しており、

が 1m 程度変化する）や水質の違い（雨期のほうが

開発途上国における地域開発の実現を促進して

全体的に水質が良い）
、水質の面的な分布（COD は、

いくために、さらなる PPP の活用手段としてのバ

北部が高く、濁度は西側が高いなど）が明らかに

ンドリングの意義や有効性、適用性を提示した示

なってきており、社会面では、インレー湖畔の水

唆に富んだ論文となっている。

上村、陸上村の営農状況や収入構造などが明らか

国際貢献グループでは、PPP を活用した地域開

になってきた。その結果をもとに、環境改善活動

発を国際貢献の新たな手法としてとらえ、本年度

の内容や循環型農業、植林事業の対象集落などの
検討を行い、概ねその目途がついたところである。
来年度に向けて、具体的な活動計画の立案を行い、
準備を進めているところである。

は、加藤論文のケーススタディの対象地である、
フィリピン国ブトゥワン市を訪問（2018 年 2 月 22
日～2 月 24 日を予定）し、事業の内容や進捗を確
認するとともに、現地関係者との面談を行う予定

水質、社会・経済状況などの詳細については、

である。

各研究員の報告を参照されたい。

来年度以降の研究の展開に向けて、検討を進め
ていきたい。

４. 地域開発支援方法の模索―フィリピンにお
ける PPP 事業を事例に

５. おわりに

共生センターに所属する加藤 RA は、本年度、

本年度は、専門である防災・復興関連研究につ

「Public Private Partnership（PPP）を活用した

いては、中間的な報告ができた。防災・復興関連

開発途上国の地域開発における民間企業の参入

研究にくわえ、インレー湖の環境改善事業やフィ

に関する研究―フィリピンにおける事例研究を

リピンの PPP による新たな地域開発など、国際貢

中心に―」と題した博士論文を執筆した。この博

献テーマのテーマコーディネーターとして、新た

士論文は、同 RA が所属する会社等により事業が

な国際貢献手法の模索を始められたことは、本セ

進んでいるフィリピンのミンダナオ島ブトゥワ

ンターの研究への貢献という意味で大きな一歩

ン市における PPP 事業をケーススタディとして取

であったと考えている。

り上げている。

共生センタープロジェクトも残り 2 年となり、

上記事業は、フィリピンのミンダナオ島の北東

成果を求められる時期に来ていることから、今後

部にあるブトゥアン市を中心としたエリアで、日

は、これまでの研究を継続だけでなく、成果が目

本の建設コンサルタント企業と現地企業が共同

に見える形で発信できるように、それぞれの研究

で地域開発を目的に実施する、
複数の PPP 事業
（ブ

課題に取り組んでいきたい。

トゥアン PPP 事業）であるが、博士研究ではこの
事例をケーススタディに、博士研究のテーマであ

参考文献

る、複数の PPP 事業を並行して 1 つの事業として
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社会福祉の発展過程に関する研究
国際共生社会研究センター 研究員
大学院国際地域学研究科（国際学部） 教授
藪長 千乃
An Interim Report of the Study on the Process of Social Welfare Development
1. 研究の背景

とどまっている。一部の領域にしか対応していな

本センターにおいて、筆者は社会福祉の発展過

い極めて限定された保障制度の提供に留まって

程に関する情報を収集し、社会・経済発展の各段

いる国ぐには、アフリカ（サブ＝サハラ）と東南

階において先行事例として参考となるような情

アジアに集中している。さらに、法定制度が整備

報を整理・統合し、一般化を図ることを目指して

されても、人口の一部をカバーするにとどまって

いる。昨年の研究成果においては、先進諸国の福

いることも多い。何らかの公的支援や給付を受け

祉国家としての枠組の違い（レジーム分類）が途

て医療サービスを受けることができる人口の割

上国への援助枠組にどのような影響を与えるの

合は、
アフリカではまだ 24.7％にとどまっている。

かを検討するために、筆者が長年研究フィールド

国連では 2009 年以降、
「社会的保護の土台
（床）
」

としてきた北欧諸国を事例として高等教育援助

イニシアティブを展開している。これは、各国の

の変化について報告した。

社会保障システムの土台となる普遍的かつ最優

平成 29 年度は、世界的な社会的保護の拡がり

先で整備すべき制度を示し、その整備を促進しよ

の中で日本における社会保障の生成過程の事例

うとするものである。この土台は、危機的状況に

から得られる示唆について論考を発表した。その

陥らないための最低限度の基礎サービスの供給

後、西アフリカのガンビア共和国で現地調査を行

と資源の社会的移転の二つの要素で構成される。

う機会を得た。そこで、本報告ではまず、論考の

言い換えれば、ごく基礎的な経済・社会・生活に

概要を説明し（2 節及び 3 節）
、さらに実施した調

必須のインフラの整備と、集中する富の社会内再

査で得られた情報をもとに考察を行う（4 節）
。

分配を図ることを土台として示している。

2. 社会的保護の土台

WHO とともにイニシアティブの主導機関とさ

2014 年に国際労働機関
（ILO）が発表した『World

れた ILO では、この社会的保護の土台構築を世界

Social Protection Report』 によれば、今日ではすべ

レベルで推進する「社会保障適用拡大世界キャン

ての国家が何らかの社会保障制度を有するよう

ペーン」を展開している。その戦略として、ILO

になった。労災給付、高齢者、障害者、遺族への

は、社会保障システムの基礎として社会保障の土

給付（年金）は、ほとんどすべての国で法定制度

台を築き・維持すること（水平軸）と、できるだ

として整備され、疾病給付や出産給付はおよそ 8

け多くの人により高い水準の社会保障を確保す

割の国で整備されている。しかし、失業時の何ら

るために漸進的に社会保障を拡大していくため

かの給付や、子どもや家庭への給付制度を有する

の戦略を推し進めること（垂直軸）の二つの軸を

国は半分程度にとどまっている。また、児童、高

示し、社会保障制度の整備を、緊急性・必要性の

齢者の所得保障、稼働年齢層の失業、疾病、障害、

高いものから将来的に整備されればよいものへ

死亡、出産時の生活リスクに対応し、全世代を包

と段階別に整理した。そして、最も緊急性・必要

含する医療保障を備えた包括的な社会保障シス

性の高い「土台」となる部分に、すべての人に対

テムにカバーされている人口は、全世界で 27％に

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

いわゆる先進諸国では、近代社会の成立と産業

必要不可欠な医療、(b)子どもが十分な栄養、教育、

資本主義の形成や発展を経て、社会保障制度を発

養護、その他の必要物資・サービスを得られるだ

達させてきた。日本では、後発性や戦争・戦後処

けの基礎所得保障、(c)特に疾病、失業、出産、障

理などのユニークな環境要因が働き、先進諸国内

害等により十分な収入を得ることができない成

でも独特で緻密に整備された社会保障システム

人への基礎所得保障、(d)高齢者への基礎所得保障、

を作り上げている。例えば、企業福祉を活用して

で構成される。そして、戦略はこの上に 2 つの層

企業による雇用保障に依存し労働保障の開始が

を付け加える。第二層は、負担能力に応じた強制

遅かった点や、家庭内労働力を前提にした片働き

的社会保険制度、第三層はより手厚い保障を提供

型の世帯をベースとした保障単位の設定をして

する任意加入の保険制度である。

いる点が特徴的である。このため、21 世紀の社会

この戦略の意義は、次の点にある。第一に段階

変化や人口構造の変動に追い付いていない部分

的に整備していくという漸進性を持たせたこと

もあるが、一方ですべての住民に年金と医療を保

で、開発段階を問わずに適用できる点である。こ

障する 1961 年に国民皆保険・皆年金をスタート

れまでの近代化を前提とした社会保障制度構築

させたことは重要である。とりわけ、職域ごとの

という固定観念にとらわれず、適用可能性を広げ

健康保険と市町村が保険者となる国民健康保険

た。第二に、社会保障制度の整備の段階とその優

を組み合わせた、日本全国をカバーする医療保障

先順位を示すことで必要な人へ届くような枠組

制度は、複合的かつ包括的な世界有数の制度を作

みを示した点である。社会保障の発展・展開の歴

り上げている。基礎自治体をベースとした社会保

史を見ると、本来の社会保障の目的以外の理由

険の運営が地域保健と相互に補完しあい、地域ベ

（特権集団の擁護、労働力確保、戦意高揚、戦費

ースの医療保障をある程度確立させていること

調達等）で導入されてきたことが多い。こうした

は注目に値する。実際には限界も多く、超高齢化

目的からそれた制度整備は、最も保護を必要とす

の進行や小規模自治体の財政脆弱性のために多

る人びとをカバーできないことが多い。第三に、

くの自治体は国民健康保険の運営危機に直面し、

実効性も追求する建設的な指針となっている点

最終的に保険者は広域自治体（都道府県）へ移行

である。ILO は戦略策定に先立って（2008 年）
、

することとなった。しかし、初期の成立過程が持

発展途上国 12 か国の事例を検証し、土台の構築

つ可能性はこれから制度の導入・構築を図る場合

にかかる費用は GDP の 2.2 から 5.7％程度に相当

に非常に示唆を持つし、市町村単位の保険運営を

し、十分負担可能であるとの試算結果を示してい

含む医療保障の優位性は重要である。

る。さらに、漸進性や各国の事情に応じた多様性

【定礼：医療互助組合】

を認め、手段やプロセスを問わず多様な資源の活

現在の日本の医療保障は、職域ごとの被用者保

用を奨励するなどの柔軟性がある。

険を各市町村が運営する市町村国民健康保険と

社会的保護や社会保障は、長い間、開発援助や

生活保護による医療扶助で補完し、すべての住民

開発地域における取組とは縁遠いものとされて

が何らかの健康保険制度に加入し、医療費が全国

きた（Hall & Midgley 2004, Ellis, Devereux and

一律の点数制度で計算され、保険診療は全国どこ

White 2009, Patel, Midgley & Ulriksen 2013,

でも原則同じ費用で受けることができる。

Surender, Walker & Elgar 2013, Midgley 2014 ほか ）
。

被用者の医療保険は、先行して設立された企業

しかし、SDGs が掲げる目標に向けて、これまで

ベースの共済組合制度を追いかける形で 1922 年

の主に経済開発、ハードインフラの整備を中心と

に制度化された。一方、市町村国民健康保険は、

した既存の取組だけでなく、開発地域においても

1938 年に困窮する農山漁村地区の住民の医療費

社会的保護や社会保障あるいはこれを実施して

負担を図るために導入された。当初は市町村を単

いく社会政策が必要となっている。

位とした任意設立の組合による運営を前提とし、

3. 社会的保護の生成と日本の事例の示唆

設立団体は少なかったが、やがて戦時体制下で健
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料化が注目されるが、それ以外の工夫があって成

民健兵施策として利用され普及していった。
この国民健康保険制度のモデルの一つとなっ

し遂げられた。冬季の道路除雪、国保病院と村行

たのが、現在の福岡県福津市周辺で行われていた

政の統合、保健師の増配、家庭調査に基づく村民

「定礼（または常礼）」である。困窮していた農

全員の健康台帳の設置、村民による保健委員組織

村で医者を確保するために、村民が資力（貧富の

の設置、婦人会による保健学習（婦人学級）、村

差）に応じて米を出し合い、診療未収を防ぎ、医

内機関・団体・地区代表者で構成される地域保健

者に一定の定期的な収入（定礼）を約束した医療

調査会の設置、全予防接種の無料化、結核患者・

互助組合に相当する制度である。1830 年代（天保

精神病患者・母子家庭、重症重度心身障害者の医

期）に始まり、1935（昭和 10）年には全国に 24

療費無料化、分娩・火葬の全額村負担、各種検診

の定礼地区が形成されていたという記録が残っ

費用負担、患者無料送迎バス、往診料定額化など、

ている。さらに、1899（明治 32）年には二つの無

医療費に関連する費用の村民負担の軽減を図る

医村地区が共同で「神興共立病院」を建設した。

ことで、最終的に保険運営を黒字転換させた。沢

こうした医療互助組合は、農村における国民健康

内村の成功は、村長ら行政側のリーダーシップに

保険の運営可能性を確信させたきっかけとなり、

負う部分が大きいし、関連制度の整備が不可欠で

また上からの強制や指導ではなく、地域住民の差

あった。しかし、医療費の負担を共有しているこ

し迫った必要性から生まれた自発的・自治的な組

とが、村民全体の自己管理意識や健康推進意識を

織として高く評価されている。

刺激し、生活を変えていった。一方的な援助では

【岩手県沢内村：地域保健の推進】

なく、単位内で費用とリスクを分散し共有させる
ことが重要であり、それが小さな基礎自治体や地

第二次世界大戦後、国民健康保険制度は、極度
のインフレのために一時破たんする。そこで組合

区で実施されることの意義を示している。

方式から市町村公営へ、任意設立・強制加入へと

4. 社会的保護の課題：ガンビア共和国から

転換させ、保険料を税として徴収することができ

西アフリカに位置するガンビア共和国は、ガン

る国民健康保険税方式も導入し、安定な経営基盤

ビア川の流域を国土とし、周囲をセネガル共和国

を確保していった。

に囲まれた人口およそ 200 万人の国である。一人

このように国民健康保険制度が整備されてい

当たり GDP は 1700 ドルで、産業の中心は農業で

く一方、給付水準（償還率）は医療費の 5 割にと

ある。1965 年にイギリスから独立した後、1994

どまり、農村部では保険があっても医療費を負担

年から 22 年間にわたって独裁政権下にあった。

できない住民を多く抱えていた。また無医村状態

2016 年に選挙により大統領が交代し、経済改革を

の村も多く、死亡率は高くとどまっていた。とこ

進めようとしている。

ろが、深刻な窮乏状態にあった岩手県沢内村（現

社会的保護の課題は多く、社会的保護の土台の

在の西湯田町）では、老人及び乳児の医療費の無

形成から進める必要がある。保健社会福祉省デイ

料化を図り、同時に村の村民の健康管理を進め、

サッカ Fanta Deisacka 福祉部長によれば、妊産婦

村の再生を図ったと評価されている。

と子どもの保健医療の確保が省の最重要課題で

1955 年の岩手県沢内村は、岩手県内所得最下位、 あり、3 歳以下の子どもへの無料医療に取り組ん
生活保護受給者が 1 割を超え、乳児死亡率が 69

でいるとのことであった。加えて、子どもの発達、

（人口千人あたり、
全国平均 39.8）
に上っていた。

栄養、養育者のいない子どもの保護なども重要課

深い豪雪のために無医村状態が続いていたが、
1960 年に乳児と高齢者の医療費無料化（国保十割
給付）を図り、1962 年には日本で初めて市町村の
乳幼児死亡率ゼロを達成し、国民健康保険会計は
1963 年から伸び率がマイナスになり、1979 年に
黒字に転換している。このエピソードは医療費無
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題であった。紛争等によるリスクがないにもかか

の義肢装具士である。協会の予算は国の支出で賄

わらず、妊産婦死亡率は 706（人口 10 万対、世界

われているが、年間予算は 100 万ダラシ（約 230

9 位）
、乳幼児死亡率は 60.2（人口 1000 対、同 17

万円）で、3 か月で底を尽きるとのことであった。

位）で、保健医療の対応が急がれる。なお、貧困

なお、装具は無料で提供される。倉庫にはオラン

問題は、保健福祉省ではなく、国土地方政府省や

ダなどから寄付された中古の車いす用タイヤや

農林水産省等で、主に収入の確保と経済基盤の確

ホイールなどの部品がうずたかく積み上げられ

立や、居住地の確保とそのための土地の分配政策

ており、電動ドリルや研磨機などがあるものの、

として取り組まれている。

手動操作式の旧型のものであった。

ところで、首都バンジュールの近郊では、頻繁
に車いす使用者が見られる。道路事情が悪いため、
舗装された車道を通行する姿もよく見られる。デ
イサッカ部長によれば、ガンビアの障害者の割合
は約 2％で、その多くは交通事故、ポリオ、その
他の非伝染性の疾病由来の（身体）障害とのこと
であった。原因となった疾病のほとんどは糖尿病、
心臓発作、高血圧などの生活習慣病によるもので
ある。しかし、障害者への直接的な対応は国レベ
ルでは行われていない。

この事例は、社会的保護における資源の窮乏を

代わりにガンビアでほぼ唯一の障害者への補

如実に示している。ガンビアでは、ほとんどの公

装具の提供を行っているのが、首都バンジュール

共事業は、寄付や援助を財源として行われている。

に位置する保健社会福祉省の建物の奥に位置す

身体障害者協会が担っている義肢装具の提供事

る 1983 年に設立されたガンビア身体障害者協会

業も寄付や援助なくしては現実的に成り立たな

である。身体障害者協会は、義肢の作成や車いす

い。しかしながら、社会の構成員が共同で、集合

など障害者の補装具の作成と提供を行っている。

的に責任と負担を担う仕組みを作り上げなけれ

建物の内部には、理学療法室がありリハビリテー

ば持続可能ではない。そこで、そのための方策・

ションのための装置がわずかにみられるが、これ

選択肢の検討を次年度の課題としたい。

らは使われておらず、義肢や車いすの装着室、器
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平成 29 年度国際共生社会研究センター 研究概要

「持続可能な開発目標と国際貢献－フィールドから見た SDGｓ－」の刊行
国際共生社会研究センター

客員研究員
金子 彰

Publication of “Sustainable Development Goals and International Contribution”
本稿は 2017 年 9 月に刊行された「持続可能な開

示すようにアフリカなどもその対象に加え「社会

発目標と国際貢献－フィールドからみた SDGｓ

基盤形成」
「」人材育成」
「持続可能な社会と環境」

－」
（以下 2017 刊行物という）について筆者は編

の 3 つの研究分野を設定するとともに、研究実施

集委員として編集に携わったので以下 2017 刊行

のために「国際貢献」
「持続可能なビジネス」
「イ

物の編集の概要について述べる。

ンクルーシブ・アフリカ」の 3 つのサブテーマを

なお、刊行には長時間必要なため以下には 2017

設けてセンターが SDGs の実現への貢献について

年以前から行ってきた活動内容も含む。

研究を行うことである。

1．背景
1.1

既刊の刊行物

国際共生社会研究センター（以下センター）に
おいては 2001 年の設立以来 5 冊の刊行物（参考
文献 1～5）を刊行してきた。2017 刊行物（参考
文献 6）はこれらに続く第 6 冊となる。このうち、
参考文献４を除く刊行物は基本的にセンターの
各研究員のフィールドにおける研究活動とその
成果をまとめたものとなっている。参考文献４は
あらたなテーマである内発的発展についてその
理論的側面を整理するとともに、各学問的分野に
おいて内発的発展がどのように扱われているか、
それがアジアの内発的発展にどのように寄与し
得るのかという観点から述べており、理論的ある
いは手法的な観点にポイントをおいたものとな
っている。なお、参考文献 4 は国際開発学会から
審査委員特別賞を受賞している。
1.2

2015 年度からのセンターの研究

これまでの研究を踏まえセンターは 2015 年度か
ら新たに」アジア・アフリカにおける地域に根ざ
したグローバル化時代の国際貢献手法の開発」を

図 1 センターの経緯とめざすもの

テーマとして文部科学省の私立大学戦略的研究
基盤形成事業の支援により研究を進めることと

2. 2017 刊行物のねらいと特徴

なった。そのポイントは SDGs の実現をめざす商

2.1 2017 刊行物のねらい

法の開発のための研究である。本研究は、センタ

2017 刊行物においてはこのセンターの新たな

ーのこれまでの研究成果をベースとして図１に

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

マル交通]

の方向はどのようなものであるかについて体系

第５章 環境分野での SDGs の達成に向けた国際

的に示す。特に、SDGs の目標をふまえた国際貢献

貢献

について具体的な取り組みを示し国際開発専門

[コラム 3 適正技術と倹約的技術による水供給を

家やＮGO、関心をもつ市民やこれらを学ぶ学生た

目指して]

ちにとっても良きテキストとなることを期待す

第６章

るものである。

第７章

2.2

2017 刊行物の特徴と構成

防災と SDGs－SDGs の礎として－
ジェンダーと SDGs－女性のエンパワー
メントと障壁に関する見解：フィリピン

2017 刊行物においては、SDGs 実現の手法を明

における様々なコミュニティの女性リ

らかにするために従来の刊行物をふまえつつ以

ーダー－

下の点に留意した。

第８章 社会的保護・社会保障と SDGs－拡大する

①センターの研究員に加え外部の実務専門家に

社会的保護

執筆を依頼しその内容を取り入れた。
（第 1 章、

第９章

コラム１、第 11 章、第 12 章）

すべての人に対する支援と SDGs－不可
欠な障害者支援、スリランカを事例に

②センターが実施した国際シンポジウムやワー

第 10 章 観光開発と SDGs－環境保全と地域社会を

クショップの成果を取りまとめその内容を取

基盤としたサステナブルツーリズム

り入れた。
（第 2 章、第 11 章、第 12 章、なお

[コラム 4 持続可能な観光とコミュニティ開発]

国際シンポジウムやワークショップの発表内

第 11 章 アフリカの開発と SDGs－アフリカにとっ

容は参考文献 7、８、９参照）

ての持続可能な開発目標とアフリカ開発

③SDGs 実現手法とそれに対するセンターの貢献

銀行の役割

について体系的に示すために、各執筆者の執筆

第 12 章 アフリカにおける農業と技術

内容を編集委員会で横断的に整理、とりまとめ

第 13 章 マサイ・コミュニティと SDGs

を行った。
（第 14 章）

第 14 章 持続可能な開発目標に対するする国際共
生社会研究センターの貢献

④各書のタイトルを原則として〇〇〇と SDGs と

3. 2017 刊行物のまとめ

して趣旨を明確にした。
（各章）

3.1

このことから従来の刊行物はセンターの研究

SDGs 実現の手法

者による調査・研究成果の公表が主体であったが

2017 刊行物において示されている SDGs 実現

2017 刊行物においてはこれに加えて SDGs 実現

の手法は以下のように整理される。特に以下の⑵

の手法を提案していくという性格が大きくなっ

に示されるようにこれまでのセンターの調査、研

た。このことによりセンターの研究の方向をより

究はコミュニティなどで具体的に SDGs の内容を

体系的に示せるようになったと考えている。以下

実現することにとりくんできたことがわかる。

に 2017 刊行物の概略の構成を示す。

（詳細略。具体的な内容は 2017 刊行物各章およ

持続可能な開発目標（SDGs）とは何か
第２章 経済開発と SDGｓ－民間主導のアフリカ
経済
第３章 ソーシャルビジネスと SDGｓ－インフラ
普及における有効性
[コラム 1 ミャンマーのインフラ普及に向けた
NGO 活動]
第４章 都市化と SDGs－都市化の肯定的利用手
段としての建築物－
[コラム 2 フォーマル化しつつあるインフォー

び第 14 章参照）

第１章

(1)マクロ的な開発への支援
①民間投資による自律的な開発による発展途
上国の経済成長の支援
②民間による持続可能な都市形成のためのイ
ンセンティブ
③国際機関の重点投資による開発基盤の形成
をふまえた持続可能な開発の促進
(2)コミュニティベースでの持続可能な開発の
実践をもとにした開発
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①ソーシャルビジネスによる分権的なイン

のにしていくことなどにより、センターが主体的

フラ普及

に SDGｓの実現をはかっていくことになろう。

②NGO による人材育成

(3) 意識の変革とその共有

③インフォーマル活動のフォーマル化

フィールドにおける調査、研究などにおいて

④防災におけるレジリエントでサステナブル

人々の意識に SDGｓ実現に対するネックがあるこ

な対応

とが示された課題であり、多様なレベルでの意識

⑤発展途上段階における内発的社会保障・福祉

の変革と教育などが SDGｓの実現につながること

の地域ベースの実施とそれをベースとした

となる。センターは対話や参加により具体的に

全国的制度化

SDGｓの実現をはかっていくことになろう。

⑥持続可能な観光とコミュニティ開発

(4) 技術の開発とその利用

(3)意識の変革とその共有

フィールドにおいて明らかにされた課題の解

①環境への当事者意識をもった行動への支援

決のための適正技術の開発、適用と同時に情報技

②女性のエンパワーメント

術など先端技術をいかにフィールドに適用する

③障害者教育の実践をふまえた障害者支援へ

かも SDGs の実現につなげることとなる。センタ

の意識の共有

ーは対話や参加により具体的に SDGs の実現をは

③観光開発とサステナブルツーリズム

かっていくことになろう。
4.

(4)技術の開発とその利用

2017 刊行物においては現在センターが行って

①実地への適用可能な適正技術の開発と倹約
的技術による水供給

いる研究を中心に述べたが紙幅の関係からその

②最新技術の農業への適用
3.2

SDGs 実現に向けてのさらなるとりくみ

す べてを示 したわ けでは ない。こ れに加 えて

SDGs 実現の方向とセンターの貢献

SDGs 実現のために必要でセンターとしてもすで

3.1 に示された手法は SDGs 実現のために重要な

に取組みを始めているが示していないものもあ

ものであるが個別分野、個別事例に限られたもの

る。これらについて今後その取組みを進めるとと

であり、さらに SDGs 実現のためにフィールドに

もに刊行物などで対外的にその進捗を示してい

おける調査・研究などを進め手法をより深いもの

くことが必要である。以下そのいくつかをとりあ

にすること、他の分野にも適用できるような一般

げる。
4.1 人材育成

化していくこと、また安定的に実現するために制
度として確立していくことなどが求められる。そ

センターは研究機関であるが同時に大学の

の方向は本稿文末図 2 に示すが、上記⑴～⑷に即

一員として人材育成を担っている。教育、特に

してセンターとして何をするべきかは以下のと

初等教育の重要性は SDGs に先立つ MDG の中

おりである。

で強調されており、それをうけた SDG s の中で

(1)マクロ的な開発への支援

も大きく扱われている。同時に発展のためには

国際機関などが行うマクロ的な開発政策の形

高等教育による人材育成も重要である。センタ

成・実施に対して対話や参加をもってその実現を

ーは研究機関であるが同時に大学の一員として

支援することがセンターの活動の役割となろう。

人材育成を担っており、具体的な人材育成の成

(2)コミュニティベースでの持続可能な開発の実

果をあげてきたが、SDGs 実現のためには、よ

践をもとにした開発

り広域的な連携による人材育成が有効で本学も

センターはこれまでも SDGｓの実現のためコミ

大学全体でネットワークを形成すべく海外の諸

ュニティベースでの取組に参加しているが、この

大学との連携を進めている。センターにおいて

ような活動をさらに進めるとともに、より複合的

も国際シンポジウムに他地域の大学の責任者を

な取り組みをおこなうこと、成果を広く様々な分

講師として招聘し講演をいただくとともに交流

野に適用すること、制度化などにより持続可能も

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

係もあることからこのようなフィールドにおけ

ニヤッタ農工大学のオティエノ副学長から「ジ

る人材育成についても取組みを進めていくこと

ョモ・ケニヤッタ農工大学と汎アフリカ大学の

がセンターの経験を活かした SDGs 実現への方

役割と人材育成－工学、科学、技術を事例とし

法と考えられる。

て－」という講演をいただき、2,017 年度にお

4.2 コミュニティにおける調査・研究の体系化

いては南太平洋大学のアームストロング副学長

既に述べたようにセンターの研究の多くはコ

から「広域的な人材育成のための教育－南太平

ミュニティをベースにしている。それを踏まえて

洋大学の経験から－」という講演をいただいき

より体系化した SDGs 実現の方法を示すことが求

引き続き交流を深めることとしている。さらに

例えば、社会的ビジネスの多様な手法とその適用、

2018 年度においてはブラジル・サンパウロ大学

わが国における草の根的な社会的活動の経験の

からも講師の招聘を検討しておりさらに交流を

適用、適正技術や情報技術の開発とフィールドへ

進めることとしている。

の適用が求められている。また、2017 刊行物に

またセンターの研究においてはコミュニティ

も 述べられ ている が人々 の意識の 変革に よる
SDGs の実現手法も重要である。

をベースとしていること、JOCV、NGO との関
参考文献

生社会研究センター監修「持続可能な開発目標と国際貢

1.東洋大学国際共生社会研究センター編「環境共生社会

献－フィールドから見たSDGs」2017 朝倉書店刊

学」2004 朝倉書店刊

7. 東洋大学国際共生社会研究センター編集・発行「グロ

2.東洋大学国際共生社会研究センター編「国際環

ーバル化時代の国際貢献」2016

境共生学」2005 朝倉書店刊

8. Edited and published by Center for Sustainable

3.東洋大学国際共生社会研究センター編「国際共生社会

Development Studies, Toyo University “Proceedings of

学」2008 朝倉書店刊

the international workshop on Sustainable development

4.北脇秀俊・池田誠・稲生信夫・高林陽展編

東洋大学国

and

international

contribution

for

the

際共生社会研究センター監修「国際開発と環境－アジア

countries” 2016

の内発的発展のために」2012 朝倉書店刊

9. 東洋大学国際共生社会研究センター編集・発

5.北脇秀俊・金子彰・岡崎匡史編

東洋大学国際共生社会

行「アフリカにおける開発と環境－技術と社会の連携

研究センター監修「国際開発と内発的発展－フィールド

を目指した人材育成」2016

から見たアジアの発展のために」2014 朝倉書店刊
6.北脇秀俊・金子彰・松丸亮・眞子岳編

東洋大学国際共

マクロ的な政策への支援

SDGs実現の手法の提案・実践

SDGs実現の手法の確立
・具体的な手法作成
・他分野への拡張

SDGs実現化の
実践

コミュニティにおける調査、研
究、実践による実現方策

・コミュニティベースでの持続可能な開
発の実践をもとにした開発
・意識の変革とその共有
・技術の開発とその利用

図14.2

図２

African

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

SDGs 実現のためのセンターの方向
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平成 29 年度国際共生社会研究センター 研究概要

CO2 回収・地中貯留(CCS)の国内での事業化及びアジア展開に関する研究
国際共生社会研究センター 客員研究員
東洋大学国際学部 客員教授
久留島 守広
Basic study on the introduction of CCS in the Asian Region
2. 地球温暖化問題とは

1. 研究の背景
20 世紀が「地球資源の消費による発展の時代」

地球温暖化問題は、各国首脳マターとしていま

とすれば、21 世紀は、
「地球環境の制約下での成

や国際社会の中心的課題となり、2015 年の国連

長の時代」として、環境問題への人知の集約が不

気候変動枠組条約第 21 回締約国会議 COP21 パリ

可避な時代だといえる。

において、世界各国をカバーする国際的枠組が定

環境の世紀を迎え、循環型社会への転換、地球

められこの基盤となっている。
（下記・写真参照）

環境問題をはじめとする環境問題への対応が社

そもそも、CO2 に代表される温室効果ガスの排

会の最重要課題となっている。

出削減を国際的に取組むべく、1997 年気候変動

一方、世界のエネルギー消費は、中国・インド

枠組条約第 3 回締約国会議(COP3)が京都で開催

をはじめとする開発途上国の人口増や経済発展

され、先進各国は温室効果ガスの大幅削減（1990

による増加は不可避で、石炭を中心とする化石燃

年比 2010 年平均目標：日本は－6％、
EU は－8％、

料に依存することから、今後の対応においては二

米は－7％他）を約束し、その目標を履行した。

酸化炭素(CO2)を分離し貯留するいわゆる CCS

このための、CO2 排出削減のメニューは、①省

（Carbon Dioxide Capture and Storage：二酸化

エネルギーはその即効性から、工業プロセスのみ

炭素回収・貯留、以下 CCS という。
）の社会への

ならず、家電、事務機器、自動車等についても現

導入が求められつつある。

在官民あげて新たな技術へのチャレンジが行わ

国際的にも、温室効果ガスの排出量は増加傾向

れ、②原子力も近年の地震災害等による影響が憂

を示しており、中国・インドをはじめとして発展

慮されるが、立地への着実な努力が行われている。

途上国の温室効果ガス排出量の増加傾向に歯止

また、③新エネルギーについては、導入促進への

めがかからない中、世界各国では温室効果ガス対

努力が国内外で行われている。しかしながら、発

策として、
「原子力の見直し」などとともに、
「CCS

展途上国では引続き増大するエネルギー需要を

の推進」を重要な施策の一つとして位置けている。

化石燃料に依存すること等から、現在（2015 年

このため、経済産業省・資源エネルギー庁では、

実績で、石炭・石油・ガス等で 80％）及び将来

前述のアジアにおけるエネルギー需要の急増と

（2030 年見通し同 81%）とも大部分は化石燃料

エネルギー資源の価格高騰・供給制約の顕在化に

に依存、とりわけ 2005 年から 2030 年へのエネ

おいて、石炭火力発電を将来ともいかに取組むべ

ルギー需要増の 83％を占めると予測されている。

きかを中心とした議論の場を設け、クリーン・コ

こうした状況の下、産業技術として、いかに取

ール技術の開発とアジアへの移転、さらに CCS

組むべきであるかが最大の課題であり、原子力の

の実施を中心とした将来展望を報告書にとりま

推進とともに CCS の導入などその早急な対応が

とた。

問われている。
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エー沖約 240ｋｍの海底帯水層に年間約 100 万ｔ

3．地中貯留の展望

規模（ノルウエーの二酸化炭素排出量の約 3％）
で隔離をしている。同国では、導入時約 38 ドル

3-1 CCS 技術の国内外の動向
我が国では、CCS 技術は、総合科学技術会議に

／t- CO2 の炭素税が課税されるため、炭素税を回

おける重点分野である環境分野に位置付けられ

避するための手段としても検討されたとのこと

ており、さらに経済産業省のエネルギー環境二酸

である。

化炭素固定化有効利用プラグラムの中の研究開

アルジェリアでは、2004 年からのインサラー・

発プロジェクトとして推進されている他、前述の

ガス田において、産出ガスから分離した CO2 （ガ

とおり関係省庁における事業化へ向けての検討

ス全体の 5～10％）を、大気放散せずに地下のガ

が進められている。

ス貯留層（石炭紀帯水層）に圧入・貯蔵を行って
いる。

一方海外でも、多数の国及び機関等が、隔離技

わが国においても、産官学が連携し国内の具体

術に対する研究開発を熱心に進めている。特に、
石油増進回収法(EOR: Enhanced Oil Recovery )

的なフィールドに適用する技術の開発に着手し

の一手段として CO2 を油田に注入することが行

ている。具体的には、経済産業省により NEDO

われており、商用化している事例も多数ある。二

プロジェクトとして当初の予算計上がなされた

酸化炭素を用いた EOR による原油生産量は 2010

後、地下エンジニアリングと地球環境技術の各々

年世界で日産約 230 万バレルであり、全世界の原

中核機関たる（財）エンジニアリング振興協会及

油生産量の約 3.5％を占める。

び（財）地球環境産業技術研究機構(RITE)が車の

米国は 1970 年代より、上記 EOR を商業的に

両輪となり、産官学の技術力を結集した体制のも

実現しており、帯水層貯留、炭層メタン増進回収

と上記課題に取組み、新潟県長岡市において CO2

(ECBM: Enhanced Coal Bed Methane)、さらに

圧入実証試験による帯水層貯留の実証試験が行

フューチャジェンと呼ぶ発電技術も含めた CCS

われた。この実証試験では、平成 15 年 7 月から

に関連する多様な研究開発を進めるなど戦略的

の 18 ヵ国間で合計約 1 万トンの CO2 が、地下約

な展開を図っている。

1,100m の帯水層に貯留され、現在、観測井など
による貯留後のモニタリングが行われた。

カナダでは、アルバータやサスカチュワンの両
州 を 中 心 に 油 田 増 産 EOR 、 石 炭 メ タ ン 回 収

さらに、国内における CCS 事業の 2020 年以降

ECBM などの研究開発が実施されており、2000

の実用化を目指し、2014 年度から北海道苫小牧

年からは、カナダのワイバーン油田において圧入

市において、実証事業を開始し、観測井の掘削、

を実施しているもので、CO2 を用いた石油増進回

地上プラントの設計・建設が開始されている。

収 EOR を目的としたもので、325km 離れた米国の

一方、CCS の実用化に当たっては、安全・確実

石炭ガス化工場で発生した CO2 をパイプラインで

に CO2 を地下貯留するための技術的な問題はも

輸送し、年間 100 万トン規模で 20 年間、総量

ちろんのこと、民間事業者が安全に CCS を実施

2,000 万トンの圧入を計画している。この結果、

していくための法規制のあり方や CCS という新

ワイバ－ン油田において約 50％の石油増産を達

しい技術を国民に正しく理解してもらうための

成している。ただし、事業化において各国関係機

社会的受容性を構築するための方策についても、

関も参加して、注入した CO2 漏洩のモニタリング

政府としてしっかりとした道筋を示す必要があ

を実施しており、同 CO2 の約半分の量は再度空気

る。また、国内のみならず、世界全体としても今

中に排出されるとのこと。一方、同量は地下に留

後、事業化が本格化することで成長が見込まれる

まり、貯留される。

CCS を産業として位置づけ、わが国産業界が世界

ノルウエーでは Statoil 社が、1996 年より、劣

市場を獲得するための方策を検討することも必

性天然ガスから分離回収した CO2 を北海ノルウ

要である。
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CCS 技術事業化にむけての研究と成果

る経済性・受容性の確保として、関連法制度の整

このため、同技術の経済性及び社会への導入可

備、人材の育成、バイオマス施設の併設等による

能性に関する研究に取組み、概要以下のとおり。

地域合意形成を推進することに着目し、これらの

（１）地球温暖化対策の現状とともに、二酸化炭

分析研究はもとより実験施設による実証を踏ま

素分離・貯留をとりまく国内外の現状と動向の把

え、将来において事業化・実施を行う上の大きな

握がなされ、二酸化炭素削減量のうち地中貯留へ

力となること等を指摘し、具体的な設備の概念設

の期待度が示され、今後社会への導入・普及のた

計・定量的試算を行った。さらには、植物工場等

めの課題とその対応策につき検討した。

と分離 CO2 輸送・活用も含めた地球環境工場（仮

（２）二酸化炭素分離・貯留のシステム構成と特

称：下記図 2・参照）への展開も提示、独創的な

徴及び技術的・経済的・社会的な各々の側面等か

概念を明示的かつ具体的に示した。
今後は、これら成果を日本エネルギー学会・資

ら論考、さらに国際情勢とその対応についての分

源素材同他にて、積極的発信を行う予定。

析、日本国内における地下貯留地点調査を行うべ
き所要の地質条件、地下貯留の候補地・貯留可能

写真．COP21パリ会合会場（2015.11.25筆者撮影）

量等につき分析・検討の上定量化を試みた。
（３）さらに、国内具体的な地域を設定したモデ
ルによる経済性の試算と、同地点設定の下でコス
ト試算を行い、地中貯留（LNG 複合発電から化学
吸収法により二酸化炭素を分離回収した後、パイ
プラインで 100kｍ輸送後、帯水層に貯留した場
合）では、約 6,700 円/t-CO2 と試算されるなど、
事業化の指針となるべく詳細かつ定量的な分析
を行い、大規模発生源たる発電所のみならず製油
所・製鉄所適応の際の試算及びその処理量による
経済性の変動等に至るまで、詳細な検討とともに
定量化・指標を示した。
（下記図 1・参照）
（４）また、近年わが国政府が重点施策としてい
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石油増産回収 Enhanced oil recovery:EOR による
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Overview of

2004 年 11 月

図 1．CCS 技術のコストの算出例
(出典：筆者作成)

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

客員研究員
島野 涼子

A study on the international cooperation for persons with disabilities in Sri Lanka
育の実態調査では、現地で活動する JICA の青年

1. 研究の背景
持続可能な開発目標（以下、SDGs）の中で「す

海外協力隊（以下、JOCV という）の任地を訪問

べての人への支援」という文言が記された通り、

した。その際に、特別支援学校にはもちろんのこ

これまで行ってきた国際協力の中で取り残され

と、通常の学校においても知的障害又は発達障害

た人々がいる。その多くを占めるのが障害者であ

の疑いのある子どもが非常に多く存在した。ただ、

るが、障害者といっても身体障害、知的障害、精

学校で出会う障害のある子どもたちは、身の回り

神障害など、様々な障害の種類があり、さらにそ

のことが自分で出来るという比較的に障害が軽

の定義が国によって異なるため、ひとまとめにす

度であった。しかし、知的障害が軽度であっても

ることはできない。その中でも知的障害者や発達

就学先が少なく、さらには職業訓練校の数も少な

障害者は自分で声をあげるのが難しく、適切な教

い。
「知的障害者には何を教えても IQ が低いから

育や就労の機会に恵まれないことが多いと見受

覚えられない、何もできるようにならない」とい

けられる。

う学校の教員においても固定観念があることか

一般的に障害者に対する支援は、他の障害のな

ら、就職先はほとんどなく、学校に在籍できる期

い人の暮らしが一定程度充実した後に対応され

間が終了すると家に引きこもることが多いこと

ることが多い。今年度も昨年度に引き続き、中所

が明らかになった。そこで 2016 年度の調査では、

得国入り目前であるスリランカの障害者の現状

数少ない知的障害者を雇用している企業の一つ

を把握するとともに、その中でも知的障害者に焦

である Sahan Sevana の訪問し、スタッフやその

点を当て、彼らの就学及び就労が可能になるイン

家族への聞き取り調査を行った。

クルーシブな社会の構築に向けての支援の可能

Sahan Sevana はスリランカの大手製菓会社で

性や課題を検討していく。加えて、近年注目され

ある Ceylon Biscuit Group の障害者雇用の部署

始めている発達障害者の状況についても注視し

であり、2010 年１月 18 日から開始した。その前

ていく。発達障害者は、一般的に自閉症を中心と

身は、日本の NPO 法人ぱれっとインターナショ

する広汎性発達障害である自閉症スペクトラム、

ナル・ジャパンが 1999 年から 2009 年までの 10

ただ王などの行動の問題を中心とする注意欠如/

年間、自立生活が困難な状況に置かれているスリ

多動性障害（AD/HD）
、学習障害(LD)をまとめて

ランカの知的障害者を含めた障害者の就労の場

呼ばれている。知的障害を併発していることも多

を確保し、クッキー作りの技術支援を行っていた

いため、昨年度から研究をしている知的障害者に

が資金困難のため閉鎖となった。その後を Ceylon

加え、発達障害者への支援の可能性などを検討し

Biscuit Group が CSR として受継ぎ、現地 NPO

ていくことにする。

法人として Sahan Sevana を設立し今に至る。
2017 年 11 月現在従業員は障害者スタッフが 13

２．これまでの検討状況

名（男性 9 名、女性 4 名、年齢は 20〜39 歳）そ

（１）検討の背景と目的

してサポートスタッフが 4 名いる。全従業員への
聞き取り調査及び 6 名の家庭訪問をして家族への

2015 年 2 月に行ったスリランカの特別支援教
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聞き取り調査を行った。さらに、Ceylon Biscuit

あるため、スリランカ政府の早急な対応が求めら

Group の担当者にも聞き取り調査を行った。サポ

れる。
また 2016 年度の調査では、
Ceylon Association

ートスタッフと障害者スタッフの関係が非常に
良好であり、良い信頼関係を築けている。クッキ

for the Mentally Retarded

(CAMR)も訪問した。

ー製造の各過程で担当する障害者スタッフが分

スリランカの知的障害者組織のパイオニアであ

かれているが、それぞれ自分の仕事に自信を持っ

る CAMR はいわゆる知的障害者に対するデイサ

ていることがうかがえる。

ービスを行っており、2017 年現在 20 名前後の知
的障害者が通っている。知的障害のある子どもの
居場所、学ぶ場所を作ろうとしたことから始まり、
現在は知的障害者の職業訓練を主に行っている。
3 名の教師が常駐しており、レベルに応じてクラ
ス分けをしている。職業訓練以外にも、ファンド
レイジングのためのカード作りや裁縫、他の知的
障害者団体との交流も行っている。また、知的障
害のある子供持つ親や特別支援の教員に対して
も知的障害に関する知識や接し方などのトレー
ニングも行っている。知的障害者の居場所、学ぶ

写真：Sahan Sevana で知的障害者がクッキーを

場所の提供から始まったこともあり、「教師と生

詰める様子

徒」という上下関係が色濃く存在しており、現在

（出典：Ceylon Biscuits Group）

のスリランカにおける知的障害者に対する支援
の主流といえよう。

家庭訪問での聞き取り調査で明確になったこ

知的障害者が自立して生活していくことがで

とは、スリランカ政府による障害者政策策定の必

きるような社会の意識を変革させるには、まず周

要性と社会全体の意識改革である。家族は障害児

囲の意識改革が必要であることがわかった。「知

が学齢期である時には「通える学校があるかどう

的障害者は IQ が低いから何もできない、一人で

か」や「特別支援学校ではなく通常の学校に通わ

は移動できない」といった固定観念が知的障害者

せたい」という思いがある。これは障害の度合い

に深く関係する立場の人（家族や教員）などが持

にもよるが特に軽度の知的障害の場合は、「周囲

っていることが「障害」を生み出している。障害

に知的障害であるとわからないようにしたい」と

当事者への支援だけでなく、家族や近隣の人々、

いう思いが強い。そして成人になると「結婚」に

学校の教員などへ知的障害者へのコミュニケー

ついての悩みが出てくる。具体的には、親が他界

ションの取り方や、IQ が低くてもゆっくりでは

した後の財産管理についてが主な悩みである。状

あるが一人で出来る事は増やすことができるこ

況は各家庭によって異なるが、兄弟や親戚がいる

とを、その方法とともに伝えていくことから始め

場合は独身でいる限り家族が財産管理をするこ

ていく必要があろう。

とができるため「今ある財産を全て残すためには
結婚して欲しくない」と考え、頼れる人が周囲に

３．今年度の活動報告

いない場合は「一人では管理が出来ないので彼又

(１）スリランカでの現地調査

は彼女を大切にしてくれる人であれば誰でもい

2018 年 2 月 21 日から 26 日まで再度スリラン

いから結婚して欲しい」と考えている。日本には

カ で 調 査 を 行 う 予 定 で あ る 。 今 回 も Sahan

「成年後見制度」があるため、親が高齢となり財

Sevana を訪問し、前回からの従業員の変化を観

産管理が出来なくなった時もそのためだけに結

察するとともに、支援者へのインタビューを行う

婚を求める必要がない。この問題は非常に重要で

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

トラム、③多動などの行動の問題を中心とする注

くことによって、どのような支援が必要かを考察

意欠如/多動性障害（AD/HD）、④学習障害（LD）

する。前回の調査と異なる点としては、発達障害

を代表とする発達のある側面だけが特に障害さ

にも焦点を当てることである。前回の調査で「自

れている発達の部分的障害（特異的発達障害）の

分が何の障害があるのか、正確にはわからない」

４つである。こららは、生活年齢や発達年齢に比

障害者が多くいることが見受けられた。他の病気

して明らかに頻度が多かったり、程度が強かった

の可能性もあるものの、スリランカではまだあま

りすることや、６ヶ月以上の期間持続してその症

り注目されていない発達障害が併発しているの

状が認められること、家庭だけや学校だけという

ではないかと考えている。障害がわかった時期や

一つの場面ではなく２つ以上の場面でその行動

その症状、その後どのような対応をしてきたかと

が出現すること、そしてその行動のために周囲や

いった詳細も聞いていきたい。さらに発達障害は

本人自身に不利益が生じている場合に発達障害

基本的に幼児期に発現するため、幼児期の障害児

とみなされる。

の教育機関である療育センターChild Guidance
Center も訪問する。知的障害や発達障害は早期
発見とその後の対応方法によって子供の自立範
囲が変わると言われているため、非常に重要な場
所である。スリランカの療育センターを訪問する
ことで、障害に適した療育を行っているのか、医
師とどのような連携を取っているのかを教員に
インタビューするとともに、実際の教育状況を観
察する。
また、これまでの調査で知的障害者の就労訓練
施設の少なさが明らかになってきたため、今回は
クルネーガラ市にある障害者の職業訓練を行っ
ている学校の視察も予定している。この学校は

図：発達障害の特性

JOCV が巡回している学校の一つであることから、

（出典：発達障害情報・支援センターウェブペー

障害者の職業訓練の実態把握と併せて、JOCV の

ジ）

活動も視察する事を目的としている。障害者が自
立して生活していくためには、教育及び就労が必

乳幼児期に症状が顕在化することがほとんど

須である。知的障害者への就労支援がなぜ少ない

であるが、知的障害を併発していない場合は、人

のか、知的障害の併発をしていない発達障害者へ

付き合いが苦手であっても高等教育を終了する

の就労支援の現状はどうなっているのかを明ら

まで気がつかず見過ごされてきていることもあ

かにしていきたい。

る。大人になって発達障害が判明する場合は、う
つ病、依存症などの合併症の人が多い。
日本では障害者手帳を取得することによって、

（２）日本における発達障害者に関する施策と国

障害者基礎年金制度や減免制度が受けられるこ

際協力の研究

とになっているが、手帳の制度としては身体障害、

発達障害は中枢神経（脳）の機能障害であり発
達や介入によって変化する。障害の分野の中では

知的障害（療育）、精神障害（精神保健福祉）の

比較的新しい領域であり、以下４つの状態で発達

３障害に分かれているため、知的障害を併発して

障害をまとめて考えるのが一般的となっている。

いる発達障害者は知的障害車の手帳である療育

①知能の障害を中心とする知的障害、②自閉症を

手帳、知的障害を併発していない発達障害者は精

中心とする広汎性発達障害である自閉症スペク

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

6）The Ceylon Association for the Mentally

帳の申請をしていない人もいるが、障害者総合支

Retarded ウェブサイト
(http://slcamr.org/index.php)、2018 年 2 月 14

援法による障害者福祉サービスも受けられるよ
うになっている。

日現在

発達障害と言っても症状は人それぞれであり、
必要とする支援も異なる。日本の制度でも発達障
害として取り上げられてからまだ 20 年あまりで
あるため、スリランカにおいても対応の課題が出
てくることが予想される。知的障害を伴う発達障
害の場合は、現在知的障害者への国際協力として
JICA による本邦研修やインクルーシブ教育とし
て支援の対象となっているが、知的障害を伴わな
い場合は通常学級の中での支援が必要となって
くるため、これまで行ってきている教育の支援を
インクルーシブ教育支援として、様々な対応を行
えるようにしていくことになるだろう。
４．次年度の予定
スリランカの障害者支援の実態についての研
究に関しては、これから行う現地調査の結果にも
よるところであるが、これまでの研究についてを
まとめ論文として提出したいと考えている。今回
知的障害者に加えて発達障害者にも焦点を当て
て研究を行うため、アメリカの発達障害者に対す
る支援も調査をし、より効果的な国際協力の方法
を見出していきたい。

参考文献
1）杉本良男、高桑史子、鈴木晋介編（2013）
「ス
リランカを知るための 58 章」（株）明石書店
2）発達障害情報・支援センターウェブサイト
（ http://www.rehab.go.jp/ddis/index.php?action
=pages_view_main）2018 年 2 月 14 日現在
3）古田弘子（2016）
「障害児の教育とジェンダー」
月刊ウィラーン vol.754, 2016 年 7 月号
4）AMWEC 認定発達障害コミュニケーション初
級指導者講習講義資料
5）NPO 法人ぱれっとウェブサイト

国際支援

ぱれっとインターナショナル・ジャパン
（ http://www.npo-palette.or.jp/international/in
dex.html）
、2018 年 2 月 14 日現在
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中国における精緻化な貧困削減政策に関する研究
――寧夏の事例を中心に
国際共生社会研究センター
中国・寧夏大学 外国語学院

中日国際共同研究所

Research on China 's Accurate Poverty Alleviation Policy
－ Focusing on Ningxia Cases －
1．研究背景
1992 年 12 月 22 日、国連は毎年の 10 月 17 日
を「国際貧困撲滅の日」に定めた。その要旨は
世界、特に発展途上国の貧困削減の意識を促進
することを目指している。2014 年以降、中国政
府が、毎年の 10 月 17 日を「貧困緩和の日」に
設定することを決めた。これは、国連の決議に
応じた中国の具体的な動きであり、貧困問題、
貧困人口、貧困緩和の仕事、および貧困削減へ
の宣言を決意と意志にすることと明らかにす
る。
中国の改革開放政策を実施してから 40 年間、
中国政府はつねに高度に貧困人口を重視し、貧
困問題の解決に専念のために、全国すべての国
民に貧困削減の解決を宣言した。中国の貧困削
減事業は世界に注目を集めている。中国は、経
済発展と社会進歩を原動力とし、貧困層が自発
的な「造血」能力を高めるだけでなく、世界の
発展途上国にも、中国の特徴がある経済構造改
革と貧困撲滅対策との「中国式の貧困削減モデ
ル」を貢献した。したがって、筆者が中国と寧
夏回族自治区の貧困緩和政策、貧困削減の対策
と貧困対策の現状と問題点に対して深く分析
と研究を行うことが決意にした。

客員研究員
准教授
藏

志勇

「貧困は社会主義ではなく、社会主義は貧困
を根絶する」と、隥小平氏は、貧困緩和と発展
の道のパイオニアであり、貧困緩和と貧困開発
を積極的に推進するため、貧困緩和作業の特別
な組織を設立し、主要な国家支援地域と対象人
口と開発指向の貧困緩和ガイドラインを決定
した。
「貧困に苦しんでいる地域の発展を加速さ
せることは、主要な問題は経済だけでなく、大
きな政治的問題でもある。それに、国の安定の
団結および長期的な平和と安定にも直接に関
係がある」と、江沢民氏は、貧困緩和と開発の
事業を改革し、発展と安定の全体的な高度にア
ップグレードし、2 つの中長期貧困削減計画を
策定し、貧困緩和活動の発展を促進するための
西部地域の大規模開発などの一連の地域開発
戦略を実施した。
「貧困を撲滅し、国民の生活を改善し、共通
の繁栄を実現することは、社会主義の不可欠な
要件であり、改革、開放、社会主義近代化の主
要課題でもある」と、胡錦涛氏は、主な貧困緩
和から特別な貧困補助、産業貧困補助と社会参
与貧困補助に移行し、主に政府から政府、市場、
社会と協同に貧困削減を推移し、中国における
大規模貧困緩和の作業パターンが最初に形成
した。
「貧困地域が長期的に貧困に晒されており、
その姿が長期間変わらず、人の生活が長期間に
大幅に改善されない場合、社会主義体制の優位
性の実施形態は存在しない、それは社会主義で
はない」、
「裕福な生活になるかどうかは、田舎
の農民の姿で確かめる」と、習近平氏が述べた。
現時点における貧困撲滅が新しい歴史的段階

2．中国の貧困削減政策の設計者について
「全国人民と伴い、すべての困難を克服し、
大規模な経済建設と文化建設を実施し、旧中国
が残した貧困と無知を取り除き、徐々に国民の
物質的な生活と文化的な生活を改善する」と、
毛沢東氏は、「中国人民大団結万歳」という宣
言で中国政府を代表して世界を宣告し、中国人
民にも厳粛な約束を述べた。
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助から「造血」型の貧困補助に転換し、
「灌漑」
型の貧困緩和から「点滴」型の精密な貧困緩和
に移行する。貧困緩和の焦点は、国の貧困緩和
の重心に集中し、特別な困難の領域にシフトし
ている。貧困層全体の貧困削減を確実にし、貧
困を正確に排除するために、「貧困人口登録カ
ード」の作成など一連の貧困対策が講じられて
いる。

に入り込み、貧困補助と脱貧困を新たな戦略的
な高所に導いた。
3．中国における貧困の定義と所得基準の沿革
1986 年に、中国政府は、貧困人口の 1 人当た
り所得を 206 元に設定した。 その後、国民経
済の改善と国民所得水準の継続的な向上に伴
い、国は貧困線の基準を徐々に引き上げに改訂
した。例えば、2008 年には 1,196 元にし、2011
年には 2,300 元までに増加し、国民の貧困基準
は 11.17 倍に増加し、より多くの人々が援助し
た。食べ物が問題なし、着物も問題なしの「両
愁傷なし」対策および義務教育、基礎医療、住
宅保障の「3 つの保障」対策を得た。
現在、中国の貧困削減事業は、主に食糧や衣
料品の問題の解決の目指しから、食糧や衣料品
の成果の固め、開発能力の向上、脱貧困と豊か
に生活の加速、生態環境の保護という新たな段
階に入った。「輸血」型の生活救援式の貧困援

表 1 中国における国の貧困補助基準の進化
過去数年間に国が策定した貧困線の基準
年代
（1 人当たり当期純収入、元）
1985 年
200
1986 年

206

2000 年

865

2008 年

1,607

2009 年

1,196

2010 年

1,274

2011 年

2,300

2015 年

2,800

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

4．「貧困緩和」から「脱貧困」への国家政策
中国における脱貧困事業が、
「3 ウェスト」農業建設（1983－1993 年）段階、
「8・7」の貧困緩和
プロジェクト（1994－2000 年）段階、
「中国農村貧困緩和開発の概要」（2001－2010 年）段階およ
び新段階の貧困緩和開発（2011－2020 年）段階と四つの段階に展開し、産業貧困緩和、居住所の移
転、労働力の輸出、教育と保健貧困緩和などの新たな対策が見られた。貧困緩和責任の着実、貧困
緩和基金の監督、内生的なモチベーションなどに突破した。病気での貧困の解決、住宅保全の保障、
特別に苦しむ貧困地域などによる貧困緩和のブレークスルーを新たに探究する。
2015 年以降、中国の貧困削減事業が大きく変わってくる。とくに、政策は「貧困緩和」から「脱
貧困」に更新している。これは、全体的に豊かな社会を構築するべきという国家の目標を反映して
いる。習近平総書記は、貧困削減の問題を解決し、貧困層を取り除くという厳しい課題に取り組む
ことによって、貧困をなくすという目標を達成するためには、より大きな決意・明確な考え方・正
確な措置・異例の努力および成果を得ると指摘した。現行している中国の貧困対策はすべての貧困
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人口、すべての貧困の県を全部に脱貧困の目標を達成し、2020 年までに、全部に貧しい地域、貧し
い人々を消すすべきであることが明らかにする（特定の指標が表 2 のように示す）。
表 2 中国における貧困地域の発展と主な貧困緩和の指標
項目

2015年

2020年

ファイルカードに掲載する貧困人口（万人）

5,630

脱貧困の実現

建档立卡贫困村（万个）

12.8

0

ファイルカードに掲載する貧困村（個）

832

0

住所移転の貧困人口（万人）

—

981

11.7

平均成長率が全国平均値に高める

貧困地域の農村部の集中給水率（％）

75

≥83

ファイルカード貧困世帯の建物の改装率（％）

—

近100

貧困県の義務教育統合率（％）

90

93

ファイルカードに掲載する貧困世帯数（返還）、病気
で貧困世帯数（万户）

838.5

基本的に解決

ファイルカード貧困村の農村集団経済収入（万元）

2

≥5

貧困地域における農民の1人当たりの
可処分所得の伸び（％）

出典：筆者が中国国務院の「第 13 次 5 カ 年貧困緩和計画」により抜粋。

5．寧夏における正確な脱貧困政策事業の事例
中国政府が貧困を解消するために、「産業生
産で一グループの貧困人口の削減、居留地の移
転で一グループの貧困人口の削減、生態補償で
一グループの貧困人口の削減、教育の補助で一
グループの貧困人口の削減、社会保障で一グル
ープの貧困人口の削減」という５種類の「貧困
削減対策」を策定した。寧夏地方政府が国の政
策の元に以下の通りに対策し、つまり、農村部
にある障害者の貧困人口に生活手当・重度障害
者の介護補助金などの社会扶助で一グループ
の貧困人口を削減し、障害者の医療費およびリ
ハビリ費用の補償で一グループの貧困人口を
削減し、貧困障害者家庭における危険な建物の

改築で一グループの貧困人口を削減し、職業教
育・実践的な技能訓練で一グループの貧困人口
を削減し、共産党員が貧困世帯と「一対一」ペ
アでの支援で一グループの貧困人口を削減し、
社会参与で一グループの貧困人口を削減する
など「7 種類」の対策を行っている。
「貧困の根元」を突き止めるため、貧困者を
本当に助ける鍵とは、貧困人口の人数、貧困の
程度と貧困の原因が分かるべきである。そのた
め、寧夏回族自治区貧困削減対策事務室が「貧
困の基盤」を知るために、寧夏の貧困地域の農
村世帯について詳細な質問紙調査を行った。そ
の調査で貧困層の生産と生活状況・資金・技
術・水・交通と病気等の原因を詳細に把握した。

表 3 寧夏における主な居住地遷移工程
項目

時間

遷移前の 2013年の
遷移人口 人当たり 人当たり 人当たり
の投入
の純収入 の純収入
（元）
（万人）
（元）
（元）

吊庄（移民方式の一つ）

1983－2000年

19.8

931

60

7,259

貧困削減黄河挙げ灌漑工程

1998－2015年

30.8

9,059

949

5,600

居留地転移工程

2001－2007年

15.3

9,036

1,659

5,443

「第11次5カ 年」中部乾燥地
域県内生態移民

2008－2012年

15.36

18,000

2,235

6,272

「第12次5カ 年」中南部地域
生態移民

2011－2015年

34.6

28,800

-

-

115.86

合計

出典：王暁毅（2017 年）ｐ2 の図により引用
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2016 年、寧夏は、193,000 人の貧困人口が貧
困環境から逃げられ、249 個の貧困村が貧困か
ら逃し、貧困人口の 1 人当たりの可処分所得が
国のレベルにより高くなる。この地域では、貧
困削減ための資金 52 億 8,800 万元を投資し、
2015 年に比べて 22.72 億元と 77.4％の増加とな
った。または、年間 15,000 人の移住、14,000 人
の貧しい学生に職業教育の受け、農村部の生活
水準基準も 2,400 元から 3,150 元に達し、国家
の貧困補助基準より高い。現在、1,100 個の貧
困村には、光ファイバーブロードバンド、4G
ネットワーク、ワイヤレスネットワーク、デジ
タルテレビという"四つの通"を実現している。
2017 年には、寧夏回族自治区が 42.37 億元の
財政特別貧困救済基金を配布し、9,300 世帯
40,000 万人が生態移民した。208,000 戸の貧困
世帯に家族意外傷害保険を購入した。それに、
産業で貧困削減事業を促進するために、124 個
大手企業・375 社の貧困補助協同組合・豊富な
脱貧困の指導者 2,103 人、合計 55,304 世帯は
201,827 人を雇用した。または、平均 3,000 元の
補助金の基準に従って、64,140 戸の貧困世帯、
約 1 億元をサポートした。したがって、金融貧
困緩和の促進、長期融資や貧困世帯の小口融資
などの顕著な問題を解決する成果が明らかに
した。

や農作物の栽培技術が把握しなければならな
い。
第三、就業問題、移民が遷移前に工場での作
業知識がほとんどなし、ただ農作物の少ない収
益でお金がもらう。遷移後、耕地が減少しつつ、
労働力が余剰な状態になり、収入の向上と出稼
ぎの労務になるために、事前トレーニングしな
ければいけない。
7．結論
要約すると、中国政府と寧夏の地方自治体は、
貧困を解消するため、長期的に安定したメカニ
ズムを確立した。現在までに、貧困から逃れる
問題に真剣に取り組んで、旨く正確な貧困補助
と正確に脱貧困の対策を実施し、貧しい地域の
人々を豊かな生活や国民の"中国の夢"と"寧夏
の夢"などという明確な目標が、2020 年までに、
きっと予定どおりに達成することができると
期待している。
参考文献
・楊道田（2017）
「新時期わが国の貧困緩和メ
カニズムの規制と新しい道」
『経済管理出版社』
・王暁毅 等（2017）
「生態学的移住と正確な貧
困緩和――寧夏の実践と経験」
『社会科学文献
出版社』
・張瑞敏「新中国の創設初期における毛沢東の
反貧困への道に関する探究」
http://www.cssn.cn/ddzg/ddzg_ldjs/ddzg_jj/201604/
t20160407_2956206_2.shtml(2018/2/3 参照)

6．これからの課題
国の政策により、2020 年までに、全国にすべ
ての貧困人口を撲滅する予定であるが、いくつ
かの問題や課題が残されている。
まずは、水土資源問題、たくさんの貧困人口
の遷移に伴って、遷移後の地域に移民の居留地
に利用可能な水と土の資源不足問題が引き起
こしている。その対策として、節水工事と荒漠
化された土地の改良工事が重心すべきであろ
うと考える。
つぎは、耕作方式問題、遷移前の耕地がだい
たい乾燥な山地や林草地であるが、耕作方法が
簡単すぎで、遷移後の地域に水田地が多いし、
耕地により新しい耕作方法と機械の使用方法

本研究は、2017 年度中国「国家社会科学基金
プロジェクト」の「寧夏回族自治区の西北民族
地域における正確な貧困緩和に関する研究」と
いうプロジェクトの段階的な研究成果の一つ
である。プロジェクト承認番号：17BMZ114
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ソーシャルネットワークサービスに対する若者の行動と学習ツールとしての
学習環境への影響‐ネパールの若者を事例として
国際共生社会研究センター リサーチアシスタント
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Youth Behaviors Toward Social Networking Service (SNS) and its Effect on their
Education as Study Tool -A Case Study of Nepalese Youth
1. Research Context
This research is focused on the quality of
education as the fundamental goal of the study,
and Nepalese youths are taken into
consideration to evaluate their quality of
education. In this internet era, the use of social
networking services has become an essential
activity in our daily lives, especially among the
younger generation where its affects can be
found in nearly every aspect of their lives. Social
network services are extensively used by the
majority of people nowadays for various
purposes (M. Yaman, Ankara, 2014). The use of
SNS is dramatically increasing among youths.

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

As a research framework; this research has
analyzed the behavior of youths by using
different social networking services (SNS) and
has examined its impact on their education as an
effective tool for study. The negative aspects of
SNS cannot be neglected, but this research
focused more on the positive effects of SNS on
youths daily lives and on their education. This
research has been divided into three different
phases: the first phase is to focus on analysis, the
second phase is to conduct a case study and the
third phase is to conduct evaluation with its
different data.

The hypothesis of youths behaviour on the use
of SNS and its beneficial impacts on education:
Hypothesis 1 (H1), Communication: SNS can
build educational communication networks
between youth learners which can help to
enhance the educational environment among
youths.
Hypothesis 2 (H2), Sharing: SNS can create
educational information sharing environments
among youth learners which can enhance the
educational environment among youths.
Hypothesis 3 (H3), Finding & Learning: SNS
can help to obtain educational information and
learning materials which can create e-learning
environment among youths.

The research focuses on those youths who are
using SNS, along with those that are still in the
formal education system. The respondents were
taken from academic institutions (Higher
Secondary schools, Colleges and Universities)
between the ages of 15 to 24. However the data
has been collected from some mature students
(up to 30 years old). In this research, without
limiting students of certain classes or certain
institutions, it has tried to include the youths

The proposed model of youth behavior toward
SNS is to enhance learning environments which
motivates to include e-learning and reduce
digital divide. The model is developed and
presented in figure 1.
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Survey Area and Data Collection
The first survey was conducted in the living
abroad in Japan, the pilot areas are; Tokyo,
Saitama, Chiba, Nagoya and Gifu, face-to-face
and Google format (web-based) survey was
operated from December 2015 to April 2016.
Total 152 data were collected in this area. For
Urban area survey, after selecting three main
cities of Nepal; Kathmandu, Lalitpur and
Rupandehi, the survey was operated from
December 2016 to January 2017. In the Urban
survey, 151 data were collected and analyzed.
Similarly for rural area survey, after selecting
Palpa district of western development region of
Nepal, the survey was operated. Total 123 data
was collected in rural area, where the survey was
operated into two formats with questionnaire
and information diffusion workshop.
3.

Fig. 1 Youth Behavior to use SNS help to Improve
Quality of Education.

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

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

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

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

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

1) Living

Abroad

2) Urban
3) Rural

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

Table 1 Demographic Profile and Statistics
Categor
y
Gender

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

Age
group

Qualific
ation
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Description
Male 55.5%(n=237), Female 44.3%
(n=189) Total respondent =426
15-20=45.7%
(Female=108/25.3%, Male=87/20.4%)
21-25=38.96%
(Female=66/15.4%, Male=100/23.4%)
26-30=14.3%
(Female=15/3.5%, Male= 46/10.7%)
30+=0.9%
(Female=0, Male=4/0.9%)
SLC n=13 (3.0%), HSE (+2) n=192
(45.0%), UG n=180 (42.2%), M.D
n=38 (8.9%), PhD n=3 (0.7%)

This research discovered that the large numbers
of Nepalese youths are settled in urban, rural and
other countries. The youths of these three areas
have different living standards, especially
regarding educational environment, ICT
knowledge, device ownership and the usage of
SNS. The number of total data of the research is
426 (samples), in which 55.5% are male
respondents and 44.3% are female respondents.

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

4. Conclusion and Discussion
4.1 Conclusion 1: Importance of ICT and Elearning to Improve the Quality of Youths
Education
Three significant factors has seen behind the
lack of quality in Nepalese youths education,
they are i) Insufficient: Teaching and learning
(Lecturer oriented classroom with traditional
methods of teaching), ICT, technological
knowledge of educators, educational budgets ii)
Divided education: Into technical subjects
and common subjects, rich and poor category,
private and public sector and, rural and urban,
iii) Diversity and Inequality: geographical
location, language, gender and inequality
between caste (ethnicity). Mainly, these factors
are the obstruction to improve quality in
Nepalese youths education which caused ruralurban migration, migration to other countries to
seek job and study opportunities.
Concerning to improve the quality of youths
education, this research is focused on the
inclusion of e-learning methods in Nepalese
youths education. E-learning is a process of
web-based learning which is directly relevant to
the ICT knowledge and devices. The statistics
show that throughout the country’s educational
institutions’ master plan of ICT are partially
operated in 3996 schools, colleges and
universities which is only 11.7% of total
educational institutions.

Youths of age 15 to 30 are more influenced by
the use of SNS compared to the other
generations. Many areas youths are equally
influenced by the popular SNS where internet
has accessed. However, the purposes to use are
different which is affected by the surrounding
circles and societies. In many remote and rural
areas even in cities has a generation gap in terms
of technology usage. Therefore many youths are
using SNS by its generalization and popularity
with often without proper guideline and
adequate knowledge, which could caused
negative consequences. Although SNS has an
extreme influential capability to reach out
among every area’s people, and these days SNS
has become one of the daily activities. SNS has

On the other hand, we cannot deny the fact that
SNS has several influential features and a
capability to deliver information and news
instantly among its users and notably this unique
feature of SNS is a attractive element that could
motivate the users to use it for various sectors.
Youths, those are living in foreign countries and
in the cities of Nepal are actively participating in
various social activities, political interaction,
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effected in many aspects of youths life, however,
it should have adequate knowledge and proper
guideline with certain criteria to take advantage
from SNS for various aspects.

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

4.3 Conclusion 3: Social relationship of
youths and its significance
The case study had analyzed the social
relationship of youths in their SNS profile and
identified the significance of the relationship.
The interaction between teacher-students and
students-students
had
been
analyzed.
Furthermore, the activities on Facebook profile
also were observed to identify the activities of
youths regarding education.
According to the case studies the youths have
more relationship with their classmates via
Facebook by 75.8% frequency of connection.
Youths are more frequently interacted with their
classmates than other friends via online.
Notably, the factors of interaction with
classmate are getting information, providing
information, casual chats and study discussion
had been seen. However, only a few youths are
interacted with teachers in the Facebook due to
the less participation of teachers in SNS
activities. In terms of the information sharing of
youths in Facebook, 90% respondents are
frequently active to share individual activities
such as photos and status. However, youths only
10% had shared educational information. The
youth had seen less active to share educational
information on Facebook profile compared to
share the other social information. Due to the
free of charge and easily accessible in online to
offline, youth are using Facebook more to
communicate with their friends, where 60.6%
agreed that the Facebook is an easy and
comfortable means to do educational interaction
with their classmates.

The research had certain limitations while
applying the survey design in practical. One of
major limitations of the research was the lack of
computer and Internet in the institutions and the
less participation of teachers on SNS. That
caused to apply SNS as informal learning tool.
However, the survey motivated the youths to use
SNS as an important component of e-learning.
Similarly, this research provides insights for
teachers who are interested to use SNS as a part
of their teaching, research motivated to use
SNS’s unique features to take advantage on
teaching.
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4.4 Conclusion 4: SNS as an Effective Tool to
Enhance Learning Environment
In this research the factors, availability of
technology, youths behavior toward SNS and
impact of SNS on education were explored as a
significant influencing factors to enhance
learning environment of youths. The influencing
factors was analyzed by important variables as
the hypothetical presumption of the research,
they are: H1-Communication (independent),
H2-Sharing (independent) and H3-Finding and
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海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発生不均衡の研究
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井上 常史

A Study on Waste Generation Imbalance in Foreign Direct Investment and Trade
1. 研究の背景・目的と本報告の内容

クトル指標を一般式で定義し、その適用性を事例
で確認することである。更に、それを管理指標と

近年においても日系企業の ASEAN 等における原

した指標値改善策の概念設計を実施する。これら

材料・製品製造のための工場建設や、環境改善ビ

により循環型社会構築に貢献する。この研究の位

ジネスの一環である最終処分場等の施設建設に

置付けを示すため、研究全体のフローを図 1 に示

際しても、地域住民、関係 NGO が施設の建設に反

した。

対する場合がある。既存あるいは新たな工場建設

本報告では、標記の論文に関する研究の背景・

等による環境負荷の蓄積を懸念することから生

目的、今年度の要素研究の進捗、更に論文の構成

ずる行動であり、先進国間でも同様な現象が生じ

（図 2）、及びこれを取り纏める課題を示した。

得る。この環境負荷は主に関係二国間の経済活動
の一環としての海外直接投資・貿易に起因し、言
葉を換えれば、グローバル化の過程で発生する国
際間の歪の一例である。
経済活動に起因し相互に発生する国際間の環
境負荷は均衡し、そのトータルの環境負荷の最小
化が、国際間の経済活動を円滑に進めるために望
ましい（互いに与える環境負荷のバランスがとれ、
地球環境に与える環境負荷も小さい）。環境負荷
の不均衡が生じた場合、グローバルに活動ができ
る公的な組織と異なる民間企業では、民間企業自
らが取り組むことが可能な二国間の問題解決が
図 1 研究全体のフロー

特に重要である。しかし、このような環境負荷の
発生不均衡を評価し、利害関係者との協議の場で

2. 進捗状況（要素論文作成）と標記論文作成

使用できる実務的指標が見当たらない。
筆者は気体の CO2 のように自由に移動せず、国

2.1 査読付き論文（以下、査読）

単位で比較的確認が容易な廃棄物発生量に着目
し、海外直接投資・貿易活動を円滑に実施するた

「海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発生不

めの研究を進めている。標記論文は上記研究の一

均衡評価手法の開発－廃棄物不均衡・負荷ベクト

環である。
標記論文の研究目的は、二地域間双方向の海外

ルを指標として－」を全国都市清掃会議の雑誌

直接投資と貿易に起因する廃棄物発生の不均衡

「都市清掃」に掲載した（Vol.71, No.341,pp.62

と地域間の総発生量を評価するため、実務的なベ

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

②この原因は海外直接投資・貿易のバランスだ

ことである。成果を以下に示した。

けではなく、両国の廃棄物発生の原単位（保有設

①地域間相互の海外直接投資・貿易に起因する

備の廃棄物発生の程度と実施ビジネス全体の廃
棄物発生の程度）注1にも関係がある。

廃棄物発生の不均衡を評価する手法として、二地
域間の廃棄物発生量の差を x 座標
（不均衡を示す）、
二地域の廃棄物発生量の和を y 座標（総負荷を示

（ 2 ） 廃 棄 物 資 源 循 環 学 会 28 回 研 究 発 表 会

す）とする廃棄物不均衡・負荷ベクトル(x,y)を

(以下、発 2)
「海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発生不

指標として定義した。
②ASEAN4 ヶ国地域と海外直接投資・貿易で関連

均衡(第 2 報）－日米間のケーススタディにおけ

のある主要国と準ずる経済体 10 地域を対象に、

る改善策―」を口頭発表した（2017 年 9 月 6 日）
。

2010 年のデータでマクロに廃棄物不均衡・負荷ベ

本発表の目的は、日米間の海外直接投資・貿易

クトルを算出した。主要国等と ASEAN4 間の廃棄

構造の変化を事例として、廃棄物不均衡・負荷ベ

物不均衡・負荷ベクトルは、(x,y) = (26 百万 t/

クトル改善の数値的見積りを実施することであ

年，86 百万 t/年)となった。これは海外直接投資・

る。成果を以下に示す。

貿易により主要国等が 26 百万 t/年の廃棄物を不

①上記（1）項の課題解決のため、海外直接投

均衡に ASEAN4 で発生させ、また、両者が 86 百万

資・貿易と原単位に基づくシナリオ分析の結果、

t/年の廃棄物を両地域で発生している。更に、廃

日米両国双方の投資の増加、及び日の輸入増と米

棄物発生不均衡の原因として主要国等地域の海

の輸入減を実施した場合に、2010 年の基準シナリ

外直接投資が寄与し、負荷については両地域の貿

オ並の廃棄物発生不均衡を維持するため、米の廃

易が寄与している。

棄物発生原単位を約 20％改善する必要がある。

③前記①項と②項から、廃棄物不均衡・負荷ベ

②感度分析から、廃棄物発生の不均衡は、輸入

クトルが、海外直接投資・貿易に起因する廃棄物

に比較し投資の影響が大きく、これを考慮した施

発生の不均衡・負荷を評価する有用な指標である

策構築が効果的である。

ことが明確になった。
（3）国際開発学会

第 28 回 全 国 大 会
（以下、発 3）

2.2 学外発表

「日系企業のタイへの進出による廃棄物環境
負荷と日系企業の果たすべき役割―東部経済回

(1)廃棄物資源循環学会 春の研究発表会

廊（EEC）プロジェクトにおける廃棄物発生量の

（以下、発 1）
「海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発生不

推定―」を口頭発表した（2017 年 11 月 26 日）
。

均衡 －日米間のケーススタディ―」を口頭・ポ

本発表の目的は、廃棄物発生の不均衡を改善す
るための施策を、タイの EECP を事例として考察

スター発表した（2017 年 6 月 2 日）
。
本発表の目的は、日米間の貿易構造の変化を事
例として、開発した評価手法の廃棄物不均衡・負

注1

荷ベクトルの適用性を確認することである。成果
を以下に示す。
①トランプ政権下の日米間の海外直接投資・貿
易構造の変化（日の米への投資増と日の米からの
輸入増）によるシナリオ分析の結果（2010 年基準）
、
廃棄物発生不均衡と負荷に関する日の米への依
存は一方的に大きくなる（両者共に最大＋7.6 百
万 t/年）
。
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廃棄物発生の不均衡には、海外直接投資・貿易額と両
国の廃棄物発生原単位が関連している。日の米への投資に
より日起因の米の廃棄物発生が増加し、逆も同様である。
両国の投資が均衡すれば、両国に起因するそれぞれの国に
発生する廃棄物発生量は均衡すると予測される。しかし、
米国の廃棄物発生原単位が日より大きいため、不均衡が生
じる。投資・貿易の金額のみならず、廃棄物発生の原単位
が関連している。また、日の相対的輸入増により，その分
の日での生産が減少すれば、米での廃棄物発生が増加する
その逆も同様である。従って輸入均衡政策を取れば，輸入
起因廃棄物の発生量は両国間で均衡するはずであるが、米
の廃棄物発生原単位が相対的に大きく、日の米からの輸入
増加に伴う米の生産増加で不均衡が発生する。

することである。成果を以下に示す。

OECD Stat.、eurostat と各国政府機関のデータベ

①EECP（東部経済回廊プロジェクト）で発生す

ース統計値である。統計値が整備されていない国

る絶対量としての総廃棄物発生量（廃棄物不均

については、廃棄物発生量を推定する。論文作成

衡・負荷ベクトル指標値ではない）は、3.5 百万

の基本となるデータであり、推定方法について、

t/5 年であり、その発生比率はチャチューンサオ

第 2 章で詳述する。

県 16%、チョンブリ県 45%、ラヨン県 39%となる。
（査読）

種類別発生量は、コンクリート塊、アスファル

注）（ ）内の記載は既存論文 第１章 序論
・発表との大まかな関係。

ト・コンクリート塊と汚泥の計が総廃棄物発生量

1.1 研究の背景
1.2 研究の目的と意義

の 71%を占める。この他に、非有害建設発生土が、

1.3 本論文の構成

7.2 百万 t/5 年発生する。

（査読）
第２章 環境負荷と廃棄物発生

②ケーススタディとして、日系企業が処理処分

2.1 環境負荷における廃棄物発生の位置づけ

を実施すべき量は、廃棄物 2.2 百万 t/5 年、建設

2.2 廃棄物の定義

発生土 4.5 百万 t/5 年であり、そのための資源化

2.4 本章のまとめ

2.3 基本となる各国の廃棄物発生量

（リサイクル等）を含む必要施設数は、前者が 19
施設と後者が 3 施設である。
③これらの廃棄物発生量増加は、日タイ間の廃
棄物発生不均衡と負荷の増加にも影響があると

（査読、発1、発2）

（査読、発1、発2）

第３章 海外直接投資・貿易に起因する廃棄
物発生不均衡評価手法の開発

第４章 世界の廃棄物発生不均衡・負荷
の事例研究

3.1 直接投資・貿易と二国間廃棄物発生量

4.1 日本と各国との関係概要

3.2 廃棄物不均衡・負荷ベクトル

4.2 ASEANと主要国との関係

3.3 廃棄物不均衡・負荷ベクトルの感度分析

4.3 日本と米国との関係

3.4 本章のまとめ

4.4 本章のまとめ

推定される。この改善施策として、タイの循環型

（発3）
第５章 日本とタイの廃棄物発生不均衡

社会構築に貢献し、タイへの日系企業進出の円滑

・負荷の詳細事例研究

化を図るための施策を提案した。具体的には、日

5.1 タイの環境負荷問題と廃棄物発生

系企業が共同体を創設し、上記①項の廃棄物と建

5.3 東部経済回廊プロジェクト（EECP）の影響

設発生土を上記②項に基づき、日本並の技術で自

5.5 本章のまとめ

5.2 日本とタイの廃棄物発生不均衡
5.4 ベクトルを管理指標とした不均衡改善策

ら処理処分を実施する施策である。
第６章 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルを
管理指標とした不均衡改善策の概念設計
6.1 他国間と他プロジェクトへの展開

2.3 標記論文の作成

6.2 当管理指標を用いた改善策の限界と課題
6.4 本章のまとめ

標記の論文構成を図 2 に示した。上記第 2.1 節

第７章 結論

の査読の内容は、図 2 の第 3 章、第 4 章の一部、
図 2 標記の論文構成

第 1 章の一部と第 2 章の一部に、
第 2.2 節の第（1）
、
（2）項の発表内容は、図 2 の第 4 章と第 3 章の

3.2

一部に、上記第 2.2 節第（3）項の内容は図 2 の

廃棄物不均衡・負荷ベクトル活用の一般化

第 5 章に対応している。
今後、標記論文の第 1,3,4,5 章を完成させると

査読・発 1～発 3 では、主に日本と他国との関

共に、第 2,6,7 章を書き下ろし、来年度以降に取

係で廃棄物不均衡・負荷ベクトルの活用手法を研

り纏める予定である。

究してきた。この指標が、他国間で発生する海外
直接投資・貿易の一環である開発プロジェクト等
実施円滑化にも適用できることを第 6 章で示し、

3. 標 記 論 文 作 成 の 検 討 課 題

手法活用の一般化を図る。

（以下、標記論文）

3.3

3.1 基礎廃棄物発生量データの根拠明確化

その他の課題

(1)感度分析の強化

本論文で使用する基本的な廃棄物発生量は、
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第 3 章の廃棄物不均衡・負荷ベクトルの感度分
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アクセス
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10) Asian Network,Country Information,Statistical Data
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(demand side) has been considered when the limitations of
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4. To develop an economic instrument for wastewater
services and to verify that the new tariffs are within the
range of customers’ WTP.

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

Respondent selection and study design

Analysis of basic survey results and discussion

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

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

Split sample is to examine the impacts of the respondents’
recognizability and construction information of WWTPs
in building up the trust fund. Two groups was interviewed
with and without mentioning city plan on WWTPs.
It is worth noting that the survey was taken place at a
sensitive time when the city government was planning to
increase the Value Added Tax of some commodities /
products, consequently the respondents were very
sensitive to an increase in any other fee.
Questionnaires
The questionnaire included a series of structured questions
about general knowledge, awareness and attitude on water
environment and social issues, CVM scenario and WTP
questions, options on tariff structure, and sociodemographics. The bid set was decided by accounting for
both pretest survey and WWTPs investment plans.

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

The method of CVM used in this study was doublebounded dichotomous choice format followed by openended question for categories of choice combinations NoNo (Figure 2) to estimate the monetary value people
placed on an improved sewerage collection and treatment.
The three different starting-point bid levels (20%, 40%,
60%) were offerred to respondents randomly.
20%
(40/60)

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

40%
(60/80)

15%
(20/40)

- Open-ended question
- Reason of unwillingness

Pre-test

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

Figure 2: Questioning sequence

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

Existing water supply and sewerage situations
98.4% households connect to the water system, the
remainder 1.6% (7 households) does not. They use wellwater and/or water vendor. Water vendor can be keg/bottle
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answered ‘no’. The percentage of respondents who said
‘yes’ for the two highest bids was 0.8% and was 62.4% for
those who said ‘no’ to both.

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

Figure 4: Trend of WTP

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

Trend of WTP of different bids

% Yes response

0.80
0.60

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

0.40
0.20
0.00

0%

Group 20%

Single-bound WTP

No.
64
28
10
102

Yes

%
42.4
19.0
7.5

No.
87
119
123
329

No

%
57.6
81.0
92.5

No.
151
147
133
431

%
35.0
34.1
30.9

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

Beneficiaries' WTP for improved sewerage service

Yes to pay (%)

40
30
20

Model specification

10
0

Group 60%

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

Total

Figure 3: People’s WTP for initial bids (single-bounded)
50

Group 40%

100%

Analysis of factors influencing WTP

Table 1: WTP for improved sewerage service
Monthly WTP
(%water price)
20
40
60
Total

20%
40%
60%
80%
Wastewater tariff (% water tariff)

0

20

40

60

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

80

Monthly payment (% water price)

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

Prob (Y) =

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

Double-bound WTP
Table 2: WTP for sewerage service (double-bounded)
Bid levels (%)
1st bid (2nd bid)

No. of
repondent

YY
NY

YN
NN

20 (15 / 40)

151

40 (20 / 60)

147

60 (40 / 80)
Total
431

133

19
37
9
62
1
40

45
50
19
57
9
83

YY
NY
(%)
12.6
24.5
6.1
42.2
0.8
30.1

ଵ

ଵା షሺჰశഁభ ಳశഁమ ೄశഁయ ಼

YN
NN
(%)
29.8
33.1
12.9
38.8
6.8
62.4

Results and Discussion

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

Single-bound WTP
Table 3: WTP for sewerage service in different group
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WTP

With City Plan (N=192)
Yes
No
No.
%
No.
%

20
40
60
Total

25
7
3
35

(% water
price)

36.2
11.1
5.0

63.8
88.9
95.0

44
56
57
157

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

Without City Plan (N=239)
No.

%

No.

%

39
21
7
67

47.6
25.0
9.6

43
63
66
172

52.4
75.0
90.4

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

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

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

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

Table 4: Binary Logistic Model for WTP single-bounded format
Variables
Constant
LNBID
LNWTR
CANAL
GEN
INFO
MAR

Combined
(Model 1)
B (SE)
15.234***
(4.232)
-2.215***
(0.319)
-0.620***
(0.231)
-0.632**
(0.275)
-0.639**
(0.281)
-0.893***
(0.286)
0.901*
(0.367)

With City Plan
(Model 2)
B (SE)
12.297
(48979.906)
-2.859***
(0.671)
-2.190***
(0.579)
-

Without City
Plan (Model 3)
B (SE)
20.107***
(5.747)
-2.194***
(0.412)
-1.361***
(0.352)
-

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

-0.892**
(0.374)
-

1.403*
1.027**
(0.779)
(0.470)
KNO
-1.146**
(0.543)
R2 Nagelkerke 0.319
0.479
0.364
-2LL
(465.098-357.264) (172.712-109.440)
(276.141-208.751)
*, **, *** Significance at 10%, 5%, and 1% level respectively,
SE = standard error

Research Plan

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

Semester
Semester 3

Activity

- Analysis regression for double-bounded format
- Open-ended questions of WTP and Compare
between models
- Writing paper and Submit for publication
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A study on the PPP as New Means for Regional Development in the Developing Countries
- From a Case Study in Mindanao, the Philippines -＊
1. 研究の背景と目的

本研究は、開発途上国の地域開発における PPP

開発課題が多様化し複雑化する中、公的支援は

の活用促進に向けて、事例研究を通して、その成

提供可能なリソース（特に資金面）に限界があり、

功要因等について検証することを目的とする。こ

開発途上国における開発推進のために、NGO（非

れにより、地域開発において PPP の活用がさらに

政府組織）や NPO（非営利組織）のみならず、民

進み、もって開発途上国における地域開発の実現

間企業を含めた民間セクターとの連携が必要と

に寄与することになる。

なっている。
2. 研究対象の概要

こうした連携の一形態に挙げられるのが、PPP
（Public Private Partnership。官民連携）である。

(1) 事業エリア

PPP において、民間に期待される大きな役割は、

面積が 30 万 km2 の 7 千余の島々
フィリピンは、

1 つはインフラ整備のための資金不足を埋めるこ

からなる国で、人口は 2014 年に 1 億人を突破し

とであり、もう 1 つは事業運営の効率性向上を通

た。日本（面積：38 万 km2、人口：約 1.2 億人）

じた資金の有効活用である。

に似た特徴を有する反面、人口は毎年約 2％のペ

一方、開発途上国において PPP を活用する案件

ースで増加が続き、平均年齢は 24 歳と若い。ま

は、主要都市の比較的大規模な経済インフラに偏

た、2000 年以降年間 5～7％のペースで安定的に

在する傾向にあり、地域開発の手法として活用さ

経済成長を記録するも、
1 人当たりの GDP は 2,924

れている事例はまだ多くない。

米ドル（日本は 38,917 米ドル。共に 2016 年）に

そこで、地域開発を目的とした PPP の活用にお

過ぎないなど、マクロ経済面からみた日本との乖
離は大きい。

ける成功事例といわれるケースを研究の対象に
した。取り扱うケースは、フィリピンのミンダナ

ミンダナオはフィリピンの南部に位置し、同国

オ島の北東部にあるブトゥアン市を中心とした

で 2 番目に大きいミンダナオ島（面積：10 万 km2）

エリアで、日本の建設コンサルタント企業（A 社）

を有するエリアで、同島北東部にあるブトゥアン

が、現地のパートナーと共に、地域開発を目的に

市は、周辺の 5 つの州を合わせたカラガ地域の中

実施する、複数の PPP 事業（ブトゥアン PPP 事業）

心都市になる（図 1）
。

である。このブトゥアン PPP 事業を取り上げたの

ミンダナオは、フィリピンでも開発が遅れてい

は以下の 4 つの理由による。

る。例えば、カラガ地域の世帯当たりの年間収入

 開発途上国における事業であること

は、18 万ペソ（約 41 万円）に留まり、全国平均

 PPP 事業であること

の 23.5 万ペソ（約 54 万円）を約 25％も下回って

 地域開発が目的の複数の事業であること

いる。
また貧困率も、
全国平均の 19.7％に対して、

 情報の量と質が十分かつ適切であること

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

プロジェクト名

ン市が、農林水産系などの資源に恵まれながらも、

概要

運営開始

第 1 段階：基礎インフラの整備

治安上の問題や、電力をはじめとする不十分なイ

小水力発電(1) 発電容量：8MW

2017 年度

ンフラ整備が国内外からの直接投資を妨げ、引い

小水力発電(2) 発電容量：4MW

2019 年度

ては経済発展の足を引っ張る構図は、ミンダナオ

小水力発電(3) 発電容量：2.6MW＋10.2MW

2020 年度

と同様である。

もみ殻発電

発電容量：2MW×4 か所

2020 年度

風力発電

発電容量： 2MW×75 基

2020 年度

上水供給

8 万㎥/日×50 年の上水供給

2016 年度

北スリガオ州

第 2 段階：地域機関産業の一次産品の安定供給

ルソン島
マニラ

セブ

北アグサン州

南スリガオ州

カラガ地域

稲作・精米

生産性向上と単粒米生産

2015 年度

エビ養殖

衰退した養殖業の再生

2020 年度

鰻養殖

年間 200 トンの養鰻と加工

2016 年度

第 3 段階：工業団地に開発・運営
ブトゥアン市
ミンダナオ島

工業団地事業

開発面積： 140ha

2020 年度

表 1．現地で取り組む事業の概要

南アグサン州

（出典：著者作成）
図 1．ミンダナオ島、ブトゥアン市位置図

3. ブトゥアン PPP 事業の意義
(1) 事業の契機

(2) 事業内容

A 社は、建設コンサルタントであり、売上高の

ブトゥアン PPP 事業は、A 社と、ブトゥアン市

多くを国内の公共事業に依存してきた。一方、公

に本社を置く現地企業が、地域経済開発の実現を

共事業予算が、1990 年代後半をピークに減少基調

目指して、計画・調査段階から出資、建設、運営

にある中、A 社においても、新事業の開発・確立

まで一貫して、複数の PPP 事業に取り組むもので

が喫緊の課題となり、その 1 つとして取り組んで

ある。後述の通り、3 つの段階を踏みながら、そ

いたのが、海外における事業展開であった。

れぞれの PPP 事業で品質や生産性の向上と付加

そのような中、A 社は 2011 年秋に、地場の大

価値創出を図り、その上で各事業をサプライチェ

手建設会社のエクイパルコ・コンストラクション

ーンとして結び付けて、PPP 事業全体で雇用創出

社（本社：ブトゥアン市。以下「エ社」
）と会遇、

や賃金上昇などを通じた地域経済開発の実現を

エ社が検討していた小水力発電事業を、共同事業

目指している。

として取り組む提案をする。

第 1 段階で、電力・水といった基礎インフラの

水力発電は建設費用全体の 6～7 割を土木工事

安定供給を図り、第 2 段階にて、同地域の強みで

が占めるため、A 社にとって、設計や施工管理な

ある農林水産系の豊富な資源を生かした一次産

どに、社内の人材や技術などのリソースが大いに

品の安定供給体制を整備する。第 3 段階では、農

活かせる分野だったのである。それから 6 年超が

林水産・食品加工系の工業団地（経済特区）を開

過ぎた今、この共同事業は、前掲の通り、検討段

発して、ここに第 1 段階と第 2 段階で開発される

階のものも含めて 10 を超えるまでになる。

インフラやコモディティが供給される。表 1 に示
した多岐にわたる事業群が、すべて雇用創出等を

(2) 包括提携による取り組み

通じた地域開発を共通目的に結び付く構想であ

ブトゥアン PPP 事業が、かくも短期間に順調

る。

に事業が進んでいるのは、A 社とエ社を中心に、
民間セクターが主導して、地域開発という共通の
目的下、同一エリアで複数事業を実施しているこ
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とが 1 つの要因に挙げられる。

不確実性（リスク）も低減させているのである。

実際、A 社とエ社を含む現地企業 2 社は、ブト
ゥアン市周辺エリアの地域開発に向けた動きを

(4) 今後の展開

加速するため、2015 年 5 月に「フィリピン国ミン

2016 年の統一選挙で、フィリピンの歴史上初め

ダナオ地域開発に向けた包括提携の覚書」を締結

てミンダナオ島出身のロドリゴ・ドゥテルテ大統

し、それに基づき複数の PPP 事業を 3 社が共同で

領が誕生したが、時を同じくして、A 社の現地パ

実施している。A 社のプレスリリースによれば、

ートナーであるエ社の COO（最高執行責任者）が

これは「ブトゥアン市周辺エリアの地域開発に向

ブトゥアン市長選に立候補して当選を果たす。ロ

けて、より一層一体的に推進する包括提携」であ

ニー・ラグナダ市長の誕生である。

り、「民間企業が主導して生産性の向上や高付加

日本同様に彼の国でも公共部門の動きは時に

価値化を実現することで、地域の経済発展につな

遅い。同市での取り組みを始めて 6 年超が経過、

げ、ひいてはミンダナオ島の平和構築に資するこ

短期間に数多くのプロジェクトが進行するが、実

とを目指した、長期にわたり、幅広い領域で共同

質的にプロジェクトを主導してきたのは民間企

事業を行うための包括提携」とある。

業であった。他方、今後の事業展開を見据えると、
開発した工業団地で製造・加工したものが流通す

(3) 特徴と成功要因

るための周辺の産業道路や港湾といった大規模

ブトゥアン PPP 事業は、国が事業主体となっ

なインフラ整備が必要になる。ラグナダ市長が民

た、言わば事業規模が大きい経済インフラの案件

間企業から公共部門に身を転じたのは、民間企業

と対照的に、地方自治体レベルで実施される、地

だけでは手に負えないこうした大規模な事業展

域開発を目的とした小規模な事業を中心に構成

開を、今後は公共部門でもスピーディに展開して

されている。また、主に治安上の理由から、「ミ

いくことを狙いとしている。

ンダナオの壁」ともいうべき高い参入障壁があり、
4. 地域開発と PPP の親和性

ミンダナオ島外からの投資は限定的である。競争

開発途上国における地域開発において、開発の

が少ない「ブルー・オーシャン」な市場の半面、
民間企業、とりわけ外資企業が参入し、事業展開

初期段階でリスクが高いときは、長期で譲許性の

するには、ハードルが高い条件が揃っている。

大きい開発資金が供与できるという点で、公共が

こうしたネガティブな面を克服するのが、前述

大きな役割を担うことが求められる。他方、本研

した包括提携であり、同一パートナーが同一エリ

究の背景でも述べた通り、公的支援のリソースに

アで複数の PPP 事業に取り組むことにある。

制約がある中、持続可能な開発なためには、民間

まず、複数の事業を実施することで、「規模の

の参入と事業活動が不可欠である。経済開発が進

経済」や「範囲の経済」が働き、管理費や間接費

み、リスクが低減するにつれて、民間が徐々に大

といったコスト削減や、工期短縮が可能になる。

きな役割を担うことで、ヒト・モノ・カネが自立

また、パートナー間の相互理解や信頼関係が構築

的に域内循環するようになり、経済開発がさらに

されることで、協議・交渉の時間や労力の減少が

進んでいくのである。

可能になる。さらに、地場の企業は、当該地での

図 2 に示した通り、PPP は、この間の橋渡しと

知名度があり、業務実績を有しているほか、関係

して活用できるものである。一方、PPP とは、端

者や関係諸機関とのネットワークを有している。

的にいえば「得意な人が得意なことをやること」

加えて、法制度等にも当然に熟知しており、地元

である。一般的には、公共が大きな役割と負担を

の合意形成や許認可取得にかかる時間や労力の

担うべきと考えられている経済開発の初期段階

削減が可能になる。

でも、できるだけ民間と分担することを考えて実

こうしたすべてが時間や費用の縮減をもたら

行することが PPP だともいえる。それこそが持続

し、その結果として、事業性の向上が実現できる。

的な地域開発の早期の実現に帰着するのであり、

そして、収益性を向上させるのと同時に、事業の

その意味において、PPP と地域開発は親和性が高
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いのである。

が支援するものの、その後徐々に民間にバトンタ

17 の開発目標と 169 のターゲットから構成

ッチしながら、国内外からの民間投資の資金が増

され、国連加盟国によって 2015 年 9 月に採択さ

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

れた「持続可能な開発目標（SDGs）
」でも、持続
可能な開発に向けた実施手段として、

本企業と現地企業が協同する民間主導型の PPP

「Partnership」が 17 番目の目標に挙げられてい

であり、地域開発の発展ステージでいえば後半に

る。地域開発において、PPP が果たす役割と期待

期待される活動といえる。ミンダナオ和平は、ま

はますます高まっていくはずである。

だ始まったばかりだが、民間主導で開発をリード

他方で、官（Public）と民（Private）による連携

すべきステージが早晩到来する。そのとき、A 社

（Partnership）である PPP も、単純な官と民の一

が現地企業とブトゥアン市で進めるこの民間主

対一の連携ではない。官では、国や地方自治体、

導型 PPP が、持続可能な地域開発のビジネスモ

省庁など複数の機関が関与し、同様に、民でも、

デルとして、ミンダナオ島の各地で応用されるこ

複数のプレイヤー（主に株式会社）が共同事業体

とを目指している。これが今、A 社が現地企業と

を組成するケースが一般的である。民にはさらに、 描いているシナリオであるという。
融資提供者の銀行といった金融機関が関与する
ことも多い。つまり、官と民の中でも、それぞれ
複数の機関や企業の連携が存在するのであり、そ
の上で官と民の連携が構成されるのである。
PPP はこのように、多種多様な機関が複数のレ
イヤーで連携して成立するものでもある。ここか
ら、誰とどのように連携するかという「パートナ
ーリスク」が存在し、それをいかに克服するかが、
PPP の成功にとって重要であることが分かる。
経済開発
段階

低
（初期）

高
（後期）

事業リスク

高

低

写真 1．ラグナダ市長（右）と著者
（出典：ブトゥアン市庁舎で 2017.6.5 撮影）

官と民の
役割

官

民

ODA／公共事業

民間事業
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Report”
．
 Philippine Statistics Authority（PSA）“Filipino Families in
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手法
PPP

図 2．経済開発段階に応じた官民の役割分担
（出典：著者作成）
5. おわりに
日本政府は今、3 つの重点分野を基本方針に、
フィリピンに対する援助を実施している。その 1
つが「ミンダナオ島における平和と開発」である。
一方、ミンダナオ島の真の発展は、政府の資金
だけで実現するものではない。前述の通り、民間
がリスクを取りにくい開発の初期段階には政府
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1
Since 1996-2006 Nepal has faced the home conflicts, so called people revaluation done by Maoist, 17000 people have
killed and many people have displaced effect of conflict between the royal army and opposition. Many people leave
their place of origin and become homeless took shelter in capital Kathmandu to secure their lives.
1
Since 1996-2006 Nepal has faced the home conflicts, so called people revaluation done by Maoist, 17000 people have
killed
2 and many people have displaced effect of conflict between the royal army and opposition. Many people leave
The global Multidimensional Poverty Index (MPI) is an international measure of acute poverty covering over
their
place
of origin and
becomeIt homeless
took shelter
in capital
Kathmandu
to secure
their lives.
100
developing
countries.
complements
traditional
income-based
poverty
measures
by capturing the severe

deprivations that each person faces at the same time with respect to education, health and
living standards. (Global MPI 2017.oxford poverty human development initiative(OPHI)

deprivations that each person faces at the same time with respect to education, health and
living standards. (Global MPI 2017.oxford poverty human development initiative(OPHI)

2
The global Multidimensional Poverty Index (MPI) is an international measure of acute poverty covering over
100 developing countries. It complements traditional income-based poverty measures by capturing the severe
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1

1

2.

Microcredit contribution for women
empowerment in Nepal and other countries
of the Asia.
3.
Relationship between the microfinance
international migration from Nepal and its
socio-economic impacts of a country of
origin.
Development of microfinance Concept
History of the microfinance looks, back to the 16th
/17th century. Microfinance in Asia has the much
longer history than Europe and another world,
although little is documents. (Seibel and Damachi
1982) mention Arisan in Indonesia, hui in China,
`chit funds` in India or Paulwagana in the
Philippians. The concept of microfinance is not
new; microfinance has emerged in Europe to
response the tremendous poverty since the 16th
century, Savings and credit groups that have
operated for centuries in the form of self-help
mechanism like fund and charity (Seibel 2005). In
the middle of 1800 theorist, Lysander Spooner has
conceptualized the benefits of small credit.
Likewise, Friedrich Wilhelm Raiffeisen founded
the first co-operative lending bank support to the
farmer in rural Germany in 1800 (Seibel 2005).

extreme poverty situation. Social collateral or
group lending is the most important aspects of the
microcredit obligate the group member responsible
each other to receive the group lone and repayment
of the installment (Wenner 1995 and James C Baru
and G M Woller 2004).
"Microcredit refers to small loans; microfinance
provision is the wide range of the poor`s financial
service requirements, including credit, savings,
insurance, and remittance management. (David
Hulme and Karen Moore 10 March 2006).
Microfinance is a financial service practicing in
different developing and developed countries. It is
a rural bank providing saving, credit, insurance and
the remittance services as well as replacing the
informal finance services in the rural area. Ann
Marie M.B. (Shimon Forster University Canada
2011) argue that most of the microfinance in Nepal
seen as same but all of them they have the different
delivery system. She concludes that still now the
microfinance services have not reached in the rural
area where poor of the poor are living. Jonathan
Morduch 2002 critically state that most of the
microfinance program do not serve poorest.
However, there are some institution that do, the
evidence indicate the poorest can definitely
benefits from microfinance in terms of increased
the income and reduced the vulnerability

The traditional type financial trend has changed in
modern microfinance concept was developed by
Professor Yunus. He has established microfinance
in Bangladesh, could call the microfinance
revaluation around the 1980/90 (Banker to the
Poor1999). It has changed the concept of
microfinance and microcredit in the world. David
Henley and Aditya Goenka state that informal
financial services money lender pawnbroker,
commodity traders, shopkeepers' landlord, patrons,
borrowing with friends and family informal system
has replaced by the microfinance with the
emergence of Grameen bank revolution (Routledge
2010 p.1).

Microfinance in Europe emerged for support
tremendous poverty 16th century than then the
microcredit concept was started. Microcredit has
been being a tool for community development and
poverty reduction tools for the developing poor
third world countries. (Robinson M.S. 2001) argue
that microfinance matter for two reasons. first, it
provided the financial services that may need to
expand and diversify their economic activities, to
increase their income and improve their lives.
Sustainability is another challenge of microfinance
in the world. In19th-century lone fund in UK and
Germany and Italy were disappeared additionally
James C Baru and GM Woller mention the
subsidize microfinance intuition are more fragile
than the other.
Microfinance model
Figure -2

Why Microfinance?
"Credit is the human right that should be treated as
a human right. If credit can be accepted as a human
right, then all another human right will be easier to
establish." (M Yunus 5 April 2011 P Mader
Routledge 2015) Microfinance has various
definitions but the fundamental concept of
Microfinance and microcredit are the financial
services of the rural and low-income or financially
excluded people. (James C Baru and G.M. Woller
2004) claim if microcredit required physical
collateral for borrowing, most of the microfinance
clientele would be unable to participate due to their
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with "Target group "and then prof Yunus has
conceptualized the "peer monitoring group" which
has 4/5 individual meet weekly for repayment lone
installment but gender wise mixed group. The
group faced some err than Yunus organize has the
gender-based group that is a successful method has
got top success in Bangladesh (Hasan 2004).
Called Grameen project in 1983 has grown up
rapidly.

• Microfinance in Bangladesh

Traged group

4-5 individual

Social collateral

for saving

Peer group

Subsidies by
Government and
the NGO,INGO

Female member

For receive loan

Weekly meeting

For repay the
installment

Support in
community
development
and poverty
reduction

Group discussion

The idea of Grameen bank developed by M. Yunus
has replicated all over the world but every country
has their own style for utilizing the microfinance
(Robinsons 2001) explain that the best known of
the early microcredit model is poverty lending
approach pioneered at Bangladesh `s Grameen
bank and elsewhere that approach first made the
world aware that poor people can be good credit at
risk.
One of the most popular community-based
development programs is Thailand community
development
organization
(Somsook
Boonyabanhca).
A
popular
community
development mechanism in Thailand conducting
by CODI (Community organization development
institute) and ACHR (Asian collation for housing
rights), it is called Urban Poor Development Fund.
It is a powerful development mechanism allowing
poor communities to organize themselves in the
saving group and improve their financial and
managerial capacity having lone (CODI). Somsook
Boonyabanhca is the head of CODI state that, since
the formation of CODI the new approach for
community development was formed. It has some
fund utilize for urban poor organizing the saving
and credit group.

Microfinance in Nepal
Nepal is adopting the microfinance since a long
time, in 1956 with the opening of Credit
Cooperatives in Chitwan Valley to provide loans to
re-settle the victim of the flood. Then gradually
microfinance has expanded in Nepal. There are
many different microfinance institutions has been
existing in Nepal for support the poor and lowincome group in different forms. (1) cooperative
model (2) small farmer cooperative model (3)
Grameen bank model (4) self-help group model
(co) (5) village bank model Latin American model
to promote the microcredit central bank of Nepal
obligates to commercial and development bank 5 to
10% of their deposit liabilities must invest in the
small sector means the micro level income
activities.
Figure -4
Microfinance in Nepal

Cooperative
model

Community
network

Group
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Figure -3
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Common features of microfinance
Provided the financial services( excluded groups)
Support in Eradicate the poverty
Empower and accessibility of low income people
Develop community network ( through
microcredit)
Making entrepreneur the rural poor

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

UNIVERSITY
COMMUNITY
DEVELOPMENT
COMITTEE

Small farmer
cooperative
model

Microfinance in
Nepal

DEVELOPMENT
BUDGET

The group formation link to the poor people in a
community, led by them and program design by
them. (Hasan may 25-2004) state that in the
beginning in Bangladesh microfinance has started
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Upendra Sakya (MFI lumanti Nepal), explain that,
Fundamental requirements is must involve in
saving groups, should be a member the groups then
began to save (minimum 3 months) could receive
the credit form group. Since 1956 with the opening
of Credit Cooperatives in Chitwan Valley to
provide loans to re-settle the victim of the flood
from different parts of the country (Shankar Man
Shrestha 2009). In 1960 first credit and cooperatives has established primarily intended to
provide credit to the farmer for increase the
agriculture and animal husbandry.

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

Research methodology
The research method would be descriptive as well
as adopt different tools technique to collect
necessary information. The research would focus
on qualitative and qualitative research method ,
Participation observation, of microfinance
institutions in Nepal conducted by lumanti Nepal
and conduct a questionnaire survey, and review the
existing literature would be the main technique.
Microfinance for community development and its
relation to migration is an existing topic so, using
different tools and method the paper would catch
the research objective.
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ミャンマー・インレー湖における環境悪化要因の分析と住民主体の循環型環
境改善手法の構築に関する研究報告
国際共生社会研究センター リサーチアシスタント
大学院国際地域学研究科 博士後期課程
柴田 京子
The research report on analysis of factors causing environmental deterioration of Inle Lake,
Myanmar, and establishing the sustainable system for environment improvement by local
initiatives
1. はじめに

の効果的な環境改善活動が行われているとは言

ミャンマー連邦共和国、シャン州南部に位置す

えない状況にある。

るインレー湖はミャンマー有数の観光地であり、
ユネスコ・エコパークにも指定され、国際的にも

3．研究の目的

注目されている地域である。しかし、近年水質汚

インレー湖環境の悪化の要因を科学的、社会的

染や森林破壊、ゴミ問題など湖を取り巻く環境の

に明らかにした上、それに対する様々な対策を検

悪化が指摘されている。この度、三井物産環境基

討し、組み合わせることで対策の最適解を導き出

金の助成により 3 年事業として、東洋大学国際社

し、インレー湖における「住民主体で実践的な循

会共生センターと特定非営利法人・地球市民の会

環型環境改善手法を構築すること」を目的とする。

の協働でインレー湖環境問題解決にむけて環境
悪化の原因を明らかにし、対策を検討することと
なった。本論では、本年度の事業・研究内容、特
にプロジェクト対象村の住民の環境意識、生産活
動及び経済水準に関して報告する。
2. 研究の背景
インレー湖は湖上生活を営む民族であるイン
ダー族が古くから生活の場として利用してきた。
しかし、近年人口増加や生活様式の変化、農業生
産方法の変化が湖に大きな影響を与えていると

写真.インレー湖水上生活者の様子

言われている。具体的には、住民による生活排

(出典：筆者撮影 2017.6.8)

水・汚水の垂れ流しや栽培用肥料の過大投入、ゴ
ミの投棄による水質汚染の進行、富栄養化による

4．事業・研究の内容

水草の繁茂や土砂の流入による湖底上昇による

本事業・研究は以下の５つを柱として実施する。

湖内の舟運障害、水質悪化による住民の健康被害

1)インレー湖の環境に関する調査・分析

等である。このような問題の解決には、水質目標

①水質実測

等、各種の改善目標を設定し、それに向けたハー

②水を起因とする疾病、水系性感染症などの有無、

ド・ソフト対策を多面的に実施していく必要があ

罹患率の調査

る。しかし、現状では水質や環境に関するデータ

③インレー湖周辺住民の排水量と水使用量、土砂

や住民の環境意識などに関するデータは皆無に

流出量の把握

等しく、自然環境や社会状況の実態に即した形で

2)住民の環境に関する意識に係る調査・分析
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3)環境改善対策に係る代替案の検討
4)パイロット事業の実施を通じた実証分析・評価

チェーポウコン村

5)インレー湖の環境改善モデルの提示
以上で明らかになった環境・社会・経済面からの
研究成果を基に、「住民参加型で実践的な循環型
環境改善手法であるインレー湖モデル」を提示す

ペインネゴン村

る。
5．事業・研究の進捗

ボーミャ村

筆者は「パイロット事業の実施を通じた実証分
析・評価」部分を担当した。パイロット事業実施
あたり、3 か年計画の 1 年目としてインレー湖畔
に位置する村 3 村を選定した。3 村の内訳は植林

図2 インレー湖と活動地及び事業実施地

実施村としてペインネゴン村とボーミャ村を選

出所：

定、植林村兼有機栽培指導実施村としてチェーポ

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

ウコン村となっている。これら 3 村において、以

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

下の活動を実施した(図 2)。

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

【植林活動】

!3d20.5862914!4d96.9101806

活動場所：ペインネゴン村、ボーミャ村、チェー
ポウコン村

6．パイロット事業村における環境への意識

・12,715 本の植林

チェーポウコン村は、インレー湖西岸に位置す

・環境研修の実施
【農業・環境研修の実施】

る村である。同村は陸上の村であるが、水上生活

活動場所：チェーポウコン村

者の中で大きな割合を占めるインダー族が住民

・循環型農業研修の実施(3 回)・・・有機栽培法、新規

の73％を占めている。

作物の紹介、新規作物の栽培方法指導

環境への意識を把握するため、チェーポウコン

・環境保全研修の実施(1 回)・・・インレー湖土砂流入

村の住民142名に対し、以下の4項目についてアン

の現状、モリンガの有効性について

ケートを実施した。

【環境への意識調査の実施】

1． インレー湖で起こっている環境問題につ

調査場所：チェーポウコン村

いて何を知っているか。

・インレー湖環境汚染に関する意識調査

2． 環境保全のために自ら行動をとっている

【産業関連データの収集】
調査場所：チェーポウコン村

ことがあるか。また、あるとしたら具体

・農業・畜産業の生産及び所得調査

的に何をしたか。

表 1 2017 年植林実績(本)
モリンガ
コーヒー
ライム
アボガド
マンゴー
ドラゴンフルーツ
タマリンド
その他
合計

2017年植林実績(本)
ペインネゴン
チェーポウコン
600
700
1500
100
500
800

2100

2100

3． 今後環境保全のために、何ができると思
うか。

ポーミャー
1500

2120
2235
550
1750
360
8515

4． 循環型農法を知っているか。
結果は表2のようになった。この結果から住民
のインレー湖環境保全に対する意識が低いこと
合計
12715

がわかる。環境保全のために自ら植林をするなど
行動をとっている人が多い。一方、自らがインレ
ー湖畔の村に住んでおり、生活がインレー湖環境
に直結していると自覚している村民が少ないこ
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7-2.栽培作物

とがわかった。また、この村には住民組織である
「林業委員会」が存在し、植林に関しては林業委

両村とも米が最も多く栽培され、南村では次に

員会の主導で行われている。聞き取り調査による

ニンニク、トウモロコシという順になった（表4）
。

と、植林活動は「林業員会のメンバーもしくは村

北村では米に次いで豆類、トウモロコシ、ニンニ

長に言われて」実施したもので、村民の自発的な

クとなった。豆類はヒヨコマメ、大豆、白豆を栽

活動ではないことが確認された。 循環型農業に

培していた。農地で生産している作物はこの4種

対する認知度はさらに低かった。このことから今

のみに限られ、他は家の敷地内で自家消費用野菜

後パイロット事業の実施にあたっては、住民対象

がわずかに栽培されているのみであった。

の循環型農業研修を実施し、循環型農業の認知度

表4

を高め、実践者を増やしていくことが課題となる。
表2

南村
北村

チェーポウコン村における環境意識調査結果

チェーポウコン村における環境意識調査結果
1 インレー湖で起こっている環境問題について何を知っているか。(複数回答可)
知らない
136
木が減少している
9
天候不順
5
農薬による水質汚染
1
土砂流入
1

総作付面積に占める各作物の比率(％)

米
81.48
71.70

ﾄｳﾓﾛｺｼ
8.81
13.33

豆類
0.00
14.22

ニンニク
9.72
1.19

出所：筆者作成

8．調査村の世帯所得の状況
8-1.平均世帯所得

2 環境保全のために自ら行動をとったことがあるか。
ある
ない
あるとしたら、具体的に何をしたか。(複数回答可)
木を植えた
共有林の見回り当番に行った
山焼きをしないようにした
ゴミ拾い
3 今後環境保全のために何ができると思うか。
木を植える
共有林の見回り当番に行く
わからない・何もできない
環境保全に関する知識を広める
ホテイアオイを引き上げる

124
18

表5は、各村の平均世帯所得を農業自営、農業

114
62
2
1

労働所得(日雇い)、非農業所得、非農業労働所得

110
63
25
1
1

南村と北村を比較すると、南村は農業自営が最も

(日雇い)に分けて示したものである。
大きな収入源となっている。一方、北村では非農
業所得が最大の収入源となっている。これは、南
村のほうが農業自営を主な所得源としている世

7．調査村における農業・畜産業の概況

帯の比率が高いということを反映している。

循環型農業普及のパイロット事業を実施する
にあたり、対象村の農業畜産業に関する調査を行

北村では農業所得比率が低い分、非農業所得の比

った。この調査結果は事業効果をはかるためのベ

率が高くなっている。たとえば、伝統的な菓子作

ースラインデータとなる。

り（35世帯）、竹笠作り（37世帯）の他、ニャウ

7-1．土地利用

ンシュエ町での飲食店スタッフ、店舗経営、機械

平均農地経営面積をみると、南村が水田2.74エ

整備、洋裁など多岐にわたっている。また、北村

ーカー、畑1.57エーカー、北村が水田2.47エーカ

にはタイへの出稼ぎ者からの仕送りがある世帯

ー、畑1.3エーカーとなっている。基本的に水田・

も1世帯見られた。

畑地とも作付けは年間1作のみで栽培終了後は休
8-2．作物別所得

閑させる。農業経営世帯93世帯のうち農地所有世

表6は両村で作られている作物別の所得を示し

帯は84世帯、農地を借りて経営している世帯は9

ている。米の所得を見ると北村と南村の間で差が

世帯であった。

表 3 標本農家の平均土地所有と平均経営規模(エーカー) 見られる。この理由としては以下の二つが考えら
農地所
有世帯
南村
北村

24
60

農地所 農地経
有面積 営世帯
3.41
2.75

28
65

農地経営面積(エーカー)
水田
2.74
2.47

畑
その他
1.57
0.50
1.30
0.00

合計
4.81
3.77

総作付
面積
3.12
2.60

出所：筆者作成

れる。一つ目は、エーカー当たりの収量の違いで
ある。南村47.3バスケット(1バスケット=約21㎏)
に対し北村42.5バスケットであった。二つ目はエ
ーカー当たりの投入資材経費の違いである。農薬
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9．今後の予定

及び化学肥料の経費が南村は約15万6,000チャッ
高くなっている。

今後、以下の活動を実施する予定である。
【植林活動】

トウモロコシの所得は両村ともに非常に低い。こ

活動場所：ペインネゴン村、チェーポウコン村他

トであるのに対し、北村は17万4,000チャットと

1 村程度

の理由としては、収穫直後の収穫物が一番多い時

・10,000 本の植林

期に中間業者が買い付けに来るため、栽培農家は

・環境研修の実施

ほぼ最安値の価格で販売しなければならないこ

【農業・環境研修の実施】

と、F1種であるため毎年種の更新をしなければな

活動場所：チェーポウコン村

らない上に値段が高いことが挙げられる。

・ワークショップの開催(1 回)・・・インレー湖水質状況

豆類は北村でのみ栽培されており、北村の米所得

の共有、循環型農業の実際を紹介

よりも多くなっている。しかし、栽培初期(雨季

・循環型農業研修の実施(3 回)・・・有機栽培法、新規

の終わりから乾季にかけて)に潅水が必要である

作物の栽培方法指導

ため、灌漑が整った畑でのみ栽培可能である。そ

・環境保全研修の実施(1 回)・・・インレー湖環境汚染

のため栽培世帯は17世帯と少ない。

の状況
活動場所：ニャウンシュエ町

ニンニクは、所得は高いものの乾季に潅水が可能

・ワークショップの開催(1 回)・・・インレー湖水質状況

な畑でのみ栽培可能なため、栽培農家が限定され

の共有、サステイナブル・ツーリズムについて

る。そのため、栽培世帯は両村合わせて8世帯と

上記の研修実施の他、チェーポウコン村で実践中

少ない。

のパイロット事業において、循環型農業の成果物
の共同集荷・出荷を進めていく。

表 5 平均世帯所得(チャット)

南村
北村
両村
世帯分類別
南村
農家
農地経
非 営有
農 農業労
家 働者
非農業
北村
農家
農地経
非 営有
農 農業労
家 働者
非農業

非農業労働
所得
(日雇い)
224,431
18,281
833,429
238,836
696,190
189,134

農業労働所 非農業所
得(日雇い)
得

農業自営
744,900
417,334
491,151

17,930
223,836
177,435

851,314

290,000

以上を進めながら、インレー湖周辺地域におけ

合計

る循環型農業の普及・実践がどの程度住民の生計

1,005,542
1,713,435
1,553,910

向上に貢献することができるのか、また植林も含
む活動及び研修が環境負荷軽減に貢献できるか

0

0

0

1,060,000

0

175,000

18,964
0
0
891,000

0

1,160,279

0

を検証していく予定である。

0

195,000

1,255,000

-

1,066,000

740,006

135,565

175,947

39,452

1,090,969

26,360

360,000

740,647

166,667

1,293,673

0

509,286

179,000

263,571

951,857

0

214,742

1,027,165

159,613

1,401,520

出所：筆者作成
表 6 平均作物所得(チャット/エーカー)
米
南村
北村

266,142
229,580

出所：筆者作成

ﾄｳﾓﾛｺｼ
豆類
その他
42,784
0
930,192
48,471
370,756
2,038,000

(暫定的推計結果により作成)
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Ⅱ．持続可能なビジネス

１．活動概要

平成 29 年度国際共生社会研究センター 研究概要

活動概要 持続可能なビジネス
国際共生社会研究センター テーマコーディネーター（持続可能なビジネス）
大学院国際地域学研究科（国際学部） 教授
北脇 秀敏
Sustainable Business Annual Report
1. はじめに
(1) 研究のねらい
持続可能なビジネスは、開発途上国が貧困や格差等の社会的な問題を解決し、内発的かつ持続可能な発展
を遂げるためには援助漬けの状態を作り出す のではなく、地域にその利益を還元できる ビジネスを創発する
ことが求められている。しかし、現状では先進国へ利益が還流して しまうスキームを導入し、貧困から脱却でき
ない事例が多く報告されている。ここで、研究センターとして産学連携でビジネス創発の研究をするにあたり、た
だ産業側の意向に沿う形での研究を推進するのではなく、真に開発途上国にその利益を還元することが求めら
れている。そのビジネスを一過性のものにするのではなく、持続可能に発展で きるためには、産業側、先進国
側に倫理と社会的責任を問い続けなければならない。そ こで、ビジネスセクターでは、所属全研究員がそれぞ
れの研究フィールドの中で、特に観光開発の現状においての倫理と社会的責任を統一テーマとして研究を推
進して行く所存である。
2. 本年度までの活動
(1) 新しい研究員の着任
持続可能なビジネスの研究促進のため、以下の研究員が新しく加わった。
石井晴夫：公共経営論、公益企業論
北脇秀敏（国際貢献から持続可能なビジネス）：環境衛生
花木啓祐：環境学、地域環境学
眞子岳（国際貢献から持続可能なビジネス）：開発途上国における水・衛生とビジネスに関する研究
松行輝昌（国際貢献から持続可能なビジネス）：村落部におけるソーシャルビジネス
松島恭範（国際貢献から持続可能なビジネス）：一村一品
(2) 国際シンポジウム「開発途上国における水道事業体の収益確保を目指した技術協力と水ビジネスの展開
――第１回 無収水対策を中心として――」（2018 年 2 月 19 日）
国際シンポジウムを東洋大学白山キャンパススカイホールで実施した。基調講演者として日置 潤一氏（厚生
労働省医薬・生活衛生局水道課水道計画指導室長）「わが国水道事業の現状と海外展開へのサポートについ
て」、松本 重行氏（ＪＩＣＡ 地球環境部次長）「JICA による無収水対策への取組みについて」、土田 泰秀氏（東
洋計器(株) 代表取締役社長）「水道におけるスマートメーター開発・導入の現状と展望」にご登壇頂いた。また、
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北脇 秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）、小平 基晴氏（東京都水道局 企画
調整担当部長）、富井 孝氏（横浜市水道局 事業推進部長）、間宮 健匡氏（(株)日水コン 取締役、海外本部
長）、西澤 昭夫氏（東洋大学経営学部教授、東洋大学産官学連携推進センター・副センタ―長）がパネリストと
なり議論を行った。
(3) 研究員による個別研究
本年度の研究員による個別研究の主たる成果は次の通りである（今年度着任した研究員および国外に滞在し
てる研究員の報告は割愛）。
①

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

へのアクセス率を向上（ターゲット４：すべての人に対する、持続可能な水源と水と 衛生の確保する）
に寄与するために研究を行っている。さらに、現在は途上国における水供給におけるビジネスと適正技
術についても研究をおこなっている。日本のビジネスの、特にメーカー業界では難しいことではあるが、
リバースイノベーションやスペックダウンなど、最高の技術ではなく、現地に適した水供給の必要性に
ついて企業と連携して研究している。
②

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

インレー湖湖水の水質と周辺住民の水使用形態の概要把握を行った。インレー湖の水質については、
１）場所により濁度に大きな違いがみられる、２）多様な形態の生活排水の湖水への流入がある、３）
地域によっては工業廃水が流入している、ことが観察された。水使用形態については、１）電力インフ
ラの普及により、多くの地域で引水による安全な飲み水が確保されている、２）経済状況により雨水な
どの原初的な飲料水の確保に留まるケースも見られる、３）多くの家庭では湖水で洗濯を行っている、
３）引水によるシャワーを持つ家庭も多いが、経済状況により湖水で水浴びをするケースも見られる、
ことなどがわかった。
③

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

クト支援農村企業の経営動向を事例として －」（リサーチアシスタント 松島恭範）
今年度実施した研究活動につて、①アフリカ中小企業振興や一村一品運動に係る資料収集・整理、②
ケニア農村零細企業に係る収集済データの整理・分析、③国際開発学会を始めとする、関連学会への参
加・情報収集、④第 28 回開発学会での口頭発表、が挙げられる。この他、国際共生社会研究センターが
展示参加した「環境展」での展示支援（５月）、同センターが中心となって開催された、国際シンポジウ
ム開催支援（１１月）
、国際開発学会第 28 回開催支援（１１月）など行った。
3. 次年度に向けて
次年度の活動としては、2 月に実施したシンポジウム「開発途上国における水道事業体の収益確保を目指し
た技術協力と水ビジネスの展開――第１回 無収水対策を中心として――」の第 2 回目に位置する「適正技術と
水ビジネス」（案）を計画している。本シンポジウムでは、産学官が連携し実務と研究が共同して国際貢献（民間
ではビジネス）ができるきっかけを作り、より良い世界を形成することを目指す。
研究員による個人研究は現在少ないが、2018 年 2 月に実施した、シンポジウムを皮切りに、企業との共同研
究を視野に入れながら、持続可能なビジネスと国際貢献について、論文や口頭発表を公表していく。
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平成 29 年度国際共生社会研究センター 研究概要

開発途上国における水・衛生とビジネスに関する研究
国際共生社会研究センター

研究助手
眞子岳

A Study on Water Supply and Hygiene for Business in Developing Countries
では、現地 AEON に商品を販売するまでに至っ

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

た。

している。特に筆者は、安全な水供給と適切な衛

これらのことから、商品のエクスパンションは

生施設へのアクセス率を向上（ターゲット４：す

実施年数に関係なく、現地のニーズや商品の価格

べての人に対する、持続可能な水源と水と 衛生

が大きな影響を与えているいうことが推察され

の確保する）に寄与するために研究を行っている。

る。消毒剤入り石けんは、泡石けんにすることに

筆者はこれまでバングラデシュ、カンボジア、

より１回分の石けん使用量を少なくすることが

ミャンマー、ネパールにおいて安全な水供給手法

でき、価格がニーズとマッチングしていたと考え

の研究を実施してきた。バングラデシュとカンボ

られる。バングラデシュのケースでは、紫外線照

ジアでは、主に地下水ヒ素汚染地域での水供給に

射より煮沸を好む「習慣」が根付いており、ビヘ

ついて研究を行い、ミャンマーでは中央乾燥地域

イビアチェンジによるする時間や、価格がマッチ

にて研究を行ってきた。前者は国内における水量

ングしなったのだと考察される。これらをより細

の絶対値が高く、河川や雨水などが豊富に存在し

かく分析し、研究を進めて行きたい。

ているが、後者全く水資源がない地域であり、水
3. ミャンマーでの研究

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

8 月 27 日から 8 月 31 日の期間、ミャンマー連

地方での地震発生後の水供給手法についても継

邦共和国のインレー湖における水質環境及び湖

続的に研究をおこなってきた。以上のように、ア

上住民の水使用形態について調査を行った。本研

ジア地域での研究を実施している筆者であるが、

究センターの「持続可能なビジネス」グループは、

各研究地については、以下のように研究が進んで

「国際貢献」グループと共インレー湖を研究して

いる。

おり、本調査では松行客員研究員（大阪大学）と
現地調査を行っている（松行研究員の研究報告は

2. バングラデシュ、カンボジアでの研究

和文 43 号に掲載）
。

バングラ デシュ および カンボジ アでは 主に

ミャンマーのシャン州タウンジー県ニャウン

BOP ビジネスの可能性について研究をおこなっ

シュエ郡区にあるインレー湖は、国内外問わず多

ている。

くの人でにぎわっている観光地のひとつであり、

バングラデシュでは、以前 JICA BOP 案件で実

非常に注目されている観光地である。そのため、

施していた、紫外線照射機による水浄化装置の普

観光開発が進み、ホテルや飲食店などが次々に建

及について研究を継続している。本研究では、紫

設され、環境との共存ができなくなっている。特

外線照射機のエクスパンションまではできず、使

に、山の野焼きや森林伐採により、傾斜面にある

用による効果測定と分析に留まった。

土砂が雨によりインレー湖に流入し、インレー湖

一方、同期間実施していたカンボジアにおける

の水位が低くなっている問題がある。水位が低く

消毒剤入り石けんの普及に関する BOP ビジネス

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

施した。流入地点のニャウンシェからインレー湖

上水位が低下しないように現地住民は、インレー

の南までの約 20 ㎞の距離を、2km 未満の間隔で

湖潜り、底から砂をかき出し、堆積した砂を船に

水質調査を実施した。

積み運んでいる。これは、一艘や二艘のみでは効

水質調査項目は、化学的酸素要求量（COD）、

果はあまりないと考えられる。

溶存酸素（DO）
、濁度、pH などを深度別に実測
し、雨期と乾期による水質と水位の変化について
実測をおこなった。以下に調査結果を記す。
3-1 調査結果
1) インレー湖全体の水質状況
インレー湖では乾期の時期は、観光客も多く訪
問しており、移動手段として利用される船の数も
雨期とは異なる。船にはディーゼルエンジンモー
ターが付けられており、インレー湖の水を掻き混
ぜながら通行していると考えられる。そのため、
水位が浅い表層部分では、比較的 DO が高い数値

写真１：インレー湖調査風景

を示していた。
今年度の調査では、インレー湖内を約２km 圏

化学的酸素要求量（以下、COD 濃度）と溶存

内毎に 30 か所水位を調査し、雨期と乾期との差

酸素量（以下、DO 濃度）
、濁度の調査より、イン

を明らかにした。雨期と乾期では、前者の方が約

レー湖中心部より街からの流入地点での水質が

１m 水位が高く、豪雨による土砂の流入も確認し

比較的悪く、街からの汚染があることが確認され

た。山々に囲まれているインレー湖への土砂の流

た。人口が多いと思われるニャウンシェからの南

入は、筆者の短い調査期間でさえ、何度も見られ

へ流れており、濁度が低いインレー湖中心部で希

たことから、雨期の土砂の総流入量は非常に多い

釈されることが目視で確認された、また湖畔が狭

と考えられる。

くなっている南側では濁度が悪化していた。

この土砂の流入を防ぐために、土砂流入防止策
や、土砂堰堤のようなものを設置する必要がある。
高価なものは造ることが難しいことから、現地に
適した技術（適正技術）が重要である。現地住民
に経済的負担が少なく実施できるのは、流入前に
穴を掘り、土砂の沈殿池を造ることで多少の流入
量を軽減できると考える。今後このようなことが
実施できるかどうか現地住民と話し合いを行い
ながら、対策を考えていきたい。
図１：COD 濃度分布*

インレー湖の水質汚濁の原因解明のために、乾
期および雨期において水質調査を中心とした調

注）白色：0-8 mg/L 、水色：9-10mg/L、黄色：

査を実施した。調査期間は 2017 年６月 5 日から

11-15mg/L、赤色：16-20mg/L

13 日と８月 27 日から 31 日の現地調査を実施し
た。
水質調査はインレー湖に流入し、負荷量が高い
と思われる北東部のニャウンシェの河川から実
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ており、インレー湖への流入量が多いことが確認
された。また雨期では降水量も多く、濁度の数値
も低いことを確認した。COD については雨期よ
り乾期の方が高く、DO については低い数値を示
していた。
今後これらのデータを用いて水質汚濁の分析
を実施する予定である。
4. ネパールにおける研究
*平成 28 年度報告書を一部引用

図２：DO 濃度分布

ネパールに関する研究は、2015 年に発生した

注）白色：9mg/L 以下、水色：6-8mg/L、

ネパール大地震による仮設テント地域における

黄色：3-5mg/L、赤：0-2mg/L

水の供給と衛生状態の研究を実施している。今年
2）雨期と乾期による水質状況の変化

度は現地での調査を行っていないが、関係各所と

インレー湖では、約 30 地点で水質調査を実施

連絡を取り合い、復興の進捗の確認をおこなった。

した（調査時期の水位によって計測不可能の地点

地震後は、被災地へ水給水や衛生施設の提供は、

あり）
。水位は雨期の方が乾期より約 1m 上昇し
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図３：インレー湖における乾期と雨期における水質比較
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ら 1 年が経過した 2016 年の段階では、 援助に頼

化や習慣といった、現地に根付いてるビヘイビア

るのではなく、自助・自立が可能な段階までもっ

に沿ったものが適切技術である。この適正技術は

ていく必要がある。これは内発的発展の手法が重

ハイスペックものも使いようによっては、適正技

要であり、さらに持続可能性を考えるうえで必要

術となるが、サプライドリブンになっているもの

なことである。そのためには、援助、つまり国際

が多く、ハイスペックな技術を提供しすぎていこ

貢献手法とビジネス手法について研究する必要

とが多い。今後は、サプライドリブンではなく、

がある。

ディマンドドリブンの考えを持ち、現地の文化・

さらに内発的発展や、持続可能性を考える上で、 習慣に適切なものが重要ではないだろうか。
対象者自身が自分達で発展して行こうという意
思や意欲を与えるような国際貢献が重要である。

5. 今後の研究

つまり、それは我々が介入しなくても、自分達で

本センターで実施してきた研究を取り纏め、論

維持管理できるようにするための人材育成と考

文を執筆していく。また持続可能なビジネスグル

える。そのため、対象者の多くは開発途上国内で、

ープとして、産学官連携による実務と研究が共同

貧しい地域に住んでいることが多いため、意思や

した国際貢献を実施していき、民間によるビジネ

意欲を向上させるために収入向上などの、目で見

スを用いた持続可能な水供給についても研究を

える結果を示すことが必要であると筆者は考え

実施していく。

る。。そのために、ビジネス手法を学び人材を育

また国際貢献グループとも共同して、インレー

成すれば、内発的に発展につながり、ビジネス（商

湖の調査を継続していく。

売）を通して社会問題が解決できると考えている。
また、人材育成と同時にコミュニティの形成も
重要である。以前調査した、チョティパチ地区で
は、チョティパチ地区のキャンプサイトには、約
1,800 世帯(約 10,000 人)がテントで暮らしていた
が、現在キャンプは存在しない。本研究では、当
キャンプ地のリーダーにヒアリングをした際、キ
ャンプを管理するコミュニティの形成がいち早
く重要であると聞いた。このコミュニティを造る
ことにより UNICEF の支援（2015 年では、水質
の良い水が供給され、水量・水質と共 に適切な

写真２：当センターのシンポジウム

水が 24 時間給水の状態になった）に対する交渉

（官民学が集まり、水ビジネスについて議論して

ができるようになった。しかしながら、コミュニ

いる）

ティの運営では適切に運営できていない地域も
あり、リーダーの独裁的でかつ縦割りコミュニテ

*本活動報告は、インレー湖調査報告書（眞子執筆分）を

ィでは、配給がうまくいかず、また配給に対し資

一部使用している。

金を要求するビジネスまで横行していた。このこ
とから良いコミュニティが作られていないこと
が解る。つまり、人材育成だけではなく、コミュ
ニティ開発も重要である。
これまでの研究を総括すると、技術の普及には、
現地のニーズ、つまりディマンドドリブンによる
商品の開発、技術の開発が重要である。また、文
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ミャンマー連邦共和国インレー湖周辺環境に関する研究報告
国際共生社会研究センター

客員研究員
松行 輝昌

A study on the environment around Inle Lake in the Republic of the Union of Myanmar
1. 研究の背景

いるとされる。周辺の丘陵地帯での材木の伐採や

インレー湖はミャンマー連邦共和国シャン州

焼き畑農業は砂礫のインレー湖への流入とそれ

タウンジー県ニャウンシェ郡区に位置する淡水

による富栄養化や植生の変化を招いているとさ

湖である。表面積が 43.5k ㎡と広大な湖で古来よ

れる。このようにインレー湖の水質は周囲の環境

り、高床式の水上家屋やボートによる独特な水上

の変化とともに変化しているがその要因は複合

生活の様式がある。浮き畑農業が行われ、トマト

的である。水質の悪化が進んでいることは明らか

やナスをはじめとした野菜が栽培されている。こ

であるが、インレー湖が巨大な湖であり、学術的

のように独特な文化が発達し、風光明媚で高地に

な研究も少なく、その要因は未だ十分には解明さ

あるため気候も穏やかでインレー湖やニャウン

れていない。こうした要因の全容を解明するには

シャエ周辺はリゾート地として知られ、欧米など

大規模な調査や研究が必要になる。本研究では、

から多くの人々が訪れる観光地である。

インレー湖上で生活する人々の生活様式、特に水

近年、インレー湖の湖水は透明度が下がり、水

使用形態に焦点をあてる。インレー湖は巨大な湖

質の低下が起きていると言われる。また、湖周辺

で湖上生活を営む集落ごとの違いも大きいとさ

では樹木の大量伐採が行われ、周辺環境も悪化し

れる。特に、インレー湖の集落は職業別に形成さ

ているのではないかとされている。インレー湖の

れる傾向があるともされる。そのため、本研究で

水質悪化には以下の様な複数の要因があるので

はケースとして 2 つの集落を訪問し、水使用形態

はないかと考えられている。

の調査を行った。

１） 人口の増加
２） 観光客の増加
３） 浮き畑農業による影響
４） 材木の伐採と焼き畑農業の影響
人口の増加により未処理の生活排水がインレ
ー湖に流れ込み、それが水質を悪化させていると
考えられる。また、観光客の増加により、インレ
ー湖上や周辺にはホテルなどの宿泊施設や飲食
店などが増え、それが環境に悪影響を与えている
とされる。インレー湖上では 1960 年代から浮き

写真、浮き畑

畑による野菜の栽培が行われており、近年ではそ

（出典：著者撮影 2017．8.28）

れが大規模化している。野菜栽培のために化学肥
料が使用されており、これが水質の悪化を招いて
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２．インレー湖の生活様式
インレー湖周辺では、人々は高床式の住宅で湖
上生活を営んでいる。ほとんどの集落で、電線が
みられ、電気のインフラが来ていることがわかる。
後に見るように、電気のインフラがあることによ
り、揚水や引水が可能となり、経済力があれば、
安全な水へのアクセスが可能となる状況にある。

写真、インレー湖の電線

写真、ボートの集積場

（出典：著者撮影 2017．8.30）

（出典：著者撮影 2017．8.28）

３．インレー湖の水質
はじめに、インレー湖の水質の概況を把握する
ために湖上をボートで移動しながら目視により
水質、特に濁度の確認を行った。水質は場所によ
り、大きく異なる。ニャウンシュエの中心部に近
い、インレー湖北部にあるボートの集積場付近の
水は茶色に混濁していた。
ボート集積場から、南下し、インレー湖の中心
部に出ると水質は改善され、透明度は上がる。

写真、インレー湖中央部
（出典：著者撮影 2017．8.28）
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また、周辺の集落に入ると水質は下がる傾向に

の水質悪化を招いている可能性があることが示

あった。このようにインレー湖では場所により水

唆された。

質が異なることが確認された。

写真、織物工房集落の貯水タンク
（出典：著者撮影 2017．8.29）
４．南西部の集落
もうひとつのケースとして南西部にある集落
を取り上げる。ここでは集落の有力者が引水し、
浄化槽を持つトイレもある。しかしながら、集落
内の他の家庭では雨水を溜め、飲み水としている。
また、トイレは地上で土壌浸出型であった。シャ
ワーもなく、住民は湖で水浴びを行っている。洗

写真、インレー湖集落

濯も湖で行っている。

（出典：著者撮影 2017．8.28）
３．織物工房のある集落
まず、第 1 のケースとして、湖の南西部にある
織物工房のある集落を取り上げる。この集落では
蓮などの植物から手作業で糸を紡ぎ、それを使っ
て織物をつくっている。働き手は主に女性で、分
業で手作業と簡単な機械を使った織物工房を形
成している。この集落では、織物工房を経営する
有力者が、水のタンクを持ち、集落内の家庭に飲
料水を提供している。トイレがあり、下水は湖底
に沁みるようになっている。一部の裕福な家庭は
洗濯機を持つがほとんどの家庭では湖水を使っ
て洗濯をしている。織物工房では化学染料を用い

写真、集落有力者のトイレ

おり廃液を湖に流していた。このように、この集

（出典：著者撮影2017．8.29）

落は比較的経済水準が高く、上水を引いているが、
生活排水の一部は湖に流れ込んでいる。また、織
物工房の廃液も湖に流れ込んでおり、それが湖水
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写真、水浴び場
（出典：著者撮影2017．8.29）
５．結論
今回の調査ではインレー湖湖水の水質と周辺
住民の水使用形態の概要把握を行った。その結果、
インレー湖の水質については、１）場所により濁
度に大きな違いがみられる、２）多様な形態の生
活排水の湖水への流入がある、３）地域によって
は工業廃水が流入している、ことが観察された。
水使用形態については、１）電力インフラの普及
により、多くの地域で引水による安全な飲み水が
確保されている、２）経済状況により雨水などの
原初的な飲料水の確保に留まるケースも見られ
る、３）多くの家庭では湖水で洗濯を行っている、
３）引水によるシャワーを持つ家庭も多いが、経
済状況により湖水で水浴びをするケースも見ら
れる、ことなどがわかった。今回は数例のケース
を取り上げたが、住民の水使用形態が湖水の水質
に与える経路は多様であることがわかった。今後
はケース分析を続けるとともに湖水のマクロな
動きを追うことにより分析を進めたい。
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中国人の海外旅フォトに関するアンケート調査
国際共生社会研究センター

客員研究員

株式会社

レック

劉

蘭芳

Survey on the travel photos of China tourists
1. 中国結婚写真の現状について

と、これからも年々増加していくことを予測
される。

中国の近年における経済発展に伴い、中国の
人々の生活スタイルと生活水準は大きく変化
してきた。市場経済の発展とともに、海外旅行

その中に海外結婚写真のニーズも増やして

の旅行者数は増加しつつあり、旅行先での行動

おり、海外での結婚写真の潜在市場も拡大し

も爆買いから現地の料理やサービスなどへと

つつ行く空間も大きいと思われる。

関心も変化してきている。加えて日本 への観

中国の結婚式というと、すぐに目を引くのは
「結婚写真」である。中国人の女性は結婚写真
を撮ることに異様なほど執念を燃やしており、
もはや世界一と言ってもいいほどであると思
われる。

光旅行の動機も各地域かが有する固有の伝統
文化の体験、景勝地の訪問、特産物の購入など、
いわゆるコト を楽しむ方向へと変化してきて
いる。この背景にはネット購入の進化により、
必要な日本製は何でも中国の居住地で購入す
ることが可能になり、多くの人が身近なネット
購入を選好するようになったことが挙げられ
る。さらに、近年において中国の比較的富裕層
に属する人々の間に日々の生活の煩わしさや
仕事の負担から抜け出し、静かな場所や趣味に
よる楽しみを求めて旅に出る傾向が高まって
きている。この傾向は今後さらに拡大すると思
われる。こうしたなか、中国人の余暇生活スタ
イルも変化している。特に、中国における海外
旅行に対する需要の一分野として、海外で結婚
写真を撮影するという新たな旅行ビジネスが
注目を浴びるようになり旅行業界にとって新
たなビジネスブームの形成が予測されている。
図 1 からみると、2000 年は海外旅行者数が
1,050 万人であり、2017 年は 17 年間で 12.3

図 1 2000〜2017 年中国人の海外旅行者数の推移

倍を増加している。この増加情勢からみる

出典：中国出境研究所各年のデータにより、筆者作成
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ために、筆者は中国本土に住む東北地域や内陸
部などに住む中国人に対象としてアンケー調
査を行う。

2 ．本調査の概要と目的
本調査は、中国の市場経済発展に伴い、中国
人はますます豊かになり、国民の生活水準も変
わってきた。近年、都市近代化につれ、人々が
結婚に対する考え方・サービスの意識も変わっ
てきた。人生一度に一瞬の感動・幸せの瞬間を
残すために、今後、海外旅フォトの人々が増加
しつつあり、観光業や結婚市場にとって新しい
ブームになると推測される。お客様の需要ニー
ズに応じて、そしてお客様の要求を満足させる

これに対して今後、どのような方法で海外旅
行＋前撮りを重ねて、LA-VIE 撮影のサービス精
神を新郎も新婦も満足させるのかを本調査の
目的とする。本調査データは会社が今後皆様に
最も良いサービスを提供するために統計的に
処理され、目的以外に用いられない。

3.調査項目
以下は質問票である。

Q１ 個人に関する質問
(1) あなたの性別をお答えください。当てはまる番号に○印をつけてください。
1. 男性
2．女性
(2)あなたの年齢をお答えください。当てはまる番号に○印をつけてください。
1．19～29 歳
2．30～39 歳 3．40～49 歳
4．50～59 歳
5．60 歳以上
(3) あなたの職業をお答えください。当てはまる番号に○印をつけてください。
1．公務員
2．会社員
3．旅行業従業員
4．自営業者
5．教師
6．学生
7．退職者
8．その他
(4)あなたの平均月収入をお答えください。当てはまる番号に○印をつけてください。
1．5000 元未満
2．6000 元未満
3．7000 元未満
4．8000 元未満
5．9000 元未満
6．10000 元未満
7．13000 元未満 8．16000 元未満 9．20000 元以上
(5)あなたの現在の居住地は
Q2 あなたが、旅フォトに関する情報を収集する手段はなんでしょうか。当てはまる番号に○印
をつけてください。(いくつでも)。
1．旅行パンフレット 2．インターネット（大众点評网/微信/微搏） 3．旅行会社
4．大衆メディア
5．親戚と友人
6．観光情報センター
7．出版物(新聞、雑誌な
ど) 8．その他
Q3 あなたの海外旅行の経験は何回ですか。当てはまる番号に○印をつけてください。
1．0 回
2．1 回
3．2 回
4．3 回
5．4 回
6．5 回以上
Q4 経験した海外旅行はどんな形式だったでしょうか？当てはまる番号に○印をつけてくださ
い。(いくつでも)。
1．団体旅行
2．個人旅行
3．家族旅行
4．ビジネス
5．親戚と友人との旅行
6．研修学習
7．夫婦旅行
8．その他
Q5 海外旅フォトの中で、最も費用をかかる部分だと思われるものは何でしょうか。当てはまる
番号に○印をつけてください。(いくつでも)。
1．交通
2．宿泊
3．食事
4．遊覧
5．娯楽
6．ショッピング 7．前撮り
8.挙
式
Q6 あなたの海外旅行の目的は、主に何でしょうか。当てはまる番号に○印をつけてください。
(いくつでも)。
1．リラックス
2．好奇心
3．見聞を広める
4．ショッピング
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5．親戚や友人との人間関係を深める

6．ビジネス

7．前撮り

8．挙式

Q7 あなたが、海外旅フォトへ行けるとしたら、下記の国・地域にどこに行きたいですか。行き
たい順番に番号をつけてください。
( )日本
( ) フランス ( )バリ島
( )ニューヨーク ( )イタリア
( )グアム
( )ハワイ
( )イギリス （ ）アメリカ
( )インド
( )その他の国・地域（
）
Q8 あなたが、日本の旅フォトへ行けるとしたら、下記の中に最も良いのはなんでしょうか。
1．サービス
2．料理
3．便利さ
4．自然・環境
5．安全性
6．伝統文化
7．物価の安さ
8．その他
Q9 あなたが、日本へ旅フォトのために行けるとしたら、表 1 のロケ地・その地域の何が気にな
っていますか。行きたい地域とその地域の魅力等○印をつけてください。
表 1 フォト撮影の地域名とその地域のロケ地
地域名
北海道

ロケ地

横浜

洞爷湖，旧武四郎永山邸,中岛公园，鸟沼公园,富良野,美瑛,日出公园，彩香之里,北星
山町营薰衣草园,带广幸福站,带广公园，十胜牧场,善光寺,善光寺公园,海岸,小樽运
河,日本邮船,小樽龙宫神社
仙台ロイヤルパークホテル,石橋屋,国営みちのく杜の湖畔公園,とよま尋常小学校,
松島、炭屋台の湯
お台場公園,お台場公園(夜景),砧公園,旧前田邸,清澄庭園,奥多摩,秩父,芝公園(夜
景),代々木公園,目白庭園,旧芝離宮恩賜庭園,浅草,浅草(人力車),有栖川宮記念公園
山下公園,山の手エリア,大桟橋,七里ヶ浜,三溪園,浄智寺

千葉
金沢

稻毛海滨公园,津田沼基督教会,见滨园,检见川神社,千叶公园
東街茶屋,卯辰山,金沢市民芸術村,兼六園,内灘海水浴場,松任ふるさと館,千里浜

京都
神戸

長楽館,白川,京都府立植物園,清心庵,菊水,豊国神社,祇園・花見小路,八坂の塔,鴨
川,愛染倉,円山公園,二条苑,平安ホテル,大覚寺
淡路岛,Harbor Land, SORAKUEN GARDEN, Hokutan Beach,

福岡

マリナタウン海浜公園,福岡県公会堂貴賓館,友泉亭,楽水園,松風苑,舞鶴公園

大阪

舞洲緑地,太陽の広場,千里阪急ホテル,万博記念公園,大仙公園,大阪城,鴻池新田会
所,中百舌島八幡宮,浮見堂,若草山,菊水楼,奈良公園,和歌山生石高原と海南エリア
美美沙滩,Gangala 之谷,Kafuu 教堂,中村家住宅，知念岬公园，丰崎海滩，波上宫,美
国村,残波岬,濑底島,座喜味城迹,百名海滩,Bios 之丘

仙台
東京

沖縄

出典：筆者作成

Q10 あなたが、Q7 の日本以外へ旅フォトのために行けるとしたら、表 2 のロケ地・その地域の
何が気になっていますか。行きたい地域とその地域の魅力等書いてください。
表 2 日本以外の地域とロケ地
地域
フランス
バリ島
イタリア
ニューヨーク
イタリア
その他の
地域・国

ロケ地

地域
グアム
イギリス
アメリカ
ハワイ
インド
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ロケ地

出典：筆者作成

Q11 下記の項目の中に、あなたの海外旅フォトに障害になる項目の番号に○印をつけてくださ
い。(いくつでも)。
1．時間要因
2．旅行費用
3．出国手続き(ビザ)
4．交通要因
5．観光情報
6．旅行サービス
7．旅行安全
8．天候状況
9．健康状況
10．個人意念
11．家庭事情
12．その他の要因

4．今後の市場展開

った後、顧客に対して新たなサービスあるい商
品として情報提供を行う。

本調査から中国大陸市場を展開することで

このフローにおいて最も重要な点は情報の

ある（図２参照）
。
まず、第一ステップとしてエリアの顧客から

入手と提供である。その背後には顧客第一とい

期待するサービスや商品に関する需要につい

う普遍的な考えが存在する。また、情報の入手

て情報入手を行い、提供するサービスや商品に

と提供は表裏一体の関係にあり、顧客の需要に

ついて、他社との差別化を試みる。そうした差

対する正確な情報がなければ、顧客の関心を惹

別化の戦略の一つとして結婚式と写真撮影を

くサービスや商品に関する情報を提供できな

総合化したプランの検討を進める。続いて、第

い。すなわち、顧客を対象に実施するアンケー

二ステップとして顧客の収入面を考慮して総

ト調査などの調査結果をいかに戦略的に利用

合化プランに対する需要と価格の相対的な関

するかはサービスや商品開発の成否に関わる

係を分析する。また、価格設定には地域選択大

ことになる。

きく左右する。総合化プランと価格設定を行

図2

展開すべき戦略フロー図
出典：筆者作成
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「ケニア農村地域における小零細企業の持続的な経営手法に関する研究
－ ケニア一村一品プロジェクト支援農村企業の経営動向を事例として －」
に関する研究活動報告
国際共生社会研究センター

リサーチアシスタント

大学院国際地域学研究科

博士後期課程
松島恭範

The Prograess Report on “A study of Sustainable Business Management Methods for Small and
Micro- businesses in the Rural Areas of Kenya: Taking the Business Management Trends of Rural
Businesses Supported under the Kenyan One Village One Product Project as a Case Study”
分析によれば、その家計への貢献度は増加しつつ

1．今年度の研究総括

も、農村経済全体を変えるほどものではなく、家

今年度実施した研究活動につて、①アフリカ

計のリスク分散程度の成果との見方が示されて

中小企業振興や一村一品運動に係る資料収集・整

いる（Nagaler 2014）。しかし、こうした分析は、

理、②ケニア農村零細企業に係る収集済データの

主に各国のマクロ経済データや家計調査等をベ

整理・分析、③国際開発学会を始めとする、関連

ースにしており、農村中小零細ビジネスから直接

学会への参加・情報収集、④第28回開発学会での

得たデータを使用しているものは少ない。この先

口頭発表、が挙げられる。この他、国際共生社会

行研究の限界を踏まえ、本研究では、ケニア農村

研究センターが展示参加した「環境展」での展示

地域での中小零細企業を事例として、その実態を

支援（５月）、同センターが中心となって開催さ

明らかにし、収支、雇用、生産などの点で、より

れた、国際シンポジウム開催支援（１１月）、国

持続発展的な経営の在り方や、より効果的な外部

際開発学会第28回開催支援（１１月）など行った。

者からの支援の有り方についてモデル化を目指
すものである。
（２）研究の進め方
本研究では、2008 年からケニア産業省が実施し

２．研究成果（国際開発学会第28回全国大会 口
頭発表概要）

ている「ケニア一村一品プロジェクト」で把握さ

（１）先行研究と本研究の目的
途上国農村地域の中小零細ビジネス活動に

れた地場産業活用型の農村中小零細企業をサン
プルとして、各企業の属性（経営指標、産品、出

ついて、これまで、農村非農業ビジネス（Non-Farm

資者数、法人形態、活動場所など）や、外部支援

Entrepreneurship）
、中小零細企業（MSME: Micro

プログラムやその外部支援を提供する BDS プロバ

Small Medium Enterprise ）、 ア グ リ ビ ジ ネ ス

イダー（Business Development Service Provider）

（Agribusiness）等の切り口で研究が行われて来

の活動など分類し、その企業属性と外部支援との

ている。この中では、こうした中小零細ビジネス

関係が、企業の持続的な利益創出や雇用創出にど

に対して、生計向上や雇用促進を目的に、これま

のようなインパクトをあたえているかを明らか

で多くの開発援助機関から、多大な投入がなされ

にする。

て来ているが、その成果は限定的との見方が出て

研究に使用するデータは、ケニア 23 県で活動

きている（Page 2015）
。また、アフリカ 6 か国の

する、400 余りの農村中小零細企業の個票データ

家計調査を基にした農村非農業ビジネス調査の

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

とから、5 年が、農村ビジネス活動の一つの壁に

プを把握することを目的に、2012 年に実施された

なっていると考えられる。

「ベースライン調査」の結果（242 グループ）
、及
び、②同プロジェクトへの参画を目的に、2012 年
中に提出された「プロポーザル」に記載の情報
（244 グループ）となっている。
（３）ケニア農村中小零細企業の現状
１）企業の概要
①生産品目（図１）：手工芸品（19.5％）の割
合が一番多く、農業生産物（14.2％）、果実加工
品（9.5%）と続いているが、そのカテゴリーとし
ては、概ね 14 分野に集約される。
図２ ビジネス活動年数の分布 (n=381)

⑤ 生 産 頻 度 ： 日 常 単 位 （ 28.3 ％ ）、 週 単 位
（22.3％）で生産する企業が 60%以上にのぼり、
ある程度定期的な生産活動が見受けられる。年間
1-4 回の生産活動も 24.5％にのぼるが、これは、
農業活動を中心としたグループや養蜂グループ
など、原材料の季節性が高い生産活動が中心とな
図 1 生産品目の割合 (n=400)

っている。
⑥マーケット（販売先）：複数回答の結果とし

②ビジネスグループの組織形態：本調査は、民

て、約 90％のグループが域内と回答し、近隣だが、

間企業（Enterprise）
、協同組合（Cooperative）
、

域外のマーケットと回答した 40％と合わせて、ほ

地域住民互助グループ（Self Help Group）など

とんどのグループが近隣地域をマーケットとし

対象としているが、その割合は、互助組織 78.2%、

たビジネスとなっている。

民間企業 9.7％、
協同組合が 8.2％となっており、

⑦銀行口座の保有：ビジネス活動には現金の保

住民主体の緩やかなビジネス活動が中心となっ

管、売買の決済、融資の受け入れ等に銀行口座の

ている。

保有が必要と考えられるが、その保有率は全体

③ビジネス出資者人数と女性の割合：こうした

（n=242）の 82.2％になっている。さらに、その

ビジネス活動へは、現金、原料提供、労働提供な

保有年数について回答している 195 グループによ

どを通じた出資者が存在するが、その人数は、10

ると、その保有年数は、そのほとんどが 5 年以下

人から 30 人のビジネスグループが多くを占めて

となっている。これは、前述の活動年数の分布と

おり、地域住民が適正に運営できる人数の範囲が

ほぼ同傾向にあり、ビジネス開始と同時に銀行口

見て取れる。なお、こうしたビジネス出資者の女

座を開設していると考えられる。

性の割合について、50％を超えるグループが大半

⑧外部者からの支援（図３）：各ビジネスグル

を占め、女性が大きな担い手になっていることが

ープが、これまで受けたことが有る公的、民間を

うかがえる。

含む外部的支援について、全体の 77％が何らか支

④ビジネス活動年数（図２）
：活動期間 5 年以

援を受けた経験がある。その内容は生産技術に係

下の企業が 60％を超えているが、5 年以上の企業

る 支 援 が 一 番 多 く （ 61.0% ）、 金 融 ア ク セ ス

となるとグループ数が急減していく。こうしたこ

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

ら 30％のグループが全体の 67％を占める現状と

分野は、ベースライン調査質問票に則る）、技術

なっており、こうしたビジネスが家計の追加的な

研修を中心とした、生産技術に係る支援と金融支
援が突出している。なお、こうした支援は、ほと
んど政府機関、NGO、海外ドナーなどのプログラ
ムを通じて実施されており、ケニア農村地域にも
多く展開している BDS プロバイダー（Business
Development Service Provider）はほとんど活用
されていないことも確認されている。

図４：月額売上分布 (n=152)

収入にはなるが、限定的な効果にとどまってい
ることが分かる。
他方、こうした営業成績は業種別にも変化が
有ると考えられ、業種別の生計貢献度も計算した。
この結果によれば、100％以上を超えているのは、

図３ 支援内容回答率 (n=400)

パン、クッキー、スナックなどの粉類を使ったビ
ジネスだけになっている（しかし、これは、主原

２）企業のビジネス実績に係る調査結果
こうしたビジネスを行っている実績につい

料が域外からの購入が必要な小麦や油などが多
く含まれており、単純に売り上げで評価できるも

て、経理データから推察するが、そのビジネスの

のではないと考える）。この他、酪農組合が中心

支出項目のほとんどは、地域に還元される原材料

となっている生乳・乳製品（ヨーグルトなど）ビ

費や人件費などであることから、ビジネスの評価

ジネス、政府からの支援が大きい魚の陸内養殖ビ

として、月当たりの売上額を見ることにする。グ

ジネスが高い貢献度となっている。

ループの売上額について回答があったのは、152

また、その雇用も実績の一つと考えられるが、

グループのみであったが、月 20,000 ケニアシリ

208 グループが雇用者数を回答しており、その総

ング（約 238 米ドル ）以下の企業が大半を占め

計は 2,094 名、1 グループ平均約 10 人の雇用とな

る中、10 万シリング（約 1,190 米ドル）を超える

っている。この平均雇用者数は、組織形態によっ

グループも 12.5％存在する。この 20,000 シリン

ても変化することが想定されるが、地域住民互助

グと 10 万シリングの間に入るグループが極端に

グループ（SHG）で約 12 名（n=148）
、協同組合で

少ないことから、20,000 シリングの月売上を超え

約 6 名（n=20）
、企業で 8 名（n=30）となってい

ることが一つの壁になっているように考えられ

る。この雇用者数をどう評価するか、明確な指標

る（図４）
。
さらに、こうした売上額の解釈にあたって、
一つの指標として、月売上額を、前述のビジネス

が考えられないが、その売り上げ規模を考えると、
賃金についても僅かなものと推察され、その雇用
も不安定である。

グループ出資者数で割り、その金額が、一日あた

３）グループの問題認識に係る調査結果

りの国際貧困ラインの月額にあたる 57 米ドル

各ビジネスグループの問題認識として、運転

（1.9 米ドル/人/日×30 日=57 米ドル/人/月）に
比べてどれほどの割合となるかを、
「生計貢献度」
として計算を試みた。結果、その貢献度が 10％か
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資金や生産資機材購入に必要な「金融アクセス」
が 1 番多くなっており、
「生産資機材の整備」が 2

番目、
「市場アクセス」が 3 番目に続いている。

３．今後の研究

こうした課題を、前述の「外部者からの支援」デ

（１）論文投稿： 本年度進めたケニア農村中小

ータと対比すると、金融に係る支援が多かったに

零細企業の現状調査をベースに、統計的な分析を

もかかわらず、依然として金融支援が必要とされ

加えたうえで、学術誌への論文投稿を行いたい。

ている現状が見られる。これは、同じく、相応の

具体的には、本年度加入の「日本地域政策学会」

費用が必要となる「生産資機材の整備」が課題の

誌への投稿を考えている。

2 番目に挙げられていることからも、ニーズが高
いことが見受けられる。また、「市場アクセス」

（２）口頭発表： 国際開発学会の春季大会及び

については、その支援が少ない中、問題意識では

全国大会等で、計2回の口頭発表を目指す。

高く位置づけられており、支援者とビジネスグル

（３）現地調査： 前述のケニア農村中小零細企

ープとのニーズのギャップが見受けられる。経営

業に係る口頭発表は、2012年のデータをベースに

能力や生産技術への支援について、研修などを通

していることから、企業の経年変化の把握を目的

じて多く投入され、ビジネスグループからの問題

に、ケニアへの現地調査を行いたい。

意識も低いが、前述の営業成績を把握しているグ
ループが、400 グループ中 152 グループに留まっ
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動きも見られ始め、農村中小零細ビジネスの限界
を超える方法について、さらなる研究は必要と考
えられる。本論では議論を深めなかったが、デー
タからは、売上額や活動期間などで、平均を大幅
に超えるビジネスグループも少なからず存在し
た。今後は、こうしたベストプラクティスからの
研究に取り組みたい。
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Ⅲ．インクルーシブ・アフリカ

１．活動概要

平成 29 年度国際共生社会研究センター

研究概要

アフリカにおけるインクルーシブな開発に向けた分野横断的研究
国際共生社会研究センター

テーマコーディネーター（インクルーシブ・アフリカ）
大学院国際地域学研究科（国際学部）
志摩

准教授
憲寿

Inter-disciplinary Study for Inclusive Development in Africa
1. はじめに
(1) 研究のねらい
アフリカの現在の姿をどう読めばよいのだろうか？

近年の比較的好調な経済成長や活発な民間投

資の動向をふまえた楽観的な見方がある一方、例えば、国連ハビタットがあげる世界で最も不平等な 5
都市には、ヨハネスブルグ、アジスアベバ、ナイロビというアフリカ 3 都市が含まれるなど格差の拡大
も懸念される状況にもある。
このようなアフリカの現状をふまえつつ、アフリカの将来をどう考えればよいだろうか？ その答え
は 2 点に集約されよう。まず第一は、個別分野ではなく分野横断的にアプローチすること、そして、第
二は机上の理論ではなく現場の知恵から解を見いだすということであろう。
もちろん、分野横断的かつ現場からのアプローチの重要性は既に多くで指摘されているが、その実践
となるとあまり例を見ない。本センターにおけるアフリカ研究では、その第一歩として、開発、貧困、
国際関係、水、衛生、高等教育、都市計画・まちづくりを専門とする研究員が中心となり、アフリカ現
地調査を主として分野横断的かつ実証的な研究を進めてゆくこととしたい。
(2) 昨年度までの活動
昨年度まで活動では、研究員による個別研究と共に、国内外の実務家・研究者を招聘して国際ワーク
ショップ「Sustainable Development and International Contribution for African Countries」
（2016
年 1 月 8 日、於：東洋大学）
、国際シンポジウム「Development and Environment in Africa: Human
Resource Development on Technology and Society」
（2016 年 11 月 11 日、於：東洋大学）
、国際ワー
クショップ「Toward International Collaborative Research between JKUAT and TOYO」
（2016 年 11
月 14 日、於：東洋大学）を開催し、本研究に係る最新かつ分野横断的な知見の獲得に努め、個人研究
に対しても有益な示唆が得られた。
2. 本年度までの活動
本年度は、まず、昨年度の国際ワークショップにおける議論を発展させ、ジョモ・ケニヤッタ農工大
学との現地ケニアにて共同研究や 2 度のワークショップを実施し、共同研究の成果は「マサイ・コミュ
ニティと SDGs」として研究センター書籍において発表した。また、研究員は引き続き個別研究にも取り
組んだ。
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(1) 国際ワークショップ「アフリカ地域の持続可能な開発目標の達成に向けて」（2017 年 2 月 21 日、
於：ジョモ・ケニヤッタ農工大学）
ジョモ・ケニヤッタ農工大学との協力関係の具体的な取り組みとして、2017 年 2 月 21 日に同大にて
国際ワークショップ「アフリカ地域の持続可能な開発目標の達成に向けて」を開催した。ワークショッ
プには、センターから杉田研究員、花田研究員と志摩研究員（肩書当時）の 3 名、ジョモ・ケニヤッタ
農工大学からは Patrick G. Home 先生（Department of Soil, Water and Environmental Engineering）
をはじめとする 6 名、さらに、国際協力機構 AFRICA-ai-JAPAN Project よりチーフ・アドバイザーの角
田学氏をはじめとする 3 名が参加した。
ワークショップでは、まず、ジョモ・ケニヤッタ農工大学の研究事例として、Dr. Hannah N. Ngugi
により、ケニア・タンザニア国境付近を流れるマラ川における水質汚染の現状と水質改善に向けた対策
に関する調査結果が報告された。次に、角田氏は、アフリカにおける科学技術イノベーション（STI）分
野の産業人材育成に向けた AFRICA-ai-JAPAN Project の取組を紹介した。続いて、花田研究員は、アフ
リカ諸国と先進諸国感における高等教育分野の研究・教育連携の有効性と課題について問題提起し、そ
の後、参加者それぞれの専門的見地を交えた活発な議論が交わされた。
本ワークショップを通じてジョモ・ケニヤッタ農工大学とのさらなる協力関係が確認されると共に、
ワークショップ後にはケニア・タンザニア国境の町ナマンガ郊外のマサイ・コミュニティにおいて共同
研究を行った。
(2) 国際ワークショップ「What can do for sustainable development? Sharing experiences
（2017 年 6 月 24 日〜25 日、於：ジョモ・ケニヤッタ農工大学）
between Kenya and Japan」
6 月 24 日（土）〜25 日（日）にかけてジョモ・ケニヤッタ農工大学にて、Romanus Odhiambo Otieno
先生、Patrick G. Home 先生、James Messo 先生らの協力の下、ワークショップ「What we can do for
sustainable development? Sharing experiences between Kenya and Japan」を開催し、
「持続可能な
開発における経験の共有」をねらいとしたワークショップには、ジョモ・ケニヤッタ農工大学と東洋大
学から学生 25 名が参加した。
ワークショップでは、まず、CORE
（Community Road Empowerment、NPO

表 1 ワークショッププログラム
第 1 日目 6 月 24 日（土）

第 2 日目 6 月 25 日（日）

法人道普請人）やモヨ・チルドレン・ 9:00 オープニングセッション
センター（Moyo Children Centre）
をはじめとしたケニヤ人と日本人と
の共同事業からその課題と展望を学
んだ。続いて、ティカ（Thika）の中
心市街地を両大学の学生が共に歩く
中から、グループディスカッション
及びプレゼンテーションを通じて持
続可能な開発に向けた論点が整理さ

9:30 ティカ中心市街地まち歩き
歓迎挨拶 Patrick G. Home
テ ィ カ 市 営 競 技 場 （ Thika
開会挨拶 杉田映理
Municipal Stadium）
、バスターミ
プログラム説明 志摩憲寿
ナル、時計台（City Clock）
、ホ
9:30 キャンパスツアー
テルブルーポスト（Blue Post）
11:00 講演「Do-nou Technology」
ほか
（CORE プロジェクトマネージャ 11:00 グ ル ー プ ディ ス カッシ ョ
ー・岩村幸氏）及び事業視察
ン、発表準備
14:00 モヨ・チルドレン・センター 16:00 グループ発表
17:00 総合討論、Student Agenda
視察
for JKUAT-TOYO Collaboration
19:00 グループディスカッション
採択
19:00 クロージングセッション

れ、ワークショップの成果物として「Student Agenda for JKUAT-TOYO Collaboration」がまとめられ
た（表 1、図 1）
。
両大学の学生は、グループ作業の中で様々な戸惑いも経験しつつも、短期間でありながら充実したプ
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レゼンテーションを行い、アジェンダをまとめる総合討論は予定の時間を大きく上回るほど白熱するな
ど、持続可能な開発の重要性が改めて認識された。また、ワークショップを終えて学生らは、時間を忘
れて語り合い、また、フェイスブックなどの SNS の連絡先を交換し合ったりと親睦を深め合ったことも
ワークショップの大きな成果であった。

図 1 ワークショップ参加学生による「Student Agenda for JKUAT-TOYO Collaboration」
(3) 研究員による個別研究
本年度の研究員による個別研究の主たる成果は次の通りである。
① 途上国経済の内発的発展に関する研究（坂元浩一）
本研究は、内発的発展を総合的に分析し、グローバル化・自由化の中で、発展途上国の経済全体と産
業を対象として、内発的発展のための方策を提案するための基礎とするものである。
本年度は、サハラ以南アフリカを対象として、引き続きマクロ経済学及び国際経済学の手法を用いて
政策志向の研究を行い、アフリカにおいて圧倒的な経済協力を行う中国と日本の間の協力などを提言し
た。研究成果は、論説「日中経済協力の展望：再認識すべき相互依存と地域開発」
（国際開発ジャーナル
社『国際開発ジャーナル』2018 年新春合併号所収）や書籍 “Japan and China: A Contest in Aid to
Sub-Saharan Africa”（World Scientific より刊行予定）として発表した。英語書籍において、ケニア
など３か国の事例を取り上げて、内発的発展と経済協力の間の関係を研究した。
② アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開に関する研究（志摩憲寿）
本研究では、アジア・アフリカ地域のインフォーマル市街地における「まちづくり」の事例から、そ
の展開可能性を探ることを目的としている。
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本年度は、ケニア・ナマンガ及びキルゴリス郊外のマサイ集落において、伝統的住居「マニャッタ」
の空間構成を読み解いた。とりわけ複数世帯の大家族で住まうマニャッタには住居内部や住居群の配置
などにマサイ社会の特性が空間的に表象されている様子が観察される一方で、伝統的な建材から耐久性
に優れたトタン材の利用など伝統的住居の変容もみられるなど、マサイ集落に限らず多くの開発途上国
で進む工業化や都市化といった大きなうねりの中で、遊牧から定住へ移り変わるマサイ社会をめぐる構
造的な背景も伺えた。
③ アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究（杉田映理）
「アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究」というメインテーマの下、(1)水アクセス
向上による生活の影響、生活変容についての研究、(2) Menstrual Hygiene Management に係る研究、
(3)日本におけるトイレ・手洗い問題の研究をサブテーマとして研究を展開している。
本年度は、ケニア・ナマンガのマサイ族を対象にした水・衛生に関する調査、ケニア、キルゴリスの
マサイの村落における水と生活に関する調査、月経管理に関する比較研究の始動、ケニア・マサイ族に
おける月経観および月経教育、公共トイレ（豊島区）の実態調査などの研究に取り組んだほか、
「日本ト
イレひと大賞」審査員、JICA 課題別研修「アフリカ地域村落飲料水管理コース」等の講師も務めるな
ど社会貢献活動も行った。
④ アフリカにおける地域間・地域内の高等教育パートナーシップに関する研究（花田真吾）
平成 29 年度は支援国側の調査に焦点をおいた。主に、アフリカ諸国と欧米諸国における地域間パー
トナーシップ
（Inter-Regional Partnership）とアフリカ諸国間による地域内パートナーシップ（Intra-Regional
Partnership）の 2 つの視点から調査した。前者については、事例としてカナダに着目し、カナダ政府関連
の国際教育振興機関である Canadian Bureau for International Education にヒアリングをおこなった。その
結果の一部については、
「国際教育政策の借用メカニズムに関する一考察 −カナダ国際教育戦略を事例
に−（日本国際学会「国際教育 22 号」 pp. 10–34）に示している。後者については、Mwalimu Nyerere Mobility
Programme と Pan-African University を事例として、その動向について調査した。その結果の一部につい
ては、2017 年 2 月にケニアのジョモケニヤッタ農工大学において開催された国際ワークショップにおい
て「A Concept Mapping of Education Diplomacy」に含めて発表をおこなった。
3. 次年度に向けて
本年度の活動を通して、ジョモ・ケニヤッタ農工大学との間に確かな研究・教育協力関係が築かれ、
実際、共同研究の成果は書籍原稿等の形でまとめられるなど一定の実績もみられた点は特筆に値しよう。
また、研究員による個人研究も書籍や論文、口頭発表など様々な形で公表しており、その成果を蓄積し
つつある。最終年度のとりまとめに向かう来年度は、研究の対象とする分野や地域をいま一度拡充しつ
つ、研究を深化させてゆきたい。
注）本稿の一部は、国際共生社会研究センター・ニューズレターにおける花田研究員の寄稿及び 2017 年度 開発人類学
杉田ゼミ・都市計画 志摩ゼミ（2018）
「ケニア フィールドスタディー報告書」の拙稿を加筆・修正したものである。
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２．研究報告

平成 29 年度国際共生社会研究センター 研究概要

アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際地域学研究科（国際学部） 准教授
志摩 憲寿
A Study on Machizukuri-based Urban Planning in Asia and Africa
1. はじめに

図 1 調査対象地

急速な都市化の進むアジア・アフリカ地域では、

ア・アフリカ地域における都市計画のありようを
見出すことができるのではなかろうか 1)。

多くの場合、旧宗主国に由来する近代都市計画は
事実上機能不全に陥っており、スラム等のインフ

このような立ち位置の下で、本研究は、特にア

ォーマル市街地の形成と拡大が続いている。しか

フリカ都市に焦点を当て、インフォーマル市街地

しながら、近代都市計画の軛を外してこうしたイ

における「まちづくり」の事例から、その展開可

ンフォーマル市街地を改めて眺めると、こうした

能性を探ることを目的とするものである。本稿で

「手づくりのまち」という空間は、家族、生活、

は、ジョモ・ケニヤッタ農工大学と共同研究等と

仕事、教育といったコミュニティにおける人々の

して 2017 年 2 月及び 6 月に行なったマサイ・コ

生活が現れた空間であり、人々の営み、とりわけ、

ミュニティの集落調査よりマサイの伝統的住居

こうした空間を改善しようとする営みは、フォー

」の空間構成を読み解く
「マニャッタ（manyatta）

マルな市街地において近代都市計画とその基礎

中で、まちづくりへの視座に迫ることとしたい。

を成す近代的土地所有権とが想定する「土地所有

なお、調査対象とした集落はナマンガとキルゴリ

権の確定→都市マスタープランの確定→都市計

スそれぞれの市街地よりおよそ 10km 郊外に位置

画規制の確定→計画・建築許可→開発→居住」と

している（図 1）
。

いう一意的かつ単線的なプロセスではなく、まち
2. 伝統的住居「マニャッタ」の空間構成

づくりのプロセスでは、行きつ戻りつを繰り返し

本章では、ナマンガとキルゴリスそれぞれのマ

ながら「コミュニティ・ガバナンス」が漸進的に
展開してゆく。このようなまちづくりのプロセス

ニャッタの空間構成を読み解いてゆきたい。

にこそ、近代都市計画の限界を克服し得る、アジ

(1) 第 1 のマニャッタ（ナマンガ）
（図 2）
ここでとりあげるマニャッタには 4 人の妻を持
つ男性を世帯主とする家族が住んでいた。マニャ
ッタは半径 15～20m ほどの概ね円形のものを中心
として、世帯主の甥の住居部分（図 2 中の⑥、⑦）
と（調査の 1 週間ほど前に亡くなったそうではあ
るが）第一夫人とその息子の住居（それぞれ⑧、
⑨）がやや離れて建つ。マニャッタの周囲や内部
は棘を持つアカシアで作られた高さ 80cm～1m の
囲いで仕切られており、人や動物の侵入を防いで
いる。門の両脇には枝が立てられ、容易にそれが
門であると判別できる（図 2 の写真 A 及び B）
。マ
ニャッタの居住空間には住居のほか、物置小屋、
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山羊や牛の囲いなどがあるが、マニャッタの南方

各住居の居住者をみると、マニャッタの門を入

より流れる（調査時点では水無しの）小川は、居

って右側奥には第一夫人の長男（既婚）と世帯主

住空間を避けるように流れている。

の姉が住む住居（①）、その手前には第四夫人と 5

A 門（住居②と③の間）

B 山羊の囲い（右）

C 男性・女性・子供の集い

D 住居①外観

E 住居①の玄関

G 住居⑥外観

H 住居⑥裏のトイレ
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F 住居①内の調理場

（出典：文献 2）
図 2 第 1 のマニャッタ（ナマンガ）

⑫
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⑪ ⑩
①
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小学校

牛

の囲い

⑲

畑畑

畑

とうもろこし

⑰

汲

畑

ねぎ

畑

玉

トマト ・
スイカ

雇い農夫
の家

水 み場

養蜂
炭焼き場

豆
（休耕中）

男父

現

⑱
雇い農夫の家
（ 在は使われていない）

物

①門 ②居住部分への門 ③長 （ルンぺ氏） と兄
弟の家 ④世帯主 （ルンぺ氏の ） の家 ⑤第一夫
人 （ルンぺ氏の母） の家及びキッチン ⑥穀 倉庫・
置 ⑦水浴場 ⑧ 置 ⑨トイレ ⑩第二夫人の家
⑪キッチン ⑫山羊小屋 ⑬ 置 ⑭トイレ ⑮人の
集まる木 ⑯女性や子供が集まる木 ⑰ 洗い場
⑱ ねぎ のための水溜め ⑲ のための水溜め
物

物

物

牛

D ソーラーパネル E 農場

牛

畑

玉

A 住居③

0

100m

C 倉庫（⑥）

B 住居④（世帯主の住居）

F 灌漑施設（農地用の溜め池）

G 枯れないとされる泉

図 3 第 2 のマニャッタ（キルゴリス）
（出典：文献 3 に加筆）
人の息子（未婚）が住む住居（②）と第二夫人の

④、⑤）。未婚の息子は母親と住むことが一般的で

住居（③）があり、左側には第二夫人の未婚の息

あり、第二夫人はしばしば住居④にも滞在する。

子 2 人と既婚の息子家族の住居がある（それぞれ

また、訪問客も含め男性、女性と子供は異なる場
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所に集う様子も観察された（写真 C）
。

のと推察される。マサイランドの中でも比較的肥

住居①、②、③、④、⑧は伝統的な様式であり

沃なキルゴリスにおいて定住化が進んでいる状

（写真 D）
、その形状は 4m×2m 程度の矩形、風邪

況がみてとれる（実際、キルゴリス市街から移住

などが住居内に直接入らぬよう玄関は狭く、かつ、 した者もいた）
。
せり出して作られている（写真 E）
。住居は木造の

このような地域差は、例えば、住居にも現れて

土壁、屋根の形状は寄棟に近く、アカシアなどの

おり、第 2 のマニャッタでは、伝統的な形態では

枝が用いられている。住居の内部は 1 部屋で（天

なく都市部でも多く目にする形態の住居であり、

井高は概ね 1.5m）
、中央に調理場（写真 F）
、家族

それは物置においても同様であった
（図 3 写真 A、

で住む場合は向って右側に男性、左側に女性と子

B、C）。また、第 2 のマニャッタのように比較的豊

供の寝床を置く。但し、住居⑤や⑨は伝統的な様

かな世帯では農場や灌漑施設も有している（図 3

式ではなく、また、住居⑥の屋根にはトタンが用

写真 E、F）
。

いられ、（慣習的に用はマニャッタの外ですませ
るが）ここでは住居裏に簡単なトイレも備えてい

3. まとめ

た（写真 H）
。

工業化・都市化（とりわけマサイにおいては定

（図 3）
(2) 第 2 のマニャッタ（キルゴリス）

住化）という構造的なうねりの中で、マニャッタ

第 2 のマニャッタ（キルゴリス）の世帯主には

という空間には、トタン材の使用や住居形態、さ

2 人の妻がおり、第一夫人との間に 8 人、第二夫

らには、主として携帯電話を充電するためのソー

人との間に 9 人の子供がおり、この全員がこのマ

ラーパネル（図 3 写真 D）にみられるように徐々

ニャッタに暮らしている。

に変容する様子も伺えたが、同時に、典型的には

紙面の制約上、ここでは詳細は省き、第 1 のマ

第一夫人・第二夫人それぞれの家族の居の構え方

ニャッタを参照点として当該マニャッタの特徴

にみられるような家族単位の空間構成などの伝

をみるならば、まず第一に第一夫人・第二夫人そ

統的規範を内在させつつ、とりわけ定住化の進む

れぞれの家族はまとまって居を構えている点は

キルゴリスの第 2 のマニャッタのような空間的な

いずれにおいても共通してみられる（第一夫人及

効率性とも折衷させている。

びその子供の住居は図 3 中の③、⑤、第二夫人ら

都市化に伴う過密の問題への対応を近代都市

は図 3 中の⑩）
（また、第一夫人と第二夫人が独立

計画の根底的な課題であるとするならば、そこで

したマニャッタに住む場合もみられた）
。また、第

は空間の効率的利用を追求してきたといえるが

2 のマニャッタの 16ha ほどの敷地は、東側に流れ

（かつ、旧宗主国の制度を妄信的に導入した場合

る小川を取り込むように配され、その小川や枯れ

はその技術的側面が先鋭化されている）、マニャ

ないとされる泉を水浴や生活用水などに用いて

ッタにみられるような伝統的規範と空間的効率

いる（もちろん近隣住民もこれらを使うことはで

性から学ぶところは大きい。

きる）
（図 3 写真 G）。ここにおいても自然条件的
との関係性の中で敷地割りが決められている。
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「マサイ・コミ
ュニティと SDGs」、北脇秀敏・金子彰・松丸亮・眞子岳
（編）
「持続可能な開発目標と国際貢献：フィールドか
ら見た SDGs」朝倉書店所収
3) 2017 年度開発人類学杉田ゼミ・都市計画志摩ゼミ（2018）
「ケニア フィールドスタディー報告書」
本稿の第 2 章は文献 2 及び文献 3 に加筆・修正したも
のである。

他のマニャッタとの関係性の中で規定されたも
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途上国経済の内発的発展に関する研究
国際共生社会研究センター 研究員
国際地域学研究科（国際学部） 教授
坂元 浩一
Research on Development Patterns in Developing Countries

つ、主要国の事例研究も行った。成果として、2018

1. 本研究の概要

年 3 月に、英語の書籍『Japan and China: A
これまでの研究期間全般に渡って、専門分野で

Contest in Aid to Sub-Saharan Africa』を、World

ある経済学をベースに、途上国経済の内発的発展

Scientific 社（U.S.）より刊行の予定である。 目

を総合的に分析した。すなわち、内発的な部分の

次と主な内容は、下記の通りである。

みならず、外国主導の部分も分析した。重要な分
析項目として、政府の政策について政策評価を行

List of Contents

った。グローバル化・自由化の中で、途上国の経

Chapter 1 Aid to Sub-Saharan Africa by Major

済全体と産業を対象として、内発的発展のための

DAC Countries

方策を提案するための基礎となる研究である。

Chapter 2 Aid to Sub-Saharan Africa by Japan

主な対象地域はサハラ以南アフリカであるが、

Chapter 3 Aid to Sub-Saharan Africa by China

北アフリカ諸国とアジアの経済も対象とし、また

Chapter 4 Rivalry in Aid between China and

先進工業国や中国からの投資や援助も含めるこ

Japan

ととした。

Chapter 5 A Contest in Aid to Africa

アフリカについては、経済規模の大きい主要国

Chapter 6 Case Studies

をいくつか選ぶ。アジアについてはこれまで主要
国については分析してきたので、その成果を使う。 Explanations of Contents of Each Chapter
Chapter 1 Aid to Sub-Saharan Africa by Major
DAC Countries

２．これまでの研究の進捗と成果

As an introduction, history of aid to Africa
by major DAC countries is explained. The

以下に国別・地域別の研究の進捗と成果を説明

policies and their achievements are summarized.

する。

Much attention is paid to aid reforms since the
end of Cold War, which culminated in Paris

２．１ 日本と中国の対アフリカ援助

Declaration on aid effectiveness in 2005, and
to debt relief for low income countries (HIPCs)

サハラ以南アフリカを対象として、引き続きマ

led by European donors in 1999 and 2005..

クロ経済学及び国際経済学の手法を用いて政策
志向の研究を行った。対象は、アフリカに対する
主要な援助国である日本と、近年大規模な経済協

Chapter 2 Aid to Sub-Saharan Africa by Japan

力を行う中国である。アフリカ全域を対象としつ

An overall analysis is made of Japan’s aid

147

policies and their achievements for Africa. A

追加の 5 章では、2012 年からの安倍政権と習政権

careful analysis is made of its independent

の援助政策をサーベイして、今後の展望を論じた。

policies and a forced adoption of Western-led

6 章の事例では、ジブチ、ケニア、そしてマラウ

aid reforms mentioned in Chapter 1 above. China

ィを取り上げた。

has followed Japan’s history of aid to some
extent.

２．２ 中国

Chapter 3 Aid to Sub-Saharan Africa by China

国際協力の月刊誌、
（株）国際開発ジャーナル

A comprehensive analysis is made of China’s

社『国際開発ジャーナル』新春合併号（2018 年 1

aid policies and their achievements for Africa.

月 5 日刊行）の「解「国」新書」欄に、論説「日

Aid is analyzed in the context of economic

中経済協力の展望：再認識すべき相互依存と地域

cooperation, namely ODA, OOF, private fund,

開発」を掲載した。アフリカにおいて圧倒的な経

and of external trade. Substantive data are

済協力を行う中国の経済と経済協力をサーベイ

captured, using government publications and

して、今後の日本の間の協力を提言したものであ

those of OECD and of other international

る。

organizations.

過去の経過を述べると、中国を代表するシンク
タンク、社会科学院と国際関係学院の研究員、教

Also included are short analyses and

授とは 2005 年から毎年交流し、中国の経済や経

observations by Chinese scholars as well as

済協力について意見交換をしてきた。

Western specialists with whom the author has

省庁別のデータ、及び費目項目別のデータを既

interviewed. In the past 10 years, the author

に入手した。一部のデータを使って、中国中央政

has interviewed with Chinese scholars who

府の財政に関する小論を、専門の業界誌「国際開

belonged to a national think tank in

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

international relations in Beijing, and to
BRICS Institute of Fudan University in

BRICS 研究所が当職のためにワークショップを

Shanghai. The Western specialists belong to

開催してくれた。日本と中国の経済協力について

OECD and French Aid Agency.

意見交換を行うことができた。
本稿冒頭の英語書籍のために、中国の援助政策

Chapter 4 Rivalry in Aid between China and

についてサーベイを行った。2016 年 12 月のパリ

Japan

における文献サーベイで、最新のアフリカの経済

First, recent developments in aid policies by

状況の文献を収集できた。

two countries are reviewed. Statements of the

最大の収穫は、旧仏領アフリカにおける中国の

meetings of TICAD (Tokyo International

援助の分析報告書である。アフリカ人研究者によ

Conference on African Development) since 1993

る詳細な分析であり、中国の援助機関の援助内容

and FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation)

が網羅的に書かれている。中国における調査に限

since 2000 are reviewed with their

界がある中で、貴重な文献として今後十分に活用

achievements.

したい。
また、2016 年 12 月の上海と、帰途立ち寄った

Second, based on foreign policies of the two

北京の空港において、中国の経済に加えてアフリ

countries as well, future policy directions

ア政策に関する雑誌のバックナンバーを多数収

are surveyed and projected.

集することができた。
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対話」を毎年実施する米国と中国のアフリカへ
の大規模な進出の現実を前に、仏国は日本との
協力を重視しているとのことである。

２．３ フランスと日本の対アフリカ協力政策
2016 年 12 月に上海とパリで行った現地調査を
踏まえて、両国協調の政策の小論を作成した。骨

2016 年からアフリカ開発会議（TICAD）を、中国

子は下記の通りである。

の FOCAC に対抗して、3 年に 1 回開催することに
（小論骨子）

なり、日仏の協力の重要性はより高まっていると

2017 年 5 月の大統領選挙結果にかかわらず、我

いえる。 4

が国は、経済自由化を進める仏国と、二国間の協
力体制を維持していくべきである。2013 年のオ

民間活動では、在アフリカの日仏企業のネットワー

ランド大統領の訪日の際に、共同声明として「安

キングが進められている。高度成長が続くアフリカ

全保障・成長・イノベーション・文化を振興す
るための特別なパートナーシップ 1」が打ち出
されている。付属文書として、「日仏間協力の
ためのロードマップ（2013－2018 年）
」が発表
された。

への日本の投資は近年進んでおり、例えば豊田通商
は、植民地時代に設立した仏最大の商社 CFAO を
2012 年に完全買収。英語圏を含むアフリカ全域で、
車両の販売と保守、医薬品販売を展開してきた。 5

２．４ アフリカ

2017 年 1 月 6 日，パリを訪問中の岸田外務大臣
2013 年度においては、5 年に 1 回、日本政府主

及び稲田防衛大臣は、第 3 回日仏外務・防衛閣

催で開催されるアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）

僚会合（「2＋2」
）に出席した。本紙 1 月 7 日（夕

が横浜で開催された。

刊）に、日仏が防衛連携を拡大すると報道され

筆者は同地域に関して長い研究・調査歴があり、

ている。2岸田大臣は、フィガロ紙にこの面での

外部機関の依頼と独自の研究を、一年間を通じて

協力拡大を投稿した。 3

行ってきた。
また、2016 年においては、AFP 通信社の記者の

仮に野党（FN）が総選挙でも投票率で躍進した

インタビューを受けて、その結果が配信された。

としても、経済の自由化とフランス企業の国際化

日本を中心としてアフリカに対する援助政策に

は進んでいくであろう。欧州の盟主として、欧州

ついて全般的に話したが、配信された内容は日本

および世界への展開を推進することが同国の生

と中国の対アフリカ援助政策に関するものであ

きる道である。

った。

次に対外直接投資については、同期間に欧州 69％、
中国 5％、日本 4％である。しかし、旧植民地の

4筆者は、昨年末にパリに行く直前に上海で中国の経済協

力政策について意見交換を行った。1993 年から 5 年に 1

アフリカを含む各地域に幅広く展開している。

回実施した TICAD を、2000 年から 3 年に 1 回開催されて
きた中国の FOCAC に対抗して、昨年から 3 年に 1 回開催さ

筆者は、2016 年末に仏国外務省の関係者と面会
する機会があったが、2013 年の共同声明におけ
るアフリカ支援を強調していた。「戦略・経済

れることとなった。
5一方、2014

年には、CFAO は世界の流通業 2 位のカルフ

ールと合弁会社を設立し、ナイジェリア、コートジボワー
1

Partenariat d’exception

ル、コンゴ（キンシャサ）など８か国でスーパーを展開し

昨年 12 月に、第三国輸出向けの共同開発を進める防
衛装備品及び技術の移転に関する協定が発効している。
3 東アフリカの小国ジブチは旧仏領であるが、
中国と日本
が軍事的に港を使用している。
2

ていく。
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以下が、最近の研究成果である。

フィリピン大学のエコノミストと継続的に意見
交換を行い、同国の経済・開発と貧困の問題を研

（１）アフリカ開発会議に対する貧困国への対応

究してきた。

の在り方についての小論（国際開発ジャーナルに

重要な成果として、地方政府水準の財政支出の

掲載）

データを掲載したレポートの一部を入手できた。

タイトル： アフリカ開発会議‐真のアフリカ支

フィリピン大学教員などからアドバイスを受け

援を‐

て進めてきている。
さらに、2014 年 9 月に再度マニラを訪問した。
政府予算書物に絞って、精力的に資料の収集を行

（２）アフリカの展望とアプローチ

った。政府機関や NGO の職員とインタビューを

本成果は、2014 年 1 月に、日本経済新聞の経済

行い、資料や情報の収集を行うことができた。

教室』に掲載された。タイトルは、「アフリカへ

具体的な成果としては、財務省図書室で専門家

の総合的なアプローチを」である。

のアドバイスにしたがって、予算書を総合的に理
要約：

解して、必要な情報を収集した。具体的には、予

１）対アセアン規模の投資

算 案 で あ る NATIONAL

EXPENDITURE

日本の企業の投資はアジア地域に対して多い

PROGRAM と、予算書である APPRORIATIONS。

が、アフリカの資源と高い成長に呼応して、外国

両方とも 1 千ページの大部のドキュメントである。

民間投資が拡大している。分野はエネルギー、鉱

後者を中心とした具体的な収集情報は以下のと

物などと異なるが、その投資額は、アセアンの主

おりである。
今後、タイで収集した統計と共に、その成果を

要国に対する金額に匹敵する。

まとめて研究発表する予定である。

２）中国等新興国の急速な参入
世界経済において新興国、特にＢＲＩＣＳの台
頭が大きい。
先進工業国のみならず、中国を筆頭とする新興

主な参考文献

国も莫大な投資や労働力の動員を行っている。中

外務省（2011）『中国の経済協力』報告書サマリ

国については、2012 年末に 15 万人の経済協力関

ー。
（筆者がアドバイスを行い、主要部分を執筆）

係者がアフリカに長期滞在している。

矢内原 勝編（1996）
『発展途上国問題を考える』

３）貧困国の多い同地域に対して、総合的なアプ

勁草書房

ローチが必要

Bamba, A., “L'activisme chinois en Côte

第 1 に、未知の大陸アフリカの経済・金融分析

d'Ivoire ou l'application du principe de

が十分に行われるべきである。第 2 に、経済協力

non-ingerence: 2000-2013,” Mbabia,, O.(ed.),

を総合的に見る必要があり、西側の一員として、

La Présence chinoise en Afrique francophone,

貧困削減など被援助側の真の開発に役立つよう

Monde Global, 2016.（パリ収集の仏語文献）

な体制構築に貢献するべきである。

Brautigam, D., The Dragon's Gift: The Real
Story of China in Africa, Oxford University

２．５ フィリピン

Press, 2009.
Chen W. et al., “Investment Renaissance,”

フィリピンには過去 15 年間のうち 7 回マニラ

Finance & Development (IMF), December 2015,

を訪問した。日本における経済企画庁の研修で講

Vol. 52, No. 4.

師を何年間か務めたことがあり、中央の経済官庁

IMF, World Economic Outlook, various issues.

とフィリピン大学にコネクションがある。財務省、 World Bank, International Debt Statistics 2017,
工業省、経済計画庁に加えて、アジア開発銀行と

December 2016.
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アフリカにおける地域間・地域内の高等教育パートナーシップに関する研究

国際学部

国際共生社会研究センター 研究員
グローバル・イノベーション学科 准教授
花田 真吾

Intra-and Inter-Regional Higher Education Partnerships in Africa
1. 概要

Francophonie）の加盟国である。このいずれ
研究計画書の通り、平成 29 年度は支援国

かに加盟するアフリカ諸国を主な対象とし

側の調査に焦点をおいた。主に、アフリカ

て、ODA による多岐に渡る開発支援をおこ

諸国と欧米諸国における地域間パートナー

なってきた。しかし、2000 年代以降カナダ

シップ（Inter-Regional Partnership）とアフリ

政府は、特定の国やセクターに対して集中

カ諸国間による地域内パートナーシップ

的に支援をおこなうことで効率性の高い支

（Intra-Regional Partnership）の 2 つの視点か

援を目指す方針（Aid-Effectiveness）に転換

ら調査した。前者については、事例として

している。例えば、2002 年当時のクレイテ

カナダに着目し、カナダ政府関連の国際教

ィエン政権は、二国間支援については政府

育 振 興 機 関 で あ る Canadian Bureau for

が外交・経済面などで関係を重視する国へ

International Education (CBIE)にヒアリング

の支援を集中的におこなう方針を発表した。

をおこなった。その結果の一部については、

これにより世界 9 カ国が選定され、うち 6

「国際教育政策の借用メカニズムに関する

か国がアフリカ諸国（ガーナ、エチオピア、

一考察 −カナダ国際教育戦略を事例に−（日

マリ、モザンビーク、セネガル、タンザニ

本国際学会「国際教育 22 号」 pp. 10–34）

ア）となった。2005 年のマーティン政権で

に示している。後者については、Mwalimu

は、新たに 8 カ国（ベナン、ブルキナファ

Nyerere Mobility Programme (ムワリムニエ

ソ、カメルーン、ケニア、マラウィ、ニジ

レレプログラム)と Pan-African University

ェール、ルワンダ、ザンビア）が追加され

（汎アフリカ大学）を事例として、その動

た。アフリカからは計 17 か国となり、アジ

向について調査した。その結果の一部につ

アや中南米などの他地域の国と比較すると

いては、2017 年 2 月にケニアのジョモケニ

その数は多かった。しかし、2009 年のハー

ヤッタ農工大学において開催された国際ワ

パー政権下では中南米や中東地域への支援

ークショップにおいて「A Concept Mapping

を強化される一方で、マーティン政権下で

of Education Diplomacy」に含めて発表をお

追加された 8 か国がリストから除外された。

こなった。

その後、2016 年時点で ODA 総額の 90%が
25 カ国の重点国（countries of focus）への支

2．地域間パートナーシップ

援に当てられており、アフリカからは 10 カ
国（マリ、セネガル、ブルキナファソ、ガ

事例：カナダ
カナダはイギリス連邦（Commonwealth of

ーナ、ベナン、南スーダン、エチオピア、

Nation ）、 フ ラ ン コ フ ォ ニ ー 国 際 機 関

タンザニア、モザンビーク、コンゴ民主共

（

Organisation

Internationale

de

和国）が選定されている（Global Affairs

la
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-1-

Canada, 2016）
。
この Aid-Effectiveness には、

Strategy） が設立されたことが契機となっ

二国間支援そのものの効率性を高める目的

た。同委員会は、大学の学長やカナダを代

に加え、カナダの国益にかなう国との交流

表する企業経営者などの委員で構成され、

を重視する意向が反映されている。

その検討内容は、2012 年に「International

こうした国益を重視する方針は、高等教

Education: A Key Driver of Canada’s Future

育パートナーシップにおいても同様である。

Prosperity」として国際貿易・財務大臣に提

カナダでは、高等教育パートナーシップは

言 さ れ た （ Advisory Panel on Canada’s

国際教育として位置付けられており、2014

International Education policy, 2012）。同報告

年に連邦政府によって発表された「カナダ

書では、国際ビジネスは国内総生産の約

国 際 教 育 戦 略 」（ Canada’s International

60%、カナダ人の雇用全体の約 20%を創出

Education Strategy: Harnessing our knowledge

する経済活動であり、21 世紀を通じてカナ

advantage to driven innovation and prosperity）

ダ企業の国際ビジネスや投資活動を拡大す

でその基本方針が示されている。本テーマ

るため、外国企業や研究機関との研究開発

に関連する事項としては、
（１）カナダ社会

の連携を深めることが目標として掲げられ

において高度知的人材がより一層必要にな

ている。特に、経済新興国・地域であるブ

ることを踏まえ、潜在的な経済移民である

ラジル、中国、インド、メキシコ、ベトナ

優秀 な外国人留 学生の獲得 を担うこと 、

ムに加え、アルジェリア、モロッコ、チュ

（２）カナダの経済活動にとって交流が望

ニジアのアフリカ諸国、サウジアラビアや

まれる特定国とのつながりを深めるため、

カタール等の中東諸国との経済連携を深め

留学生交流など教育交流を推進すること、

ることが有益であるとされている。その中

の 2 点である。
（１）については、現代のカ

で、国際教育はこうした国々との交流を深

ナダの労働人口は、その増加率の 75％を移

める経済活動の一つ手段として位置づけら

民に依存しており、かつその約半数はカナ

れており、例えば留学生交流は上記の国・

ダの教育機関を卒業・修了した留学生であ

地域との深化が優先されている。以上から、

り、留学生への依存度が高いことを反映し

カナダにとって国際教育は、教育活動その

ている（FATDC, 2014）
。また、研究開発を

ものの領域を越えて、経済政策の一環とし

担う高度人材についても、2011 年に発表さ

て位置づけられていることが分かる。

れた「イノベーション・カナダ」
（Innovation
Canada: A Call to Action）において、今後 20
年以内にイノベーション創出を担う高度知
的人材がカナダで約 20 万人不足する見込
みであることを指摘し、その対応策の一つ
として、優秀な留学生を確保する重要性を
謳っており、一部のアフリカ諸国からの留
学生もその対象となっている（Independent
Panel on Federal Support to Research and
Development, 2011）
。
（２）については、経済界から国際教育
へ要請がおこなわれた。具体的には、2011
年 に 国 際 貿 易 ・ 財 務 大 臣 （ Minister of
International Trade and Finance）の下に、カ
ナ ダ 国 際教 育 戦略 諮 問委 員 会 （Advisory
Panel on Canada’s International Education
152

2

3．地域内パートナーシップ

アフリカ域内の国際機関が主導し、多国間
で協調した包括的な取り組みが求められる。

カナダの事例にみられるように、先進国
とアフリカ諸国間における国際協力支援は

こうした取り組みは着実に広がっており、

先進国側の国益の影響を受けることがあり、

その事例として以下 2 つの取り組みを挙げ

高等教育パートナーシップもその例外では

る。

ない。そのため、アフリカ諸国が自律的に
（１）Mwalimu Nyerere Programme

域内の社会・経済開発を担う人材を育成し
ていくためには、アフリカ域内の高等教育

このプログラムは、ジュリアス・ニエレ

パートナーシップの強化が重要との認識が

レ（Julius Nyerere）タンザニア初代大統領

広がっている。

の名前を冠したアフリカ全域の学生移動を

高等教育のパートナーシップは大学間の

促進することを目的としたプログラムであ

教育・研究連携を深めることでお互いの教

る（ムワリムはスワヒリ語で「先生」の意

育・研究水準を高めることを目的とする場

味）。アフリカの高度人材育成および域内大

合が多い。その具体的な取り組みとしては、

学の連携強化を目的として、アフリカ連合

大学が国際的に移動する場合（Program and

（ African Union ） と ア フ リ カ 大 学 協 会

Provider Mobility）と学生や研究者が国際的

（Association of African Universities）により

に 移 動 す る 場 合 （ Student and Researcher

2007 年に策定された。具体的には、科学技

mobility）の 2 つに大別される（前者につい

術分野で学士、修士、博士課程を有する大

ては前年度の報告書で概要について触れた

学間の留学を促進するため学生に奨学金を

ため割愛する）
。後者については、従来は学

提供している。しかし、奨学金の財源不足

生や研究者の財政的理由や政情不安定など

により、初年度の 2008 年は 19 名のみの留

の諸要因によりアフリカ諸国では活性化し

学にとどまった。それを受け、2010 年に南

ているとは言い難い状況だった。しかし、

アフリカのケープタウンで開催された

2010 年度以降は域内学生移動に漸進が見ら

Africa-EU Summit において、アフリカ連合

れている。例えば、英語圏では南アフリカ

と欧州委員会（European Commission）は、

が 2012 年度に南部アフリカ開発共同体の

同プログラムを Africa-EU Partnership とし

加盟国出身者を中心に 70,248 人の留学生を

て位置付けることで、欧州開発基金

受 け 入 れ を お こ な っ て い る （ Knight &

（European Development Fund）を通じて資

Woldegiorgis, 2017）
。フランス圏では、モロ

金援助を受けることで合意した。その結果、

ッコが最大の受け入れ国であり、2012 年度

2014 年までに合計 250 名が留学するに至っ

はモーリシャス、ギアナ、セネガル、マリ

ている（Knight & Woldegiorgis, 2017）
。この

な ど か ら 8,604 人 を 受 け 入 れ て い る

取り組みは、それまでヨーロッパ諸国とア

（Marshall, 2013）
。さらに、ポルトガル圏で

フリカの高等教育パートナーシップにおい

は、アンゴラが最大の受け入れ国であり、

て主流であったアフリカ諸国の学生を自国

2010 年には 6,530 人を受け入れている。た

の大学に受け入れて学位課程教育を提供す

だし、これらの国は各言語圏におけるごく

る形ではなく、アフリカ域内の学生移動を

一部の先進的な国であり、また異なる言語

促し、アフリカ高等教育の教育・研究の自

圏同士のつながりは現状では深いとはいえ

律的発展に対して支援するという点で、こ

ない。今後、アフリカ域内の人的・教育・

の分野においては新たな仕組みとして期待

研究資源を最大限に活かすためには言語圏

されている。

を横断した高等教育パートナーシップを活
性化させることが望まれる。そのためには、
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（２）Pan-African University
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平成 29 年度国際共生社会研究センター

研究報告

アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員

大阪大学 人間科学研究科
杉田

准教授
映理

Social Development Related to Water, Sanitation and Hygiene in African Societies
１．研究内容
国際共生社会研究センターのインクルーシ
ブ・アフリカチームに一員として、筆者は「ア
フリカにおける水・衛生環境と社会開発に関す
る研究」というメインテーマのもと、以下に示
す 3 つのサブテーマをもって研究を進めている。
1) 水アクセス向上による生活の影響、生活変
容についての研究
2) Menstrual Hygiene Management に係る
研究
3) 日本におけるトイレ・手洗い問題の研究
以下に 2017（平成 29）年度に実施した調査・
研究内容とその成果について報告する。
なお、東洋大学が大学間協定を結んだジョモ
ケニアッタ農工大学に 2017 年の 6 月に赴き、
国際共生社会研究センターの研究交流活動の
一環として学生国際ワークショップを志摩憲
寿研究員とともに開催した。その報告について
は、別途報告書をまとめているため、ここでは
省略することとする。
２．活動報告
2.1 水アクセス向上による生活の影響、生活変
容についての研究
(1) ケニア、ナマンガのマサイ族を対象にした
水・衛生に関する調査
2017 年 2 月に、国際共生社会研究センター
のインクルーシブ・アフリカチームとして、志
摩研究員、花田研究員とともにケニアのジョモ
ケニアッタ農工大学と研究交流および現地調
査を実施した。ケニア南部のナマンガディビジ

ョン（主な民族はマサイ族）を訪れ、筆者は主
に対象地域における水へのアクセスや水利用・
水管理の方法について聞き取り調査を実施し
た。今年度はその調査結果を分析・執筆し、チ
ーム内で協議してまとめた。その成果が、国際
共生社会研究センター監修の『持続可能な開発
目標と貢献―フィールドから見た SDGｓ―』
（朝
倉書店）に収められた「マサイ・コミュニティ
と SDG」である。
対象とした地域は、降水量が年間 618 ㎜と低
く、給水施設も限られており、水へのアクセス
は厳しい地域であった。また、この地域はマサ
イ族が主民族であり、牧畜民である彼らは財産
でもあるウシやヤギなどが飲む水も必要とし
ている。さらにジェンダーによる役割分担が明
確にあり、水汲みを担う女性が日常的に現金を
扱うことはないという状況が見られた。
対象地では、国際 NGO によって設置された
ウォーターキオスクが給水施設の近くに閉鎖
された状態で残置されていた。現金を日々管理
することのない女性が、毎日の水汲みの際にキ
オスクで水代金を支払うシステムが機能しな
いことは、想像に難くない。SDGs の実現に向
けて、地域社会の理解と対話に基づいた支援が
必要であることが示唆される調査結果となっ
た。
(2)ケニア、キルゴリスのマサイの村落における
水と生活に関する調査
2017 年 6 月に再びケニアを訪れ、キルゴリ
ス地区にて調査を実施した。同じケニアのマサ
イ族が居住する地域でも、キルゴリス地区にお
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ける水へのアクセスの状況は上記ナマンガの
それとは大きく異なった。
キルゴリスの年間降水量は 1480 mm であり、
地形は起伏が大きい。キルゴリスタウンから
17Km ほど南下した対象地域には、小川が流れ
ている。水道は敷設されていないが、調査をし
た 24 世帯はすべてこの小川の水もしくは雨水
を利用していた。
しかし、一見水へのアクセスが良いからこそ
の問題も孕んでいると考えられる。小川の水の
利用目的を聞いたところ、飲料水、料理用、洗
濯、手洗い、水浴、家畜用が含まれていた。小
川のどの位置でどの目的のために利用するか
という決まり事は、ジェンダーによる使途とと
もに存在していたが、それは各コミュニティ単
位の決まり事であり、小川の水系全体でみれば
汚染された水が飲料水に利用されることは十
分ある。深井戸や保護湧水がこの地域には見ら
れなかったが、
「一見水に困っていない地域」に
共通する落とし穴といえるのではないだろう
か。
2.2 Menstrual Hygiene Management に係
る研究
(1) 月経管理に関する比較研究の始動
ウガンダにおける筆者のこれまでの月経に
関する研究（杉田 2017）を相対化し、世界全体
での動向を捉えたいという考えのもと、2018 年
度から科研基盤 B（海外）を研究代表者として
獲得して「グローバルなアジェンダとなった月
経のローカルな状況の比較研究」を開始した。
本研究プロジェクトは、月経をめぐる伝統的
な慣習が色濃く存在すると考えられるアジア、
アフリカ、大洋州、中南米の開発途上国に分類
される国々の中から 7 か国（カンボジア、イン
ドネシア、インド、チベット、パプアニューギ
ニア、ケニア、ウガンダ、ニカラグア）をケー
スとしてとりあげ、各地を研究対象としている
共同研究者とともに次のことを明らかにする
ことを目的とする。
1) グローバルな課題に対面する世界各地
の月経にまつわるローカルな文化につい
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て、現在の状況を捉える。
2)国際的なアジェンダとして月経教育や月
経用品が導入されている状況を明らかに
する。
3)各地域の状況を比較し、個別性と通文化
的な側面を抽出する。
4) 月経に関連する政策や新しいプログラ
ムが策定されることによる影響や配慮さ
れるべき点を提示する。
2017 年 5 月にメンバー間でミーティングを
実施して方向性を確認したのち、メーリングリ
スト、質問票等を共有するためのプラットフォ
ームの構築を行った。
筆者はこの研究の一環として、下記に報告す
るケニア・マサイ族における新規の調査を 2017
年 6 月に実施した。さらに 2018 年 3 月に、こ
れまで調査してきたウガンダのギス族におけ
る調査と、関係 NGO 等の介入についての調査
を実施する予定である。
(2) ケニア・マサイ族における月経観および月
経教育について
ケニアのキルゴリス地区において 2017 年 6
月に月経について国際地域学科の学生の協力
を得て調査を実施した。調査は、小学校 2 校と
中学校 1 校における質問票調査に加え、対面式
の質問票調査で成人女性 14 名と男性 9 名に聞
き取りを行った。
牧畜民であるマサイの村では、伝統的には季
節に応じて移動する生活を送っており、家畜と
ともに暮らす彼らは月経や経血に対して、農耕
民とは異なる観念を持っているのではないか
と予想した。
マサイ語でも、Olapa という「月（month）」
を 意味 する言 葉が 月経を 表し ている ほか 、
Adolisho など「見ること」という意味の呼び方
がある。これは本来「血を見ること」という表
現のうち「血」という言葉をあえて言わず、月
経を指すようになったと考えられる。一方、男
性はマサイ語で月経を意味する言葉自体を知
らない人が多く、このことから、月経を意味す
る隠語は女性が主に使用していると推察する

ことができる。
また、月経をめぐるタブーについては、男女
ともに「月経中の女性は教会や学校、畑に行っ
てはいけない」という回答が多くあった。女性
からは「月経中は年配の人や男性に近付かない」
という回答も挙げられた。このようにマサイの
人々の間でも、ギス族に類似する月経に関する
タブーは見られるものの、月経小屋への隔離等、
強いタブーの存在は見られなかった。
なお、月経中に学校へ行けているかについて
は、行けているという回答者が 75％（N=71）
、
行けていないと答えた人が 14％、無回答が
11％いた。
「いいえ」と答えた生徒が学校にいけ
ない理由として「お腹が痛くていけない」
「生理
用品がない」などがあった。学校に行けている
と答えた人が、行けていない理由を書いていた
ということもあった。大半は「行けている」と
回答していたものの、14％（あるいはそれ以上）
は決して小さくない数値と言える。また、月経
について初めて学んだのが初経時という人が
38％いたことも、SDGｓの教育目標や水・衛生
目標に照らし合わせれば、課題と言えるだろう。
（3）日本における月経管理に関する研究
月経について語ることがタブー視されてい
る状況は、アフリカなどの発展途上国だけでは
なく日本にも強く根付いている。特に、初経前
後の小学生には学校教育における情報提供が
不十分であることに加え、月経について語られ
ることのない環境で育った結果、月経について
小学生が自分から情報を得ることは羞恥心も
伴い難しい状況にあると考えられる。一方、初
経後数年のストレス状況が月経発達周期に影
響を与えることも指摘されている（森、1999）
。
日本における月経に関する調査（Otsuka-Ono,
et al. 2015) では、15 歳から 18 歳の調査対象
の 84.3%が月経に伴う困難を経験し、その内
57.1%が全く対策を講じていなかったとされて
いる。日本の初経の平均年齢が 12.3 歳である
（日本産科婦人学会、2017）ことを踏まえると、
小学生のうちにおよそ半分の女子が初経を迎
えると考えられるが、月経をめぐる経験につい
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て小学生を対象とした社会科学的な実態調査
がほとんどないのが現状である。
そこで、月経衛生協会と初経前後の月経経験
に関する共同研究を実施する方向で、今年度準
備を開始した。東京における小学生の通塾率が
57.7%に上るとの点に着目し、塾を一つのエント
リーポイントにした。中学受験を目的とした通塾
開始時期は、一般に小学校四年生からが最適とさ
れているが、これは女児が初経を迎え始める時期
と重なる。そうした時期の子どもたちにとって、
月経とどのように付き合っていくのかというこ
とは、学習塾における教育機会や受験当日の状態
に月経はなんらかの影響を与えていると考えら
れる
今年度、プレ調査として塾の経営側へ月経対処
についての調査を実施したところ、経営者、教師
陣においてもジェンダーによる認識の乖離が大
きいことや、組織的な取り組みは皆無である状況
が調査結果として把握された。
今後、保護者、そして可能であれば女子小学生
自身の声を調査したいと考えている。日本におけ
る月経をとりまく文化の一端を明らかにする
とともに、日本における状況をより深く理解す
ることで、国際協力において介入を試みる際に、
日本の経験に根差した協力が実施できること
につながると考える。
2.3 日本におけるトイレ・手洗い問題の研究
(1) 公共トイレ（豊島区）の実態調査
公共トイレがどうあるべきかは、発展途上国
においても先進国においても大きな課題とな
っている。管理が難しく十分な衛生状態が保た
れなかったり、犯罪等の現場になったりするこ
ともある。管理やコストの問題から、公共トイ
レを削減する自治体や団体も多い。
そうした中で、豊島区は「としまパブリック
トイレプロジェクト」の名のもと、積極的に区
内の公共施設や公園トイレ・公衆トイレの改修
を進めるとともに、コンビニエンスストアの協
力を得て、トイレマップを作成している（豊島
区 2017）
。そこで、豊島区内のいくつかトイレ
を日本トイレ研究所の関係者と踏査するとと

もに、豊島区長の話を聞く機会を得た。
豊島区のプロジェクトは、区内約 130 カ所の
公共トイレのうち改修が必要なトイレを 2017
～2019 年度の 3 年間で改修するというもので
ある。小さな公園のトイレでもバリアフリー化
を図る等ハード面の改修のみならず、清掃員の
派遣などソフト面での管理もされていた。また、
多目的トイレと男性小用トイレという区分で
トイレを設置するという新しい試みも見られ
た。一方で、デザイン重視で個室数が不足して
いたり、手洗い場での石鹸の不備などの課題も
現地踏査の結果見えた。
（2）「日本トイレひと大賞」
日本の各地でトイレ環境や排泄に関する活
動に取り組む人や組織を表彰する、日本トイレ
研究所主催の「日本トイレひと大賞」の企画、
審査等に昨年度に引き続き関わった。
表彰された活動事例から、衛生改善における
メンテナンスの重要性、情報発信の重要性（例
えば、車いす利用者・オストメイト利用者のた
めのトイレアクセスをマップにしたりインタ
ーネットで発信したり）が浮き彫りとなった。
また、大賞の授与式に参加した中国のビジネ
スマンと、尿を利用した果樹菜園づくりとイン
ターネットを通じた販売網の確立についてデ
ィスカッションを行った。

級の水担当者が大半を占めたが、各国における
衛生政策や CLTS（コミュニティ主導型トータ
ルサニテーション）手法の受け入れ状況などを
ディスカッションすることができ、相互の学び
あいになった。講義・PHAST（Participatory
Hygiene and Sanitation Transformation）手法
のワークショップ・手指衛生検査の演習を織り
交ぜた研修を実施したが、講義においては日本
の衛生改善の歴史やアプローチについて研修
員の関心が高く、改めて、上記 2.3 の課題の研
究の重要性を認識させられるものであった。
３．次年度の予定
1) 水アクセス向上による生活の影響、生活変
容についての研究に関しては、これまで蓄積し
てあるウガンダでの研究成果の集大成をした
い と 考 え て い る 。 2) Menstrual Hygiene
Management に係る研究としては、比較研究の
ケースとしてウガンダとケニアでの調査・研究
を継続する予定であり、日本における調査も本
格化させたいと考えている。次年度は 1), 2)に
比重を置きたい。
参考文献
・杉田映理(2017)「月経はどのように捉えられ
経験されるのか―月経対処が開発アジェン
ダになる中で、ウガンダの事例から考える―」
『東洋大学大学院紀要』第 53 集、東洋大学
大学院、国際地域学研究科
・豊島区(2017)「としまパブリックトイレプ
ロジェクト」

JICA 課題別研修「アフリカ地域村落飲
2.5
料水管理コース」等の講義およびワークショッ
プ
JICA の主催するアフリカの実務者に対する
https://www.city.toshima.lg.jp/004/kuse/s
研修を２件実施した。１件は、JICA の課題別
hisaku/1709151612.html (2018/2/5 参照)
集団研修「アフリカ地域村落飲料水管理コース」 ・森和代（1999）
「ストレス・月経周期への影
響 : 発達心理・教育の立場から」
『女性心身
であり、もう１件は JICA が実施するルワンダ
医学』3(1): 37-38
における地方給水プロジェクトのカウンター
・Otsuka-Ono, Hiroko et al. (2015)
パートに対する研修である。いずれも、その中
で衛生改善についての研修を担当した。実施団
Premenstrual Distress Among Japanese
体は、それぞれアースアンドヒューマンコーポ
High School Students: Self-Care
レーションと国際航業であった。
Strategies and Associated Physical and
集団研修にはアフリカ 11 カ国から 15 名が参
Psychosocial Factors. Women & Health
加していた。各国の中央もしくは地方政府の中
55 (8).
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アジア・アフリカにおける地域に根ざした
グローバル化時代の国際貢献手法の開発

国際シンポジウム
アジアとラテンアメリカにおけるSDGsの実現に向けて―日本とブラジルの絆

2018年11月23日

フラビオ・ウルノー 氏
（サンパウロ総合大学）

橋本 りか 氏
（サンパウロ総合大学）

吉田 憲 氏
（独立行政法人国際協力機構中南米部、次長）

山本 美香 氏
（独立行政法人国際協力機構、青年海外協力隊事務局長）

北脇 秀敏 センター長
（国際共生社会研究センター）

会場の様子

特別セミナー
SDGsと社会的包摂―社会的不利な状況にいる人のエンパワメント

2018年11月29日

ビョルン・ヴィンデン 氏
（オスロ首都大学）

藪長 千乃 研究員
（国際共生社会研究センター）

久野 研二 氏
（独立行政法人国際協力機構、国際協力専門員）

島野 涼子 客員研究員
（国際共生社会研究センター）

講演者を囲んでの集合写真

会場の様子
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Ⅰ．設立主旨と研究総括

「これまでの成果と今後の展望」
東洋大学国際共生社会研究センター
センター長 北脇 秀敏
1. センターの経緯
東洋大学国際共生社会研究センターは、文部科学省の私立大学学術研究高度
化推進事業であるオープン・リサーチ・センター整備事業として平成 13 年度に
当初 5 年間の予定で国際地域学研究科に設置された。その 5 年間に開発途上国
（タイ、バングラデシュ、東ティモール、ベトナム、カンボジア、フィリピン、
ウズベキスタン、中華人民共和国内モンゴル自治区等）や日本国内各地のフィー
ルドにおける調査研究、ニュースレターの発行による情報発信、公開講座や海外
の著名人を招いての国際シンポジウムの開催、研究員の分担執筆による書籍の
発行など多角的な研究活動を続けて来た。平成 18 年度から活動継続が同省より
認可された。平成 22 年度からセンターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略
的研究基盤形成支援事業として採択され 26 年度まで実施してきた。平成 27 年
度からは、センターのこれまでの知見や経験を活かし拠点形成を拡大させてい
く活動計画が再採択され、さらに 5 年間の予定で新たに始動した。以下、便宜的
に平成 13 年度～17 年度を「第一期」、平成 18 年度以降から終了に至る 20 年度
までを「第二期」、平成 22 年度～26 年度までを「第三期」、平成 27 年度から終
了に至る平成 31 年度までを「第四期」と称してその活動を紹介する。
2．センターの目標と研究プロジェクト
センターの活動内容については発足当初から「研究者の養成、高度専門職業人
の養成、研究成果の公開」を目標に第一期・第二期を通じて一貫した活動を行っ
て来ている。第三期からは、これに加えて、
「研究拠点形成」を新たな目標とし
活動している。研究プロジェクト・研究グループに関しては第一期、第二期にお
いて当初の目的を達したテーマや、新しくニーズが生じた研究テーマ等を考慮
して第三期に大きく改変を行った。その概要を以下に示す。
センター発足時の第一期には研究プロジェクト 3 本を設定した。すなわち「プ
ロジェクト１：アジア大都市圏地域を対象とした定住環境の形成・整備」、
「プロ
ジェクト２：環境共生社会論の体系化」、
「プロジェクト３：地域開発データベー
スと計画作成・評価支援シミュレータの開発・整備」を平行して研究を進めてき
た。
これに対し第二期ではよりセンターの活動の統合性を持たせるためにプロジ

11

ェクトを１本とし、新たなプロジェクト「環境共生社会の形成方策とその新たな
展開」の下に課題・研究グループを置いた研究体制としている。すなわち第一期
の３つのプロジェクトを「課題１：環境共生社会の形成方策の研究」として集約
し、これまでの研究路線を継承してさらに深く研究している。課題１の中には環
境共生社会形成手法の基礎的な研究を行うグループと、個々の課題を応用的に
研究するグループに分けて効率的な研究を進める体制をとっている。これに加
え、第二期の新課題として「課題２：国際共生社会形成のための新たなパラダイ
ムに関する研究」を設定し、複雑さを増す国際社会において対応を迫られる重点
要支援段階の国々や重点要支援地域に関する研究を行っている。すなわち昨今
の世界情勢から必要性が増している「紛争集結国などの変遷・移行期における共
生社会実現のための研究」に加えて「重点要支援地域における共生社会実現のた
めの研究」においてアフリカ地域の支援や途上国の農村開発に関する研究を行
った。
平成 21 年度は同事業の実施期間終了に伴い一時活動を休止したが、平成 22
年度になり、センターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支援
事業として採択され、５年間の予定で新たに始動した。新たな研究テーマは「ア
ジア開発途上地域における内発的発展支援手法の開発」であり、このテーマのも
と「研究拠点を形成する研究」の研究観点からアジア諸国を中心とする国内外の
研究拠点の形成と連携とに重点を置いた活動を行った。より具体的には、開発途
上国を自立的に発展させるためには先進国からの外部援助に頼る構造から脱却
し、途上国内部の人的・物的資源を活用した内発的発展の考えに基づくことが重
要であり、第三期センターはその支援手法を開発・実践することを主目的とし
た。第三期センターには常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研
究助手、事務局員等から構成され、３つの研究サブグループがあった。これらの
組織を中心に、センターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国
際シンポジウム／ワークショップを毎年開催し、また国内に向けた市民や実務
者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ
ースレターの発行、年次報告書の発行を行った。最終的には、アジアにおける内
発的発展の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展支援の実施、
研究成果の社会への還元などを実施した。
第四期センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにおける地域に根ざし
たグローバル化時代の国際貢献手法の開発」のもと「研究拠点形成する研究」の
観点からアジア・アフリカ諸国を中心とする国内外の研究拠点の形成と連携と
に重点を置いた活動を行う。さらに途上国協力においてポスト MDGs の新たな指
標となる、持続可能な開発目標（SDGs)の実施に向けた国際貢献のあり方に関す
る研究と実践とを行うことを目標としている。研究対象地域も従来から活動し
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てきたアジア地域にアフリカ地域も加え、グローバル化時代に即した内発的発
展を社会インフラの充実を通して実現する普遍的手法の開発を目指している。
センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、事
務局員等から構成され、３つのテーマを持っている。これらの組織を中心に、セ
ンターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国際シンポジウム／
ワークショップを毎年開催する予定としている。また国内に向けた市民や実務
者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ
ースレターの発行、年次報告書の発行を行う。さらにアジア・アフリカにおける
SDG 支援や国際貢献の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展
支援の実施、研究成果の社会への還元などを構想している。
3. 拠点形成
当センターは、当該テーマに関するアジア地域の研究拠点形成を推進する目
的から、平成 23 年度において、バングラデシュ工科大学、タイ国・コミュニテ
ィ組織開発機構との学術交流協定を締結した。平成 24 年度においては、インド
ネシア国シア・クアラ大学付属津波災害復興研究センターと学術交流協定を締
結した。平成 25 年度においては、河南科技学院と学術協定を締結。平成 26 年
度は、四川大学香港理工大学災后重建与管理学院（中国）との学術交流協定を結
んだ。
4. 人事
（１）センター長
センターは東洋大学大学院国際地域学研究科に本拠を置くため、センター長
は原則として国際地域学研究科内の者が担当している。すなわち第一期は松尾
友矩（現常務理事、発足当時国際地域学研究科委員長）、第二期、第三期、第四
期は北脇秀敏（現副学長）となっている。
（２） センター研究員
センターの研究員数の変化は以下の通りである。
・平成 13 年度に国際地域学研究科の 12 名（藤井、赤塚、北脇、坂元、山下、小
浪、長濱、中嶋、古田、橋本、松尾、金子）で発足。
・平成 14 年度に国際地域学専攻から１名（高橋）、国際地域学部より１名（安）
を追加、計 14 名。平成 14 年度末をもって２名（赤塚、中嶋）退職。
・平成 15 年度に国際地域学専攻から３名（池田、太田、久留島）、国際観光学専
攻から２名（薄木、佐々木）追加、国際観光学科より１名（松園）追加、計 18
名。平成 15 年度末をもって２名（小浪、山下）退職。
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・平成 16 年度は研究員の構成に変化なし。
・平成 17 年度末をもって２名（古田、佐々木）任期終了。
・平成 18 年度に国際地域学専攻から３名（吉永、張、中挾）追加 計 16 名。
・平成 19 年度に国際観光学専攻から２名（堀、東海林）追加 計 18 名。
・平成 20 年度に国際観光学科から１名（松本）追加 計 19 名。
・平成 22 年度に国際地域学専攻から１名（稲生）追加 計 20 名。
・平成 23 年度末をもって２名（秋谷、川澄）退職。平成 24 年度に国際地域学
専攻から１名（岡村）、国際地域学部から１名（眞子）追加。
・平成 24 年度末をもって２名（松園、吉永）退職。平成 25 年度に国際地域学
研究科より松丸、藪長、国際観光学科から１名（金）追加 計 21 名。
・平成 25 年度末をもって２名（金子、薄木）退職。平成 26 年度に国際地域学
研究科より２名（志摩、中島）、国際観光学科から１名（藤稿）追加。
・平成 26 年度のメンバーは以下の通り。国際地域学研究科より荒巻、安、池
田、稲生、岡村、北脇、久留島、坂元、髙橋、張、バレスカス、藤井、国際
地域学部より眞子、国際観光学科より薄木、島川、古屋、堀、金 計 19 名。
・平成 27 年度からは以下の通り、メンバーを再構成した。国際地域学研究科
より荒巻、岡村、岡本、北脇、バレスカス、松丸、藪長、志摩、坂元、杉
田、島川、藤稿、徳江、堀、国際地域学部より花田、眞子、金 計 17 名。
・平成 28 年度末をもって２名（金、バレスカス）退職。平成29年度に国際学
部から３名（柏崎、沼尾、藤本）、経営学部から１名（石井）、情報連携学
部から１名（花木）追加。１名（杉田）退職。計19名。
・平成29年度末をもって１名（坂元）退職。平成30年度に国際学部から１名
（中村）、国際観光学部から１名（永井）追加。計20名。

（３） 研究助手
研究助手は 1 名を常時採用している。現在までの研究助手は以下の通りであ
る。
・平成 14 年 4 月～平成 14 年 9 月：薬袋奈美子（平成 14 年 10 月より福井大学
工学部建築建設工学科）
・平成 15 年 4 月～平成 16 年 3 月：國分圭介（平成 16 年 4 月より国際経済労働
研究所）
・平成 16 年 4 月～平成 17 年 3 月：近藤久洋（平成 17 年 4 月より東京国際大学
国際関係学部）
・平成 17 年 4 月～平成 19 年 3 月：伊藤徹哉（平成 19 年 4 月より立正大学地球
環境学部講師）
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・平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月：松本尚之（平成 20 年 4 月より本学国際地域
学部助教）
・平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月：高林陽展（平成 21 年 4 月より学術振興会特
別研究員）
・平成 22 年 8 月～平成 25 年 3 月：高林陽展（平成 25 年 4 月より清泉女子大学
文学部史学科講師）
・平成 25 年 4 月～平成 27 年 3 月：岡崎匡史（平成 27 年 4 月より麗澤大学）
・平成 28 年 4 月～現在：眞子岳
（４）ＲＡ（リサーチ・アシスタント）
平成 15 年 4 月、当センターが母体とする東洋大学大学院国際地域学研究科に
博士後期過程が発足したのを受けて、博士後期課程の大学院生をＲＡとして採
用してきた。在職者は以下の通り。
・平成 15 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野
・平成 16 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵
・平成 17 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、湯
・平成 18 年度：七五三木、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、洪
・平成 19 年度：七五三木、矢光、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、周、田
・平成 20 年度：蔵、王、川澄、周、申、吉田、小早川、金、其、劉
・平成 22 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田
・平成 23 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田、張、付
・平成 24 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew
・平成 25 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan
・平成 26 年度：貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan
・平成 27 年度：貫、Hoang Le Quan、Thapa Sakhila、井上
・平成 28 年度：貫、Thapa Sakhila、井上、森、成實、Le Truc、加藤
・平成 29 年度：貫、Thapa Sakhila、井上、森、成實、Le Truc、加藤、Puri
Bhakta、松島、柴田
・平成 30 年度：Le Truc、Puri Bhakta、周、松島、柴田、湯浅
（５）招聘外国人研究員
センターが海外の研究者との研究ネットワークを構築するために毎年外国人
研究員を１名招聘している。招聘者は以下の通り。
・平成 15 年度：バングラデシュ工科大学（バングラデシュ）の Dr. Mafizur
Rahman（環境工学部准教授）
・平成 16 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms. Yasmin
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Suriansjah（建築学部上級講師）
・平成 17 年度：ディリ大学（東ティモール）の Mr. Martin Benjamin（土木工
学科専任講師）
・平成 18 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms.
Bernadetta Kwintiana Ane（工業技術学部上級講師）
・平成 19 年度：社会労働とコミュニティ開発調査相談センター（ベトナム）の
Ms. Ay My Tran（上級職員）
・平成 20 年度：ベトナム国立大学情報工科大学（ベトナム）の Dr. Nguen Phi
Khu（博士）、ウズベキスタン科学アカデミー水問題研究所環境医療・衛生研究室
長（ウズベキスタン）の Dr. Dilorom Fayzieva（医学博士）
・平成 23 年度：タイ・タマサート大学イノヴェーション・カレッジ プロジェ
クト・スペシャリストの Kanokrattana Netlomwong 氏
・平成 24 年度：インドネシア津波・災害対策研究センターの Dr. Muhammad
Dirhamsyah センター長
・平成 26 年度：ミャンマー連邦共和国畜水産村落開発省村落開発局の Dr.
Zarni Minn 副局長
・平成 28 年度：ジョモケニアッタ農工大学（ケニア）の Dr. Patrick G. Home
准教授
・平成 30 年度：サンパウロ総合大学（ブラジル）の橋本りか教授
（６）客員研究員
センターでは第二期より積極的に客員研究員を任命し、共同研究を行ってい
る。平成 18 年 10 月には（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在
員である片山恵美子氏を客員研究員に任命した。平成 19 年までに招聘した外国
人研究員（６を参照）に加え、ベトナム国立大学情報工学大学の Dr. Nguyen Phi
Khu（科学運用・国際協力学部長）を任命した。
第三期においては、研究拠点形成の目的の下、客員研究員の積極的な任命を行
い、
（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在員である片山恵美子
氏、横浜国立大学教育学部准教授松本尚之氏、バングラデシュ工科大学教授 M.M.
ラーマン氏等を平成 22 年度に客員研究員に任命した。平成 23 年度においては、
大阪大学学際融合教育研究センター准教授松行輝昌氏、寧夏大学講師蔵志勇氏、
本学博士号取得者周慶生氏を任命した。平成 24 年度においては、本学博士号取
得者其其格氏、劉励敏氏を任命した。平成 25 年度においては、本学客員教授金
子彰氏、本学博士号取得者劉蘭芳氏を任命した。平成 26 年度においては、早稲
田大学博士後期課程清水由賀氏を任命した。
第四期の初年度である平成 27 年度は、金子彰（東洋大学元教授）、松行輝昌
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（大阪大学准教授）、Md. Mafizur Rahman（バングラデシュ工科大学教授）、久留
島守広（東洋大学国際地域学部客員教授）、劉蘭芳（東洋大学博士後期課程修了）、
永井恵一（東洋大学国際地域学部国際観光学科産学連携観光人材育成プログラ
ム開発チーム研究員）、島野涼子（横浜国立大学博士後期課程修了）、矢田部暁
（（一財）国際観光サービスセンター主任研究員）を任命した。平成 28 年度は、
伊地哲朗（元関西学院大学法学部准教授）を平成 29 年 3 月 31 日まで任命した。
同年度は、村上淑子（元（株）イー・アール・エス 課長）、其其格（内蒙古自
治区社会科学院経済研究所）、劉 励敏（浙江師範大学講師）、Heiko Fritz（リン
ネ大学講師）を任命した。平成 29 年度は藏志勇（寧夏大学）、岡田未来（国際協
力機構）、杉田映理（大阪大学准教授）、マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス。
平成 30 年度は加藤聡（株式会社長大）、Thapa Sakhila（東洋大学大学院博士後
期課程修了）、岩崎真紀、松藤康司、松本重行（独立行政法人国際協力機構）、井
上常史（東洋大学大学院博士後期課程修了）、小野悠（豊橋技術科学大学講師）、
坂元浩一（ノースアジア大学教授、東洋大学国際学部元教授）、呉海鍾（東洋大
学国際学部非常勤講師）、朴美善（東洋大学国際学部非常勤講師）を任命した。
（７）事務局職員等
事務局の運営については、第一期、第二期、第三期、第四期を通してフルタイ
ムのアルバイト事務要員を通年で雇用し、適宜学生アルバイト等を追加雇用し
た。
5. 活動内容の概要
（１） 事務運営
これまで、センターの研究活動の運営を円滑に行うべく、週 1 回、研究員若干
名、研究助手および事務要員で構成される事務局会議を、また月 1 回、研究員、
研究助手、事務要員、大学教学課職員等で構成される全体会議を開催してきた。
なお「東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱」に記載されている「運
営委員会」とは、両会議の総称である。
（２）研究プロジェクト
プロジェクトの目的に沿って研究員による海外調査や国内での資料収集等、
また外国人研究員、RA、研究助手等との共同作業による研究を継続して行って来
ている。詳細は当報告書第二部の通りである。
（３）研究成果の公表
①シンポジウムの開催
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平成 14 年度～20 年度に各年１回ずつ開催してきた当センター主催の国際シ
ンポジウムは、国際共生社会に関する理解を深める場として定着している。平成
22 年 12 月にはセンター活動再開記念シンポジウム「アジアの内発的発展のため
に」、平成 23 年 10 月には、国際シンポジウム「観光と内発的発展：持続可能な
観光地づくりを目指して」を開催した。平成 24 年 7 月には「アジア地域におけ
る震災復興と内発的発展」を開催した。平成 25 年 7 月には「ソーシャルビジネ
スと内発的発展-カンボジアと世界の経験から-」を開催した。平成 26 年 10 月
10 日には、国際シンポジウム「国際開発と内発的発展」、平成 27 年度 12 月 11
日に、国際シンポジウム「グローバル化時代の国際貢献」を開催した。平成 28
年度 11 月 11 日に、国際シンポジウム「アフリカにおける開発と環境-技術と社
会の連携を目指した人材育成」を開催した。平成 29 年 11 月 25 日に、国際シン
ポジウム「国際的なネットワーキングによる広域的な人材を通した SDGs の実現
に向けて」を開催した。平成 30 年 11 月 23 日に、「アジアとラテンアメリカに
おける SDGs の実現に向けて－日本とブラジルの絆」を開催した。
②研究成果物の刊行
平成 15 年度に図書『環境共生社会学』出版、平成 17 年度に続編『国際環境共
生学』を朝倉書店より出版、さらに平成 20 年 8 月には、3 冊目となる『国際共
生社会学』を同書店より刊行した。平成 24 年度 8 月には『国際開発と環境－ア
ジアの内発的発展に向けて』を同書店より刊行した。平成 26 年 9 月には『国際
開発と内発的発展―フィールドから見たアジアの発展のために』を同書店より
刊行した。平成 29 年 9 月には『持続可能な開発目標と国際貢献―フィールドか
ら見た SDGs―』を同書店より刊行した。
③ワークショップ・公開講座の開催
センターの研究内容を広く一般に紹介するためのワークショップや公開講座
を毎年開催してきた。第三期初年度である平成 22 年度には、平成 23 年 1 月に
「都市整備のグリーン化に関するワークショップ」を開催した。同年 9 月には、
フィリピン・セブ市において「アジアのコミュニティー開発」、同年 10 月には国
際ワークショップ「観光と内発的発展：持続可能な観光地づくり」を開催した。
本年度は、平成 24 年度 7 月にワークショップ「アジア地域における災害復興と
国際協力」、平成 25 年 1 月 29 日に「研究拠点ネットワーク化のためのワークシ
ョップ」を開催し、前者では自然災害からの内発的な復興支援方法の開発を、後
者では国際的な研究拠点のネットワーク化について知見を深めた。平成 25 年度
7 月 20 日にワークショップ「ソーシャルビジネスと内発的発展」、平成 26 年 1
月 28 日に昨年度に引き続き「研究拠点ネットワーク化のためのワークショップ」
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を開催した。平成 26 年度 10 月 11 日に国際ワークショップ「国際開発と内発的
発展」を開催した。平成 27 年度 1 月 8 日に国際ワークショップ“Sustainable
Development and International Contribution for African Countries”を実
施、平成 28 年 1 月 29 日には国際ワークショップ“Responsible Tourism for
Sustainable Development”を開催した。平成 28 年度 10 月 7 日に「アジアにお
ける国際貢献手法の開発－ミャンマーにおける NGO の活動事例‐」、同年 11 月
14 日には国際ワークショップ“Toward International Collaborative Research
between JKUAT and TOYO”、平成 29 年 2 月 23 日には国際ワークショップ
“Sustainable Development and Tourism –Case in Cambodia-”を開催した。
平成 29 年度 6 月 24 日と 25 日には国際ワークショップ” What Can We Do for
Sustainable Development? Sharing Experiences between Kenya and Japan” 、
同年 7 月 4 日には”Disaster Resilience and Recovery -Asian Experience and
Research Opportunities in Italy –“を開催した。平成 30 年 3 月 7 日から 9
日までミャンマーにおいて“インレー湖における環境教育ワークショップ”を
開催した。平成 30 年 11 月 29 日には、特別セミナー：SDGs と社会的包摂「社会
的不利な状況にいる人のエンパワメント」を開催した。
④行事の共催・後援
平成 26 年 11 月 8 日と 9 日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された「く
らしの足をみんなで考える全国フォーラム」を後援した。
平成 26 年 12 月 9 日にカンボジア・プノンペンで開催された「カンボジアセ
ミナー」（国際港湾交流協力会主催）を当センターは後援した。
平成 27 年 10 月 24 日と 25 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム」を後援した。同年 11 月 8 日に開催されたワークショップ「ものづくりと BOP
ビジネスアイデア創出」を共催した。
平成 28 年 4 月 15 日「アジアにおける都市の水管理：その課題と可能性」、同
年 10 月 29 日と 30 日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された、「くらし
の足をみんなで考える全国フォーラム 2016」を後援した。
平成 29 年 10 月 28 日と 29 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム 2017」を後援し、平成 29 年 11 月 25 日と 26 日は国際開発学会第 28 回全国大
会を共催した。平成 30 年 10 月 27 日と 28 日は「くらしの足をみんなで考える
全国フォーラム 2017」を後援した。
⑤ニュースレターの発行
センター発足当初より、センターの研究報告やシンポジウム等の案内のため
にニュースレターを和文と英文で交互に作成し、国内外の専門家等にセンター
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の活動内容を紹介している。
⑥ホームページの運営
センターの活動を紹介・公表する目的で平成 14 年度にホームページを立ち上
げ、第四期の初年度にあたる平成 27 年度は、英文サイトを構築、全面的にリニ
ューアルした。毎年度、最新情報を掲載・更新している。
（４）センター活動の外部評価
センターでは学内外の有識者に委嘱し、外部評価委員会を組織している。評価
委員会は年１回開催され、センターの運営に対してアドバイスを行う諮問機関
としてその任に当たってきた。
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Ⅱ．研究組織

東洋大学

国際共生社会研究センター研究員（2019 年 2 月 10 日現在）

名前 Name

専門分野／Profession

国際貢献（テーマコーディネーター：松丸亮）

◎

荒巻 俊也
Shunya ARAMAKI

都市環境工学
Urban and Environment Engineering

岡村 敏之
Toshiyuki OKAMURA

都市計画
Urban Planning

岡本 郁子
Ikuko OKAMOTO

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

柏﨑 梢
Kozue KASHIWAZAKI

都市計画
Urban Planning

藤稿 亜矢子
Ayako TOKO

自然環境学
Natural Environmental Studies

沼尾 波子
Namiko NUMAO

経済学、経済政策
Economics, Economic Policy

松丸 亮
Ryo MATSUMARU

災害マネジメント
Disaster Management

藪長 千乃
Chino YABUNAGA

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

持続可能なビジネス（テーマコーディネーター：北脇秀敏）

◎

石井 晴夫
Haruo ISHII

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

北脇 秀敏
Hidetoshi KITAWAKI

途上国協力環境協力

島川 崇
Takashi SHIMAKAWA

観光学
Tourism Study

徳江 順一郎
Jun-ichiro TOKUE

ホスピタリティ・マネジメント
Hospitality Management

永井 恵一
Keiichi NAGAI

社会工学、人的資源論
Social Engineering, Human Resources Theory

花木 啓祐
Keisuke HANAKI

環境学、環境動態解析、環境影響評価・環境政策 Environmental policy and
environmental impact assessment

堀 雅通
Masamichi HORI

交通経済学
Transport Economics

Environmental Cooperation for Development Countries

インクルーシブ・アフリカ（テーマコーディネーター：志摩憲寿）
◎

志摩 憲寿
Norihisa SHIMA

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

中村 香子
Kyoko NAKAMURA

文化人類学
Anthropology

花田 真吾
Shingo HANADA

比較・国際教育学
International Comparative Education

藤本 典嗣
Noritsugu FUJIMOTO

経済学、経済政策、都市システム
Economics, Economic Policy, Urban System

注） ◎ テーマコーディネーター
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名前 Name

専門分野／Profession

客員研究員/Visiting Researcher
金子 彰
Akira KANEKO
松行 輝昌
Terumasa MATSUYUKI

都市と複合した交通インフラ開発による新たな国際貢献方策の研究 A study on
new contribution method on transportation infrastructure development combined with
urban development
アジア・アフリカにおけるソーシャルビジネスの比較制度分析 Comparative
Institutional Analysis on the Sustainable Development through Social Business in Asia
and Africa

MD. Mafizur Rahman

バ ン グ ラ デ シ ュ に お け る 水 供 給 に 関 す る 研 究 Study on water supply in
Bangladesh

久留島 守広
Morihiro KURUSHIMA

水素エネルギー社会へ向けたアジア諸国等との連携・共生の在り方 Research on
International Regime for Climate Change

劉 蘭芳
Ranho LIU

ア ジ ア 途 上 地 域 に お け る 国 際 観 光 交 流 振 興 に 関 す る 研 究 Research
on international sightseeing exchange promotions in Asian on developing area

島野 涼子
Ryoko SHIMANO

途上国の防災能 力強化における障害者支援 のあり方に関する研 究 Study
on disability support in the ability for disaster prevention of the developing countries

矢田部 暁
Satoru YATABE

インバウンド・ツーリズム
Inbound Tourism

村上 淑子
Yoshiko MURAKAMI

水供給施設の普及が河川水質に与える影響についての検証 Study on Effects of
Water Supply Facility Dissemination on River Water Quality

其其格
Qiqige

中国内モンゴル農村地域における水資源不足状況及び農牧民の家庭生計に与
える影響に関する研究 The Impact of Water Shortage of Agricultural and Pastoral
areas on the Livelihoods of Farmers and Herdsmen in Ineer Mongolia of China

劉 励敏
LIU Limin

中国における 6 次産業化による農業農村の活性化に関する研究 A study on Rural
Activation by the Faculty of "Sixth Industry" in China

Heiko Fritz

開発途上国における資源管理と地域経済統合に関する研究 Management and
governance of natural resources and regional economic integration in developing
countries

マリア・ロザリオ・ピケロ・
途上国におけるジェンダーとコミュニティー開発に関する研究 Gender and
バレスカス
Maria Rosario Piquero- Sustainable Community in Developing Countries
BALLESCAS
藏

志勇

中国・寧夏における脱貧困の問題と対策に関する研究 Research on Anti-poverty
Problems and Countermeasures in Ningxia of China

杉田 映理
Elli SUGITA

ア フ リ カ に お け る 水 ・ 衛 生 環 境 と 社 会 開 発 に 関 す る 研 究 Research on Social

岡田 未来
Miku OKADA

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

坂元 浩一
Koichi SAKAMOTO

ア ジ ア ・ ア フ リ カ に お け る 内 発 的 発 展 に 関 す る 研 究 Research on Inward
Development in Asia and Africa

松藤 康司
Yasushi MATSUFUJI

福岡方式による埋立地の改善及び浸出水処理に係わる技術移転 Research on
Waste Management in Developing Countries

小野 悠
Haruka ONO

アフリカ・アジアにおけるインフォーマルな都市化に関する研究 Research on
Informal Urbanism in Africa and Asia

松本 重行
Shigeyuki MATSUMOTO

途上国における水道事業の経営改善と無収水削減に向けた望ましい国際協力
の研究 A Study on International Cooperation for Improvement of Water Supply
Utilities and Non-Revenue Water Reduction in Developing Countries

Development Related to Water, Sanitation and Hygiene in African Societies
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加藤 聡
Satoshi KATO

アジアの開発途上国における地域開発の手段としての PPP に関する研究 A
Study on PPP as a New Means of Regional Development in Asian Developing
Countries

岩崎 真紀
Maki IWASAKI

中東・北アフリカ、宗教学に関する研究
Research on Middle Eastern Studies and Comparative Region

タパ・サキーラ
Sakhila THAPA

ネパールの青少年教育のためのソーシャルネットワークサービスの分析
Research on Social Networking Service for Youth Education in Nepal

呉海鍾
HaeChong O

環 境 共 生 都 市 開 発 に 向 け た 水 圏 環 境 再 生 に 関 す る 研 究 Research on
Hydrosphere Restoration for Environmental Symbiosis Urban Development

朴美善
Meishan PIAO

北東アジア地域における共生的発展に関する研究 A Studies on Symbiotic
Regional Development in Northeast Asia

井上 常史
Tsuneshi INOUE

ASEAN 地域を中心とした廃棄物環境問題の研究 Research on the Waste and
Environmental Issues in and around ASEAN Areas

リサーチアシスタント／Research Assistant
Le TRUC

適切な廃水関税構造の研究-ベトナムのホーチミン市を事例に A Study on
Proper Wastewater Tariff Structure Applied for Ho Chi Minh City - Case Study in
HCMC

Puri Bhakta

ネパールにおけるコミュニティー開発に関する研究 Community Development in
Nepal

松島 恭範
Kiyonori MATSUSHIMA

ケニア農村地域における零細企業の持続的な経営手法に関する研究 A Study on
the Sustainable Business Operation of Micro and Small Enterprises in the Rural Area
of Kenya

柴田 京子
Kyoko SHIBATA

ミャンマーの農村開発における住民組織化に関する研究 Study on the Rural
Development and Self-Organization in Myanmar

周可
Ke ZHOU

中国における都市生活ゴミの削減・分別に対する国民の意識に関する研究 A
Study on Public Awareness for Garbage Reduction and Separation in China

湯浅 岳史
Takashi YUASA

開発途上国の湖沼を対象とした環境改善意思決定メカニズムの解明に関する
研 究 ： ミ ャ ン マ ー 国 イ ン レ ー 湖 を 対 象 に Study on Elucidation of the
Environmental Improvement Decision-Making Mechanism for Lakes in Developing
Countries: A Case Study of the Inle Lake, Maynmar

事務局/Secretary
板倉 由利子
Yuriko ITAKURA

事務運営
Secretary

連絡先：cesdes@toyo.jp
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Ⅲ．平成 30 年度活動記録

1.

国際シンポジウムの開催

テーマ：アジアとラテンアメリカにおける SDGs の実現に向けて―日本とブラジルの絆
日 時：2018 年 11 月 23 日（金）
会

場：東洋大学白山キャンパス 井上円了ホール

講演者：
・フラビオ・ウルノー 教授（サンパウロ総合大学）
・橋本りか・シルレイ 教授（サンパウロ総合大学）
・紀葉子 教授（東洋大学社会学部）
・吉田憲 氏（独立行政法人国際協力機構 中南米部次長）
・山本美香 氏（独立行政法人国際協力機構 青年海外協力隊 事務局長）
参加者：約 580 名
2.

特別セミナーの開催

テーマ：Discussing Social Inclusion from the perspective of SDGs: Empowerment to the persons
in social disadvantage
日 時：2018 年 11 月 29 日（木）
会 場：東洋大学白山キャンパス 125 記念ホール
講演者：
・ビョルン・ヴィンデン 教授 （ノルウェー・オスロ首都大学）
・久野研二 氏（JICA 国際協力専門員：社会保障）
・島野涼子 氏（国際共生社会研究センター客員研究員）
・ンゾ・ズキスワ 氏（学生パネリスト、ABE イニシアティブ研修生）
参加者：約 100 名
3.

国際ワークショップの開催

テーマ：インレー湖における環境教育と研究報告
日 時：2019 年３月７日（木）
、８日（金）
会 場：ニャウンシュエ市内
＊年度本報告書作成時では未開催のため、詳細は割愛する。
4.

2019NEW 環境展への出展

テーマ：国際共生社会研究センターの研究報告
日 時：2019 年３月 12 日（火）～15 日（金）
会 場：東京ビッグサイト
＊本報告書作成時では未開催のため、詳細は割愛する。
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5.

調査・研究活動

(1)

眞子 岳

平成 30 年８月 11 日～17 日
目的：地下水ヒ素汚染地域における安全な水供給に関する研究
場所：カンボジア
(2)

松丸亮

平成 30 年８月 31 日～９月４日
目的：インレー湖における環境保全に関する研究
場所：ミャンマー
(3)

眞子 岳

平成 30 年８月 26 日～９月７日
目的：インレー湖における環境保全に関する研究
場所：ミャンマー
(4)

金子 彰

平成 30 年９月７日～９月９日
目的：計画行政学会第 41 回全国大会への参加
場所：福岡県
(5)

藤本 典嗣

平成 30 年９月７日～９月９日
目的：計画行政学会第 41 回全国大会への参加
場所：福岡県
(6)

岡本 郁子

平成 30 年９月 19 日～９月 20 日
目的：岩手県紫波町における PPP の取り組みに関する調査
場所：岩手県
(7)

沼尾 波子

平成 30 年９月 19 日～９月 20 日
目的：岩手県紫波町における PPP の取り組みに関する調査
場所：岩手県

30

(8)

岡本 郁子

平成 30 年 11 月 25 日～12 月１日
目的：インレー湖上における経済調査
場所：ミャンマー
(9)

藤稿 亜矢子

平成 30 年 11 月 25 日～12 月１日
目的：インレー湖における環境評価
場所：ミャンマー
(10)

久留島 守広

平成 30 年 11 月 24 日～11 月 28 日
目的：独エネルギー機関 DENA 主催・エネルギー転換会議出席、および欧州における
同技術動向・途上国への技術移転可能性調査他
場所：ドイツ
(11)

島野 涼子

平成 30 年 11 月 27 日～12 月 12 日
目的：スリランカの発達障害のある人の実態調査（知的障害者・精神障害者の調査と
ともに）
場所：スリランカ
(12)

島野 涼子

平成 31 年１月 12 日～１月 20 日
目的：コロンボ市における学校に通っていない障害者に関する実態把握
場所：スリランカ
(13)

藪長 千乃

平成 31 日１月 27 日～２月２日
目的：北欧諸国における社会福祉分野の途上国支援に関する聞き取り調査
場所：ノルウェー、フィンランド
(14)

岡本 郁子

平成 31 年１月 30 日～１月 31 日
目的：住民主導型地域活性化の取組みに関する調査
場所：佐賀県
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(15)

岩崎 真紀

平成 31 年２月１日～２月 12 日
目的：鹿島学術振興財団研究助成「モロッコのアルガン油精製女性協同組合の活動に
みるイスラーム的伝統に沿った持続可能な地域開発と女性のエンパワーメント
に関する複合的研究」に関わるモロッコ南部の現地調査およびフランスでの資
料収集調査
場所：モロッコ
(16)

小野 悠

平成 31 年２月４日～２月 16 日
目的：
（１） ケニア国ナイロビのスラムにおけるパブリックスペースの空間特性と活
用実態に関する調査
（２） マレーシア国ペナンのまちづくりに関わる民間企業の視察
場所：ケニア、マレーシア
(17)

柏崎 梢

平成 31 年２月 15 日～２月 21 日
目的：イタリア中部地震被災地であるイタリア中部の都市カメリーノを訪問し、カメ
リーノ大学の研究者と意見交換を行うとともに、カメリーノおよび周辺の小規
模集落にて聞き取り調査を行い、復興状況を確認する。
場所：イタリア
(18)

荒巻 俊也

平成 31 年２月 19 日～２月 25 日
目的：廃棄物収集・処理状況の調査と、ごみ問題や適切な排出に関する市民意識の調
査のため
場所：セーシェル共和国
(19)

藤本 典嗣

平成 31 年２月 19 日～２月 27 日
「グローバル都市の持続可能性~カイロの事例」をテーマに調査を行う。近東・
目的：
北アフリカの都市システムの中で、カイロの成長が、現状（世界都市の拠点と
して多国籍企業のブランチオフィス立地による成長）で、どの程度の持続可能
性があるのかを、調査する。さらに、ドバイにてカイロと対比した金融市場の
発達度を調査する。
場所：エジプト
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(20)

岡本 郁子

平成 31 年２月 23 日～３月 10 日
目的：チン州南部における農業の実態及びシャン州インレー湖に関する調査研究
場所：ミャンマー
(21)

松丸 亮

平成 31 年２月５日～２月９日
目的：カンボジア国シェムリアップ市における水衛生環境および家庭における衛生教
育状況を市役所や NPO などの関係機関及び家庭訪問を基に把握すること。
場所：カンボジア
(22)

井上 常史

平成 31 年２月 26 日～３月８日
目的：中国の廃棄物プラスチック輸入禁止に伴う動向等調査のため
場所：タイ
(23)

眞子 岳

平成 31 年３月１日～３月 11 日
目的：ミャンマー・インレー湖における環境保全に関する研究
場所：ミャンマー
(24)

松丸 亮

平成 31 年３月５日～３月 12 日
目的：ミャンマー国インレー湖環境改善プロジェクト（地球市民の会と共同実施中）
での現地ワークショップ実施及びインレー湖周辺環境調査
場所：ミャンマー
(25)

志摩 憲寿

平成 31 年３月 28 日～３月 31 日
目的：第 2 回 IASUR (International Alliance for Sustainable Urbanization and Regeneration)
国際会議に参加・論文発表を行う。
場所：中国
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Ⅰ．国際貢献

１．活動概要

平成 30 年度国際共生社会研究センター 活動概要

活動概要

国際貢献

国際共生社会研究センター

1.

テーマコーディネーター（国際貢献）
大学院国際学研究科（国際学部）教授
松丸亮

はじめに
東洋大学国際共生社会研究センターが「アジア・アフリカにおける地域に根ざしたグロ

ーバル化時代の国際貢献手法の開発」を全体テーマとして掲げ、
「国際貢献」がサブテーマ
の一つとなってから、本年度末で４年が経過する。本年度においても、各研究員は、昨年
度までの研究を継続し、研究成果の発信に努めるとともに、各研究員はセンターが実施し
たシンポジウム、ワークショップへの協力や共催した学会等への協力を行っている。
国際貢献テーマグループとしての活動は、NPO 法人地球市民の会との共同で昨年度より
継続している「ミャンマーのインレー湖の住民参加型環境改善プロジェクト」
（三井物産環
境基金による研究助成）に加え、
「2016 年イタリア中部地震からの復興に関する研究」を行
っている。ここでは、グループとしての活動の概要を示すとともに、各研究員の研究状況
の概要を示す（紙幅の都合により、客員研究員および RA の研究概要は割愛している）。
なお、研究員・客員研究員・RA の研究状況の詳細は、本報告書の「各研究員からの報告」
部分に示している。
2.

国際貢献テーマグループとしての活動

① 「ミャンマー・インレー湖における環境悪化要因の分析と住民主体の参加型環境改善
手法の構築プロジェクト」
（三井物産環境基金による研究助成）
昨年度より、特定非営利活動法人地球市民の会（以下、TPA）と共同で実施中のプロジェ
クトで、
本年度は 3 年のプロジェクト期間中の 2 年目にあたる。
3 年間の研究期間において、
１）事業予定地であるインレー湖の環境汚染の状況、環境改善にかかる住民意識を明らか
にし、２）環境改善に係る全体ビジョンおよび個別の改善目標を設定したうえで、３）イ
ンレー湖の環境改善対策にかかる住民参加型で実践的な循環型環境改善手法の構築を目指
すものである。
本年度も昨年度に引き続き、表に示すように全５回（第 5 回目は、本校執筆時は実施予
定）の現地調査を行い、インレー湖の水質、農業やホテルやレストランなどの水質に影響
を及ぼす可能性のある産業等に対して意識調査などを行った。
その結果、インレー湖の汚染状況や住民や観光産業従事者の環境意識などが次第に明ら
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かになってきているところであり、今年度の結果をもって、環境改善に係る全体ビジョン
の設定を行い予定でいる。
表 現地調査の概要
回
1

期 間
2018 年 8 月 11 日
～17 日

内
容
水質調査（乾期）
コミュニティ調査
流域調査

2

2018 年 8 月 26 日
～9 月 7 日
2018 年 8 月 31 日
～9 月 4 日
2018 年 11 月 25
日～12 月 1 日
2019 年 3 月 1 日
～11 日

水質調査（雨期）
コミュニティ調査
流域調査

眞子

コミュニティ調査
観光開発調査
環境教育ワークショップ
・水上コミュニティ
・ホテル協会など

岡本、藤稿

3
4
5

参加メンバー
眞子

松丸、湯浅

松丸、岡本、眞子、湯浅

水質については、インレー湖の有機汚濁と濁度について、汚濁が進行している割には濁
度が低いという日本の湖沼にはあまり見られない関係がみられ、そのメカニズムについて
の推論を進めている。この結果については、3 月末の学会発表にて公表の予定である。また、
インレー湖の環境に影響を与える要因である、流域の農地利用パターン、就業形態の変化、
観光事業者などの環境意識などが次第に明らかになりつつあり、これらが、環境改善に係
る全体ビジョンを設定するうえで重要な部分になると考えている。
② 「2016 年イタリア中部地震からの復興に関する研究」
この研究は、昨年度より松丸研究員と柏崎研究員が個別に進めているが、本年度より、
国際貢献グループとしての活動として実施することとした。
今年度は、2 月中旬に両研究員が同じ日程でイタリアを訪問し、復興政策、復興コミュニ
ティと被災者の居住寛容などをテーマにそれぞれの専門の立場から現地調査を行う予定で
ある。なお、この現地調査には、国内外において災害支援を行っているジャパン・プラッ
トフォームのプログラムコーディネーターも参画する予定であり、外部からの知見も取り
入れながら研究を進めていきたい。
3.

各研究員の研究テーマと研究活動

 荒巻俊也 研究員
荒巻研究員は「低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究」をテーマ
に引き続き研究をおこなっている。
今年度は、ハノイ市郊外やスリランカ・ゴール市での水利用実態と適切な水供給インフ
ラ形態の検討のほか、ハノイ市およびセーシェルにおいて廃棄物の適正処理に関する関係
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者の意識と行動の調査を実施してきており、これらの成果は、2018 年 7 月に松山で行われ
た Water Environmental Technology Conference などにおいて公表されている。
来年度以降は、これまでの研究成果を取りまとめるとともに、廃棄物の削減や分別収集・
リサイクルに関するテーマについて、セーシェル，ベトナム等での現地調査を進め、地域
住民の意識や認識と影響を与えている要因について分析を進めていく予定となっている。
 岡本郁子 研究員
岡本研究員は「途上国農村開発における住民組織化と地域社会」をテーマに研究を行っ
ている。本センターにおける本年度の主たる活動は、国際貢献グループのとしての研究活
動であるミャンマー・インレー湖プロジェクトにおいて、同地域での農業生産や土地利用
がインレー湖地域の環境にどのような形で負荷を与えているかに関し、インレー湖周辺及
び流域のいくつかの村において調査を行うことであった。
その結果、インレー湖周辺・流域の村々では、土地利用、農業生産、就業などにいくつ
かの特色がみられ、それが環境負荷を考えるときに必要となる要因であることを示唆した。
 柏崎梢 研究員
柏崎研究員は、もともと「アジア都市におけるコミュニティ開発およびガバナンスに関
する研究」をテーマに研究を進めていたが、昨年度より、2016 年イタリア中部地震の被災
地において、被災コミュニティの再生に係る研究を行っている。この研究では、復興が長
期にわたることが想定される、2016 年イタリア地震被災地であるカメリーノとアマトリー
チェを対象に、緊急対応・復興に係る制度などについての調査を行い、日本やアジアへの
知見を導こうというものである。
今年度は、特に、復興初期段階のプロセスについて、昨年度行った現地調査での聞き取
り調査結果や文献を詳細に分析し、同じイタリア国内でもいくつかのパターンがあること
を明らかにした。また、本年度はこれまでに明らかになったことをベースに 2 月中旬に現
地での調査を行うことを予定している。


藤稿亜矢子 研究員

藤稿研究員は「環境保全型ツーリズムの開発手法に関する研究」をテーマに研究を行っ
ている。藤稿研究員は、国際貢献グループのとしての研究活動であるミャンマー・インレ
ー湖プロジェクトにおいて、インレー湖の保全施策と周辺の観光産業との関連性調査を担
当しており、この研究活動が本年度の本センターにおける主たる研究活動となっている。
具体的には、基礎情報の収集を意図して、観光事業者におけるインレー湖保全のための
施策と意識について、アンケート調査およびインタビュー調査などを行い、事業者の咸鏡
配慮行動の傾向や観光協会と環境保全対策の実態などを明らかにしつつある。


沼尾波子 研究員

沼尾研究員は「地域における経済学、経済政策」をテーマに研究を行っている。本年度
は、地域において生活の維持を可能とする社会経済基盤の構築が課題となる中、人口減少
が進む地方圏にあって、独自の地域づくり政策を推進し、人口減少の抑制とともに持続可
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能な社会経済システムの構築を図る自治体について、ガバナンスとマネジメントの両面か
ら、成果を上げるための要件について考察を行うこと目的に、岩手県紫波町を対象に調査
を行った。その結果、紫波町におけるオガールプロジェクトを中心とした一連の事業展開
の背景には、町役場による「協働のまちづくり」の実践に向けた取組みがあることが明ら
かになったとしている。
 松丸亮 研究員
松丸研究員は「防災・災害復興分野における国際貢献手法に係る研究」をテーマに研究
を行っている。本年度の主たる活動は、インレー湖プロジェクト、2016 年イタリア中部地
震からの復興に関する研究であった。インレー湖プロジェクトについては、他の研究員と
ともに現地調査を行い、特に、水質形成機構の検討を行った。検討結果については前述の
通りである。
 藪長千乃 研究員
藪長研究員は「社会福祉の新たな展開に関する研究：北欧の取組事例」をテーマに研究
を行っている。本年度は、これまで北欧で行ってきた研究成果等の公表のため、ノルウェ
ー・オスロ首都大学よりビョルン・ヴィンデン教授を招聘し特別セミナー「Discussing Social
Inclusion from the perspective of SDGs: Empowerment to the persons in social disadvantage」を開
催した。障害者支援の在り方などについて議論を実施し、その成果報告書は本センターの
ウェブサイトに掲載されている。
4.

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

究テーマについての概要をまとめた。
これまで述べてきたように、本年度は、各研究員が個別にその専門分野で研究を深化さ
せたことに加え、複数の研究員が参画するプロジェクトが、インレー湖プロジェクトとイ
タリア中部地震からの復興研究と二つに増やすことができた。昨年度末に、研究員が共同
で実施できるプロジェクトをさらに増やしていきたいとした目標を最低限クリアできたの
ではないかと考えている。
また、これまで同様、研究成果の積極的な発表にも取り組んでいく予定である。今後の
研究展開に期待されたい。
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２．研究報告

平成 30 年度国際共生社会研究センター 研究概要

低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
荒巻

俊也

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

工学大学の Le Quynh Chi 博士，および東京大学

1. はじめに
開発途上地域においては、水供給や衛生施設の

大学院工学系研究科の窪田亜矢教授の研究グル

整備、廃棄物管理の高度化などにより生活環境の

ープとの共同で実施している。

改善が求められているが、省エネや省資源、温室
効果ガスの排出削減など今日的な地球規模での

2．公共水道の導入による水利用に関する意識や

環境問題への対応も同時に考えていく必要があ

行動の変化

る。このような中で、水供給や排水・廃棄物処理

（1） 研究背景と目的

などの環境インフラの形成において、行政側から

公共水道などの水供給インフラは、先進国では

のトップダウン的なアプローチだけでなく、地域

多くの地域で既に整備が終わり高度化と維持管

住民の意識や選好などを考慮したボトムアップ

理が課題となっているが、途上国ではまだ不十分

的なアプローチのもとに問題を検討していくこ

な地域も多い。特に人口の集中が進む大都市圏で

とも求められている。

は慢性的な水不足に悩んでいる地域もあり、迅速

そこで、途上国における低炭素社会・循環型社

かつ適切な水供給システムの整備が主要な課題

会、あるいは健全な水循環の構築に向けて、内発

となっている。特に適切な整備という観点では、

的発展という視座のもと、地域住民の主体的な

地域住民の水量、水質に対する要求と、水供給に

（ボトムアップの）取り組みによる可能性や課題

対する支払い可能額を考慮しながら、地域住民に

について検討を行うことを目的として研究を進

とって最も適切なシステムを選択しなければな

めている。

らない。

具体的な事例として，ハノイ市郊外やスリラン

そこで，ここではハノイ都市圏において，公共

カ・ゴール市での水利用実態と適切な水供給イン

水道が導入されていない地域と導入されてまも

フラ形態の検討のほか、ハノイ市およびセーシェ

ない地域を対象として水利用の実態および水利

ルにおいて廃棄物の適正処理に関する関係者の

用に関する意識の調査を行い，水利用に対する意

意識と行動の調査を実施してきた。ここでは、そ

識がどのように異なっているかを検討する。

れらの成果のうち、ハノイ市郊外での水利用実態
に関する調査の結果を紹介する。

（2） 研究対象地域

なお、ここで紹介する成果は 2018 年 7 月に松

対象としたハノイ市は人口約 650 万人のベトナ

山で行われた Water Environmental Technology

ムの首都であるが、急速な人口の流入と経済発展

Conference にて発表した内容

1)を要約したもの

が進んでいる。これまで地下水を水供給の水源と

である。これらの調査および検討は，ハノイ土木

していたが、地盤沈下が深刻な問題となるととも
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なっている。

に、地下水のアンモニア性窒素やヒ素による汚染
も問題となっており、表流水への転換が課題とな

本研究では表 1 に示す Sai Son(以下 SS)，Mau

っている。近年西部の山岳地帯に河川水を水源と

Luong(以下，ML)の 2 つのコミュニティを対象と

する浄水場を建設して市の一部地域に供給して

した。SS はハノイ中心部から約 30km 西にある農

いるが、今後の水需要の増加に対して、新たな表

業コミュニティである。高速道路が近くを通って

流水源の開発を計画している。

おり，ハノイ市内へのアクセスは良く，また有名

しかし、ハノイ市近辺にある河川上流では近年

な寺院があり観光客も訪れる地域である。公共水

少雨傾向が続いて渇水が頻発しているとともに、

道はまだ導入されていない。ML は中心部から 10km

国際河川であること、また水力発電用水としての

南西にあるコミュニティで近隣の環状道路沿い

利用が既に行われていることから、表流水を安定

に商業施設や大規模な住宅団地が開発されてい

に確保することについてもさまざまな課題があ

る地域である。公共水道が導入されてからまだ 10

る。よって、水資源の有効利用と適切な水供給イ

年経っていない地域である。両コミュニティの詳

ンフラの整備が市の発展に向けた重要な要素と

細は表 1 を参照されたい。

表 1 対象コミュニティの概要
Sai Son (SS)
without public water supply

Mau Luong (ML)
with public water supply

Main income source

Agriculture: 57%
Small business: 24%
Gov. official: 10%

Agriculture: 54%
Small business: 24%
Employed: 21%

Level of monthly Income
(1M VND
=45 USD

<2M VND: 9%
2-5M VND: 33%
5-10M VND: 36%
10-15M VND: 17%

2-5M VND: 22%
5-10M VND: 48%,
10-15M VND: 22%
>15M VND: 6%

Community
Average family size (children)

Water source

Water appliance

5.3 (1.7) /household

Rainwater for kitchen
Groundwater for others
Washing machine: 77%
Shower: 83%
Flush toilet: 91%
Purification: 31%

5.1 (1.7) /household

Public water for in-house use
Rainwater use in some houses
Groundwater is polluted, and
limited use
Washing machine: 92%
Shower: 100%
Flush toilet: 97%
Purification: 57%

(4) 水利用に対する意識と行動

(3) 調査方法
SS は 2016 年 8 月に，ML は 2017 年 8 月に現

図 1～4 に両コミュニティにおける意識や行動

地調査を行い，コミュニティの状況を確認すると

の分布を示す。節水意識は公共水道が入り料金徴

ともに，約 60 軒を対象に調査を行った。

収が行われる ML 地区の方が高く（図 1），一方で

調査では，水利用の状況や意識，行動，意見に

水量が十分ではないと考える人の割合は公共水

ついて，タブレットによる聞き取り調査を行うと

道が導入されていない SS 地区の方で高かった

ともに，水利用機器の確認のほか炊事に利用して

（図 3）
。SS 地区では利用している地下水に汚染

いる水について，電気伝導度の他，アンモニア態

の懸念があるが，水の安全性についての意識はほ

窒素や硝酸態窒素，大腸菌群などの指標について

ぼ同じレベル（図 2）であった。また，ML 地区も

の簡易水質調査を行った。

含めて多くの家庭で従来利用されてきた貯水槽
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(5) 水利用に関する意見や選好

が公共水道導入後も利用されているケースが多
かったが，貯水槽を清潔に維持することの意識に

図 5 には SS 地区で水利用に対する意見を尋ね

ついてはやや ML で高いものの大きな差はなかっ

た結果を示す。水道導入による水質改善への期待

た（図 4）
。

が大きいこと，コミュニティによる管理の重要性
への理解はあるが，行政主導での導入への期待が
大きいこと，などが見て取れる。

図 1 設問“Are you trying to save water in your

図 3 設問” Do you feel you don’t have enough

life?”への回答の分布

water?”への回答の分布

図 2 設問” Do you worry about safety of water

図 4 設問” Are you carefully take water from

currently used?”への回答の分布

tank to avoid contamination of water?
”への回答の分布

図5

SS における水利用についての意見や選好
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図6

ML における水利用についての意見や選好

表 2 現在公共水域を利用するかどうかと他の要

されてきた。そこでここでは，ML 地区において

因とのクロス集計表

公共水域の利用が公共水道導入に伴いどのよう
Yes

No

に変わったかを調査した。
表 2,3 に示す通り，10 年前は約 3 分の 2 が利

Help maintain the public
water sites?

Yes

9

10

No

11

33

Agriculture
is
income source

Yes

17

17

No

3

26

Yes

12

17

水域の清掃など維持管理への参加も少なくなっ

No

8

26

ている状況であった。

Yes

4

28

No

16

15

major

Use rainwater in Kitchen
Worry about safety of
water currently used

用していたが，現在は約 3 分の１と減っている。
特に農業従事者以外，水質への不安を表明したも
の，雨水を現在利用していないものが公共水域を
利用していない状況であり，10 年前と比べて公共

3．今後の計画
今後は、ハノイで実施してきた調査の成果を取
りまとめるとともに、廃棄物の削減や分別収集・

表 3 10 年前に公共水域を利用していたかどう

リサイクルに関するテーマについて、セーシェル，

かと他の要因とのクロス集計表

Help maintain the public
water sites 10 years ago

Yes

No

Yes

26

7

No

15

15

ベトナム等での現地調査を進め、地域住民の意識
や認識と影響を与えている要因について分析を
進めていく。
参考文献

図 6 には ML 地区で結果を示す。約 8 割が水道

1) Toshiya ARAMAKI, Quynh Chi LE, Tomohiro ITO

の導入による水量および水質の安定性や安全性

and Aya KUBOTA, Residents’ Attitude and

への効果について肯定的な意見を持っているが，

Behavior on Water Use in Rapidly Urbanizing

その分費用も増えたと回答する家庭も多かった。

Communities in the Suburb of Hanoi City, Vietnam,
Water and Environment Technology Conference

(6) 公共水域の利用についての変化

2018, Matsuyama, July 2018.

ハノイ都市圏においては，コミュニティには公
共水域が整備され，伝統的にさまざまな形で利用
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ミャンマー・インレー湖地域の環境劣化の分析に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
岡本

郁子

Study on the factors of environment deterioration of Inle Lake, Myanmar
1. 平成 30 年度の活動報告

環境劣化の原因が複合的であること、それにも関

東洋大学国際社会共生センターは、三井環境研

わらず行政の横の連携が弱いこと、また環境劣化

究基金の助成を受け、ミャンマーで活動する NPO

に関する具体的なデータがステークホルダー間

法人地球市民の会と共同研究「ミャンマー・イン

で共有されてこなかったことなどから、環境改善

レー湖における環境悪化要因の分析と住民主体

の本格的な取組みとして具体化されてこなかっ

の環境型環境改善手法の構築」を実施している。

た。

筆者は主に同地域での農業生産や土地利用がイ

インレー湖の環境劣化の一つの大きな理由と

ンレー湖地域の環境にどのような形で負荷を与

して指摘されるのが、インレー湖をとりまく周辺

えているかに関する調査を担当している。

山 間 部 か ら の 土 砂 流 入 で あ る （ MOECF 2014,

2018 年度は、11 月 26 日～28 日にかけて、土砂

Furuichi 2007）
。土砂流入の原因は、山間部での森

流入が特に著しいとされるインレー湖西岸の上

林伐採の拡大と農地利用の拡大によるとされる。

部に位置する山間村で農業生産や生業に関する

森林伐採は日常的な燃料確保だけでなく、インレ

聞き取りを行い、住民の生計活動と土砂流入の関

ー湖東岸の山間部ではタナペ2 加工用の薪用目的

係に関する基礎情報の収集を行った1。

でも行われている。また、インレー湖西岸の山間
部では森林地と区分されている土地で移動耕作

2．研究背景と目的

（Shifting Cultivation）が行われていることも原因
として指摘されている。この地域はもともと土壌

ミャンマー東部、シャン州ニャウンシュエ郡に
位置するインレー湖は風光明媚な有数の観光地

が浸食されやすい赤土であることも要因である3。

として有名であるが、近年同湖及びその周辺地域

ニャウンシュエ郡の森林面積の変化をみると、

の環境劣化が著しいとされる（MOECF 2014）
。こ

2005 年から 2010 年という短い期間で 5.6％とい

うした環境劣化に対してはミャンマー政府、シャ

う 急 速 な 森 林 減 少 が 見 ら れ る （ MOECF 2014

ン州政府、さらには地域住民のコミュニティ組織

Table 5）
。その背景には人口圧力がある。ニャウン

の間でこれまで以上に危機意識が高まっている。

シ ュ エ 郡 の 人 口 は 1990 年 代 半 ば 以 降 年 平 均

しかしながら、前年度報告書で整理したように、

11.5％で増加しているが、これを地理的区分（湖

1

時間火をくべる必要があり、日常生活用の薪に
比べ太いものを大量に必要とする。
3 表面浸食からリル浸食、さらにガリ浸食が発生
していったとされる。1999 年の FAO のコンサ
ルタントの報告書にはすでに深刻なガリ浸食が
起きていると示されている。

同調査ではインレー湖西岸農村の農地利用調査

だけでなく、ニャウンシュエを中心とする観光業
者（ホテル、銀細工、機織り）に対する聞き取り
も実施した。
2 ビルマ葉巻用の葉。葉を乾燥させるために 24
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上村（Inside the lake）
、湖畔村（Wetland）
、内陸村

うん機を使用すれば作業は半日で終わるところ、

（Upland）
）に応じてみると、人口増加率は内陸村

水牛では１エーカーあたり 4-5 日かかり、費用も

で年平均 14％と最も高くなっている（MOECF

さして変わらないためである。

2014 pp.24-25）
。そうした人口の増加が薪需要、農

住民は森林減少が進んでいるという認識を共

地需要を高め、森林減少が加速化していったと考

有しているようであった。こうした森林減少の結

えられる。

果、近年、雨季の期間が短くなってきていると同

以上のような背景から、インレー湖の流水域の

時に、降水量も減少しているとする4。森林減少の

山間部地域の住民の生業・生活の実態の把握は、

要因としては、人口圧力に加え、薪を売って生計

インレー湖の土砂流入量の軽減策を考えるうえ

をたてざるを得ない人がいることが一因として

で不可欠である。本調査は今後詳細な個別世帯調

あげられていた。以前は木炭づくりを行っている

査を実施するための予備調査として位置づけら

世帯もいたが、森林の減少に危機感をいだいた隣

れる。
調査対象村はニャウンシュエ郡の 2 ヶ村
（イ

の村（タウンチャー村）の村長の呼びかけで近隣

エウー村、ゴー村）
、カロー郡の 2 ヶ村（チャウナ

４－５村の間で 2 年前に木炭づくりの禁止を決め

ー村、アウンベイ村）である。

たという。
（２）ゴー村

3．調査村の概要―土地利用と生業を中心にー

ゴー村は 130 世帯からなるパオー族の村である。

（１）イエウー村

この内 35 世帯は耕作する農地を保有しない土地

イエウー村は南北に位置する３つ集落からな

なし層である。1 人あたり平均保有区画は、６～

るパオー族の村である。北が 8 世帯、南が 23 世

10 区画である。同村の農家は土地権証書をすでに

帯と小さな村である。北村の世帯はもともと南村

取得済みとのことだが、具体的な保有面積（エー

に住んでいたが、川をはさんだ北側に畑地があっ

カー）を村民は回答できなかった。村民はこれら

たため 30 年前に 4 世帯が移り住んだという。

おｎ土地を「先祖代々の土地である」と認識して

同村の農家が耕作する土地（聞き取り対象農家

いる。農地の売買はこれまで行われていないとの

の保有面積は３エーカー）にはすでに土地権証書

ことである。

が供与されていた。主な作物はラッカセイ、トウ

主な作物は陸稲、とうもろこし、じゃがいも、

モロコシ、ひまわり（搾油用）
、菜の花（搾油用）

トマト、菜の花である。ある農家の耕作地は 1 区

であり、トウモロコシは約 10 年前から栽培が開

画のみで、陸稲→とうもろこし→じゃがいも→ラ

始された。以前はキマメを栽培していた農家もい

ッカセイを順に栽培し、休閑期はもうけていない。

たが、虫害が起きてから栽培しないようになった

陸稲を栽培しない場合（また栽培する年でも不足

という。特に休閑期をもうけてはおらず、連作を

する場合）にはアウンバンの市場（村から 20 マイ

している。

ル離れている）で米を購入する。また別の農家は

この村の世帯の現金収入源として重要なのは

３つの区画で耕作しており、過去３年の作付けパ

牛の肥育であり（8 世帯のうち５世帯が平均８頭

ターンは①じゃがいもーとうもろこしーとうも

の牛を保有）、これらの牛は国内市場向けではな

ろこし、②休閑―陸稲、③菜の花―とうもろこし

く中国やタイに向けて輸出されている。

ー落花生 であった。市場条件以外に何が作付け

ただし、畑の耕うんに水牛は使用されておらず

パターンの決め手になっているのかは今後確認

小型耕うん機が利用されるようになっていた。耕

が必要である。

たとえば、以前は雨を待って 4-5 月に播種をし
ていたところ、現在は 7 月に入ってから行うこ

ともあるという。

4
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同村では農業以外の生計手段としては竹かご

頻繁に起こり、2 年連続で収穫できないことすら

作り、大工業などがあるが、国内外に出稼ぎにで

ある。米以外のその他の作物も保有面積にすべて

ている住民はいないとのことであった。

に毎年作付けするわけではない。村長によれば当

調理用の主な燃料は薪である。村民間の暗黙の

該年度の作付面積は農作業に充当できる労働力

合意として枯れた木を切ってもよく、村民は徒歩

によって決まる。彼の場合、現在の主な現金収入

で行ける範囲内で薪を収拾している。現在はとう

は竹細工の代金であり（年間合計 100 万ｋ程度に

もろこしの芯も燃料として利用するようになっ

のぼる）、そちらに労働を割く選択をしている。仮

ため以前よりも薪の利用量は減ったという。

に農作業に雇用労働力（日雇い男性 6000 チャッ

（３）チャウナー村

ト、女性 4000 チャット）を用いるとすると、竹細

チャウナー村は世帯数 40 のタウンヨー族の村

工の利益が相殺されることになるという。

Forest）内

指定林地内に村があることもあり、森林官も時

にあり5、農地利用されている土地はすべて土地区

折同村を訪れる。直近では土砂流出防止プロジェ

分としては森林地である。したがって、土地証書

クトの一環でアボガド植林（段々畑方式）を推奨

は発行されていない。ゴー村と同様、各世帯が耕

するための訪問であった。同プロジェクトに関心

作する土地は「先祖代々の土地」と認識がされて

をもった世帯は 3-4 世帯だったという6。他の世帯

いる。

もアボガドの植林そのものには関心があるもの

である。この村は指定林地（Reserved

ある農家（村長）の耕作面積は 1.5 エーカーで

の、段々畑の場合水牛での作業が難しくなるため

ある。父は 2～3 エーカー、母は 4～7 エーカーの

に敬遠したという。

先祖代々の土地を保有していた。村長の兄弟の現
在の耕作面積は以下の通りである。
① 兄

2 エーカー（母方の土地）妻の分は不明。

② 姉

1.5 エーカー（父方の土地） 夫はヘーホ

ー出身で、ヘーホーの土地は売却。
③ 本人 1.5 エーカー（母方の土地） 妻はピン
ダヤ出身なのでこの地域に農地はなし。
1.5 エーカー（母方の土地） 夫 1.5 エ

④ 妹

ーカー
妹

1.5 エーカー（母方の土地） 夫 1.5 エー

カー。

図１ タウンヨー族の畑

父方の残りの土地は兄弟で順番に耕作するこ

出所：筆者撮影

とになっており、
5 年に 1 度順番がまわってくる。
これまでの作付けパターン（過去 3 年）はしょ

（４）アウンベー村

うが→陸稲→とうもろこしで、翌年何を栽培する

アウンベー村もタウンヨー族の村であり、世帯

かは雨の降り始めの時期をみて決めるという。休

数は 63 である。全世帯が農業に従事している。出

閑年は設けず毎年何らかの作物を栽培する。ただ

稼ぎ者がいるのは 3 世帯のみである。チャウナー

し、陸稲は作付けても収穫が全くできないことが

村同様、村及び農地は指定林地内に位置する。世

2018 年にローカル NGO の働きかけで村の居
住地のみ指定林地から除外された。将来的には
耕作地も指定林地から外れるよう働きかけてい

6

5

くとのことであった。
プロジェクトの対象は 2 世帯ということだった
ので、くじで決められた。
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と位置づけられ慣習的な利用が続いている。さら

帯の平均耕作面積は約４エーカーと見られる。
村民のひとりは 畑を 8～10 エーカー、
水田
（低

にいえば、アウンベー村での認識のように森林は

地）に 3 エーカー保有する。畑地での作付けパタ

「自由に」開拓できるものとして位置づけられて

ーンは、菜の花 4～6 エーカー、ショウガ 2 エー

いる。
環境保護森林省の報告書には、これらの地域で

カー、そこにサヤエンドウを少し混作している。
彼が畑地で栽培する作物は基本的にこの３種で

は移動耕作が中心であり、圃場を固定した農業を

あるが、しょうがは 3 年栽培後 1 年休閑する。休

すべく森林局が説得しているがそれが成功して

閑のパターンは人によって異なるという。水田を

いないという記述がある（MOECF 2014

10 年前に購入（１エーカー50 万ｋ）以前は、陸稲

しかし、ここで想定されている移動耕作と、現在

も栽培していた。20 年前に比較すると菜の花の収

これらの村で実際に行われている耕作パターン

量が半減しているとのことである7。

とは異なるとみたほうがよい。すなわち、各世帯

両親の農地は約 10 エーカーであった。
兄弟 9 人

p.56）。

は決まった「先祖代々の土地」で耕作を続けてお

でその土地を引き継ぎ耕作している。各区画の大

り、その意味ですでに固定化しているのである。

きさは異なるが、区画を合わせると兄弟が平均し

とはいえ、人口圧力で各世帯の先祖代々の土地が

て同程度の面積となる。彼の場合は、両親、妻の

「拡大している」可能性はもちろんあり、それが

先祖代々の土地を耕作している。

「移動耕作」として位置づけられているのかもし
れない。

同村から１～２マイルに拡がる森林は農地と

一方で、チャウナー村の事例のように、非農業

して開墾の余地があるという。村民ならば誰の許
可もなく開墾ができるという暗黙の了解がある8。

就業の拡大によって農地利用のパターン（必ずし

村有林として保護されている森はなく、個々の

もすべての面積に作付けをしない）ということが

世帯が畑の周りの森を保護している。森林局との

起きてきている。それは生計手段の多様化によっ

間で何か特段の問題が起きたことはこれまでな

て農地利用圧力を緩和する可能性があることを

いという。森林局に植林の苗木の供与を求めたと

示唆している。

ころ、アボガド、ユーカリ、メザリなどの苗木の
供与があったという。イエウー村同様、近年降雨
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先祖代々の土地だからと断ったことがあるとい
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農地が酸性になってきていることを原因として
指摘していた。
8 カロー郡出身の人が開墾したいと言ってきたが
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characteristics of recovery process in Central
Italy through case study in Camerino and
Amatrice, and aim to learn the advanced
programs especially on the housing and
commercial activities on the process.

1. Research activities in 2018
Based on the initial survey in 2017,
follow-up survey has been conducted through
interviews with Prof. Lucia Ruggeri who was
officially invited by Faculty of Global and
Regional Studies in April 2018. The integrated
outcome was presented at the International
Conference of Asia-Pacific Planning Societies
2018 in Ho Chi Ming City in Vietnam on 24
August 2018. Secondary survey is planned in
Camerino in Italy in February 2019.

（2） Targeted Field 1: Camerino
Camerino is a municipality of
Macerata province, Marche Region with an
area of 130 km2 and a population of
approximately 7,007 local residents (2010),
with another 6,299 residents (2015/2016)
affiliated with the University of Camerino. The
town is called “Medieval University Town”
since he University of Camerino was founded
in 1363 with the historical building-lined
complex is located in the town’s center. The
center is surrounded by the long wall which is
build by Giovanni da Varano in 1382. Inside
the wall, there are historical buildings such as
Ducal Palace in 1460.
After the Central Italy earthquake, the
old city center was designated as a “Red Zone”
(no entry permitted), and so only the university
complex’s outer buildings, constructed 20 years
ago, are currently in use. In June 2017, the
university was conducting classes with
assistance from the national government, and
the students who were continuing their studies

2．Conducted Research
（1） Background and Objectives
Addition to the large earthquake
centered no L’Aquila in 2009, successive
earthquake, the largest in the past 36 years
struck Norcia in the neighboring Umbria region
in August and October 2016 lead not only
human damage, but also devastating damage
was caused to heritage buildings that had been
constructed over centuries in mountainous
areas of the central region, and the people are
facing many issues in their endeavors to carry
out reconstruction. How to recover the historic
city is common issue not for Italy and Japan in
this world where the large-scale disaster is
increasing under the global change.
This research focuses on the
55

were exempted from paying tuition fees.
Immediately after the earthquake
struck, approximately 5,000 people evacuated
to evacuation centers and container temporary
housing. However since it has become apparent
that reconstruction will take time, many
residents have begun living temporarily in
apartments on the east coast about 100 km
away. Some residents traveling to and from
Camerino by bus every day. Currently
approximately 300 people are living in
temporary housing in three locations around the
town.
Even in the old city center where
damage was especially bad, around 10% of the
buildings were partially or fully destroyed,
preserving the townscape on first glance.
However, buildings have sustained more
damage inside than they appear to have on the
outside and have been deemed to be dangerous,
and even now building inspections to ascertain
the level of damage are continuing. Heaps of
rubble are piled around building with
significant damage, and while schools and
shops facing plazas can be seen to have
undergone partial reinforcement measures,
virtually no building have undergone repair
work as yet. A common recurring theme in the
damage is the damage to the upper sections of
old buildings such as churches, which were
built by stacking stones or bricks, and to the
exterior walls of relatively newly constructed
housing made of reinforced concrete.
Furthermore, since many of the buildings are
connected, standing in rows, even buildings
that do not appear to have been damaged
cannot escape the impact of damage to
neighboring buildings. The zone is patrolled by
soldiers and with the permission of the fire

department. Residents may go into the zone
accompanied by soldiers to collect items they
need for everyday living or merchandise.

Figure 1: Spatial Situation in Camerino (July 2017)

Mario Cuccinella Architects team has
started the workshop for the proposal for the
reconstruction
plan
assigned
by
the
municipality of Camerino since 2017. Based on
the examination of damages and consulting
with the residents of the city, they suggested the
“Urban Unit” plan. Even though the
reconstruction is not started, the process with
consulting with victims for the future plan lead
resident’s hope for the future. Addition to the
plans, organization of City Park with temporary
shops keeps businesses and traditional
celebrating festival was held inside the center
of the city.
（3） Targeted Field 2: Amatrice
Amatrice is located in the basin of
mountains, Appennini, which lies in the middle
of Italy from north to south in the Italian
Peninsula. The town scale is compacted with
174.43km2 and 2,660 populations. Historically
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alloggiamento di emergenz; Emergency
Housing Solution), supported by the central
government since December 2016. Each unit of
the terrace houses have 40m2 to 80m2 floor

Amatrice is focused as the wealthy culture and
natural resources. Through several strife with
other communes, the town was independent
and kept the rich culture and architectures.
Including tourists who visited the town, more
than 200 people dead. Three forth of houses
were completely destroyed in the center city
area. Half of the population, approximately
1,200 residents, lost their living houses. The
center area is protected as red-zone and
dismantling and removal of debris has just
started in July 2017. As figure 2 is showing, the
historical area was shut down as red zone. The
temporary municipally offices was constructed
immediately inside the part of park next to the
red zone. Most of hotels and restaurants along
the regional road (SR577) were partially
destroyed and waiting dismantling one by one.
By the earthquake in 24 August 2016, Amatrice
got sever damage physically and socially.
Addition to the damages of buildings,
infrastructure were also damaged including
road. In July 2017, the accessible road and
bridges were limited and it tends to lead
isolation of the reconstruction in the beginning
of the process.

space with kitchen, bedrooms, toilet and bath.
Living furniture such as beds, tables, chairs,
sofa, laundry machine and TV is installed from
the beginning. Even though the each unit has
terrace and gardening space, residents may
front the enough open spaces with public
facilities such as benches, common garden and
play ground within the area.
One of the residents, elderly lady,
explained that there is not problem to live here
without any trouble with neighbors. Even
though the life style is different, they may feel
sense of belongings of the town and it leads
positive expectation for the recovery of
historical area more than ten years.
Residents who may live in the S.A.E
temporary house are selected by the lottery
with priority for the elderly, disable and small
children or expected mother family. Until July
2017, 180 units as S.A.E were constructed in
Amatrice. In case of this town, large scale of
donation and support enforced the construction
of temporary houses, commercial buildings and
schools out side of red-zone. The continuous
construction led connection with residents to
come back to this town and lead new center
with new workers with keep long-term
reconstruction of historical area.
3．Result of Research
By the survey in Camerino and
Amatrice in 2017 and 2018, the process of
recovery was examined focused on situation of
their damage and temporary construction since
July 2017. Through the whole reviewing, the

Figure 2: Spatial Situation in Amatrice (July 2017)

For the housing support, Amatrice
started the latest construction of temporary
houses,
called
S.A.E
(Soluzioni
di
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following findings were obtained:
1. Although the damage level is different in
the two cases, Amatrice and Camerino,
social and economic impact is both big by
closing down the historic area as a red
zone. It is one of characteristics of
earthquake in the Central Italy where have
many ancient town.
2. Not only quality of building, but also
speed of construction is relatively fast in
the case of temporary housing and
commercial buildings. Such long-term
temporary facilities, especially S.A.E,
make possible to sustain the resident’s
sense of belongings and hope for recovery
even though it takes long-term
reconstruction.
3. Accumulation of areas including red zone,
temporary
house
and
commercial
buildings was possible in the compacted
town between mountains. It led keep the
community by keeping higher quality of
temporary buildings, quick construction
time, distance between red zone and
victims.
Figure 3 is showing the process of
recovery in two cases with general strategy by
Italian government. The actions are separated
by houses/days, weeks, months and years.
Comparing with the framework, the two cases
in Camerino and Amatrice are closer to the
general strategy. However more important
aspect is the each action by different phase is

continues in succession within the city
concurrently. In the meaning, expected period
of usage of temporary housing and commercial
building is depend on the length of recovery.

Figure 3: Recovery Process by Government’s
General Strategy and two Cases

These result was presented as “Study
on the Process of Disaster Recovery in Historic
City Centers: Cases of Amatrice and Camerino
from 2016 Central Italy Earthquake” at the
International Conference of Asia-Pacific
Planning Societies 2018 in Ho Chi Ming City
in Vietnam on 24 August 2018.
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2．研究の目的と方法

1. 平成 30 年度の活動報告

本研究では、インレー湖周辺の観光事業者が、

東洋大学国際社会共生センターとミャンマー
で活動する NPO 法人地球市民の会との共同研究

現在実施している環境保全施策を調査するとと

によって受託している「ミャンマー・インレー湖

もに、保全に対する意識を調査し、観光産業と保

における環境悪化要因の分析と住民主体の環境

全の関連性における現状の課題を明らかにする

型環境改善手法の構築」
（三井環境研究基金助成）

ことを目的とする。調査結果は、今後のインレー

の一環として、筆者は、インレー湖の保全施策と

湖における保全施策の強化、持続可能な観光の実

周辺の観光産業との関連性調査を担当している。

現の一助となることを目指す。
今回行った調査は、主に以下のふたつである。

ミャンマー東部のシャン州ニャウンシュエ郡
に位置するインレー湖は、その美しい自然と伝統

1) インレー湖周辺の観光関連事業者の、環境配慮

的文化が融合した稀有な景観から、ミャンマーで

行動に関する基礎情報を入手するため、対面式ア

も最も人気の高い観光地のひとつとなっている。

ンケート調査を実施した。観光関連事業者のうち、

もともと、野生生物保護区（Wildlife Sanctuary：

特に「廃水」
「廃棄物」が発生するような施設が重

1985 年指定）やアセアン遺産（ASEAN Heritage：

要であるため、ホテル、飲食店、土産物店（織物

2013 年指定）
、さらには UNESCO の生物圏保護区

業者、銀細工事業者）を対象とし、大、中、小規

(Biosphere Reserve：2015 年指定)にもなっており、

模の事業者をランダムに選択した。統計的サンプ

「人と自然の共生」を実現していかなければなら

リングのためには、インレー湖周辺の観光事業者

ない保護区でもある。このような場所では、保護

の全リスト（母数）の入手が必要であるが、現在

を最優先とした観光のみが行われなければなら

までのところ、そのような公式な情報は得られて

ない。しかし、近年その環境悪化から、インレー

いないため（そもそも情報が存在していない可能

湖そのものの存続と観光産業の持続可能性の双

性も高いため）、本調査においては、全体的な傾向

方に懸念が出てきている(MOECF, 2014)。インレ

をみることを最優先とし、出来るだけさまざまな

ー湖にとっては、観光産業は保全のための資金調

種類の規模の事業者に聞くこととした。調査項目

達、および周辺の地域振興に欠かせないものと考

は、
「持続可能な観光」の世界基準 GSTC (Global

えられるが、昨年度末に行った現地視察からも、

Sustainable Tourism Criteria)の『ホテル事業者向け

観光事業者に保全の意識が希薄であることが示

基準』
（GSTC, 2016）における環境的持続可能性指

唆された。そこで本年度は、より具体的な基礎情

標を参考とし、特に廃水、廃棄物に関する項目を

報の収集を意図して、観光事業者におけるインレ

設定した。具体的には、①水源、②水の消費量把

ー湖保全のための施策と意識について、アンケー

握、③廃水管理、④廃棄物管理、⑤節水、⑥リユ

ト調査およびインタビュー調査などを行った。

ース、リサイクル、⑦化学物質の使用、などにつ
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いての設問に対し、事業者 1 件ずつを回って対面
式で回答を得た。この現地調査は、2018 年の 10
月に、前述の現地 NPO 法人地球市民の会の協力
を得て行われた結果、計 33 件（宿泊施設 15 件、
飲食店 15 件、織物業者 2 件、銀細工業者 1 件）か
らの情報を収集した。
2) 1)の結果を参考に、環境に配慮している傾向
のある事業者と、環境に配慮していない事業者と
の双方において、代表的なサンプルの現地調査を
2018 年 11 月に行った。主に、施設内の視察、オ
ーナー（あるいはそれに近い役職のもの）へのイ
ンタビューを行ったほか、インレー湖の観光管理

図１

排水前の固形物を取り除く調理員（筆者撮影）

の重要なステークホルダーである観光協会、森林
省環境保護局などにもインタビューを行った。

また、トイレについては特に規模の大きいホテ
ルなどはバイオトイレやバイオフィルターを導

3. 結果

入しているところも見られた。これは、ホテル・

結果の詳細については、今後論文でまとめるが、

観光省が出している一定規模の事業者向けのラ

ここでは抜粋して報告する。

イセンス規定に、その項目（バイオトイレ）が含

3-1. 全体的な環境配慮行動の傾向

まれているからと考えられる。化学物質が多く排

観光事業者への対面式アンケート調査からは、

出されるであろう織物業者でも、ほとんどが廃水

インレー湖周辺の観光事業者の多くが、ほとんど

は一度土に染みこませるだけで流しているよう

環境に配慮していないことが浮き彫りとなった。

であったが、一方で Weaving Waste Water Treatment

これは、発展途上国における多くの観光事業者が、

という機械を購入してきちんと処理していると

そのような余裕も知識もないことが多いため、想

ころもあった。ただし、後者へのインタビューに

定された結果ではある。たとえば、水の消費量に

よると、インレー湖周辺の織物業者でこのような

ついては、1 件を除いてすべての施設で把握され

機械を導入しているのは、彼ら 1 件のみだという

ておらず、また廃水管理については、多くの事業

ことである。銀細工業者についても特に廃水管理

者がそのままどぶに流しているとのことであっ

はなされていないが、インタビュー結果によると、

た。どぶに流す際には「網でゴミを取ってから流

銀を鉱石から取り出したり、洗ったりするなど化

している」との回答が多かったが、実際に現地調

学物質を大量に使う行程は、主にヤンゴンで行わ

査でどのような方法か確認したところ、水切りカ

れているとのことであった。いずれのインタビュ

ゴで固形物のみ取り除くような簡易な方法であ

イーも、排出されている化学物質の組成の詳細な

った（図１）
。

どはわかっていない様子であった。
3-2. 観光協会と環境保全対策

一方で、生ごみについては、コンポスト化して
肥料に使ったり、豚の餌として業者に売ったりな

南シャン州観光協会は 2004 年に設立されたが、

どしているところも多かったほか、缶や瓶などは

その頃は観光客はそれほど多くなかったようで、

分別して売れるものは売っているなど、廃棄物の

ホテル・観光省がこの時期より観光促進に力を入

ほうが廃水よりも再利用しているケースが多く

れ始めたとのことである。当時は、ホテルも 100

認められた。

件程度だったが、現在は 240 件となり、ニャウン

60

シェ付近では 70 件程度で、そのうち 2016 年以降

出たことはないようだ。直近で話し合われたこと

に出来たホテルが 40 件だという。営業ライセン

は、
「観光客が減っている」という問題だったそう

スの更新には、同観光協会の推薦が必要であるた

だが、実際に今回の調査中も、多くの観光事業者

め、基本的にはこの協会に入らないとホテルは営

から、観光客が減っているとの話は出ていた。イ

業できないことになっている。ホテル・観光省が

ンレー湖全体で 40%くらいは減っているとのこ

出している「ライセンス規定」には、例えば、生

とだったが（数字の証拠はなし）、あるホテルオー

ゴミや排水環境に関する規約もあるが、これらが

ナーも、売り上げが 50％近く減っていると話して

発動したのは、2016 年からであるため、2016 年よ

いた。原因は、特にロヒンギャ問題で欧米人が減

り前のホテルは規約に対応していない可能性も

っていることのようであるが、どの観光地でも観

ある。規約を守っているかどうかは、森林省の環

光客が減ると、その対応策として観光促進の話ば

境保護局（シャン州に州事務所あり）が定期的に

かりになるので、インレー湖でも環境の話はより

チェックすることになっているようで、もし出来

いっそう置き去りになる可能性が危惧される。

ていないところが発見された場合は、3〜4 ヶ月の

3-3. インレー湖の観光管理

猶予通達が環境保護局（前述）からきて、その間

一般的に、UNESCO の生物圏保護区や、ASEAN

に対応できなければライセンスは剥奪されるこ

Heritage においては、その保全施策を実施する行

とになっている。しかし、あるホテルオーナーの

政主体が、観光管理も行っていなければならない。

話によれば、ライセンス取得時に一度見にくるほ

そこで、インレー湖の環境保全を担当する部局で

かは、ほとんどチェックには来ていないとのこと

ある森林局自然野生保全課においてもインタビ

で、その結果、環境に関する規約を適当にやって

ューを行ったが、具体的かつ総合的な観光管理施

いる事業者はかなりいるのではないかとのこと

策は出てこなかった。これは、観光管理が出来て

である。

いないという以前に、そのための政策（戦略や計

観光協会の会合は、１ヶ月に１回開催され、主

画）が、まだきちんと設定されていないように見

にどういうことをしたか、何か問題はなかったか、

受けられた。すでに保護区としての Protected Area

ホテル・観光省と今後何ができるか、などを話し

Law はあり、それによって入域料や規制などが決

合うという。議論は多くがホテル経営の話のみで、

められているとのことであるが、入域料は、学校

環境に関する話が出ることは少ないようだ。ホテ

建設、ゴミ収集、道路、橋の建設などに使用され

ルの集まりでは、水の質とかそういった話はほと

ており、環境関係には割当はないとのことである。

んど出ないが、その理由は、皆あまり知らないの

通常、保護区における観光の入域料は、必ず環境

ではないか、とのことであった。以前に、環境の

保全（あるいは自然保護）の資金に配当されるべ

話が出たのは、廃水管理の問題で水の品質が落ち

きとされているが、他の多くの途上国と同様に、

ているということで、それに対してどういうこと

インレー湖でも人的支援、厚生面の支援が最優先

をやっているという発表をあるホテルがしたこ

となっていた。これでは、環境保全や観光管理の

ともあったが、参加者はあまり興味がない様子だ

取り組みに対して恒常的に資金が不足するはず

ったという。

で、保全を最優先とした持続可能な観光の実現に
は困難が伴う。湖周辺には、284 村、20 万人が暮

前述に加えて、２ヶ月に１回程度、森林省主催
の環境に関する会議があり、州政府各支局のオフ

らしているが、保全課のインタビュイーによると、

ィサーや、民間からは、ホテル、レストラン、観

地域の人々は自然環境の重要性について認識し

光協会、などが参加している。しかし、この会合

ていないという。UNESCO の生物圏保護区の特性

からも、何か実際に環境保全への動き（実働）が

を考えると、政府が強制的に規制をおこなってい
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くよりも、地域住民自らの環境意識の向上が最重

たというホテルにも遭遇した。こうした先進的な

要であるとの考えであった。そのことから、たと

事業者が、現れ始めているのは非常に良い兆しで

えばローカルガイドに対しては、湿地の便益（い

あるが、このような事業者は比較的大規模であり、

わゆる湿地の多面的機能）について教育するなど

資金も豊富にあるものと考えられ、問題は、数多

のトレーニングも行っているとのことであった。

く存在する中小の観光事業者でも実践していけ

3-4. 持続可能な観光を目指す事業者

るような具体策を模索していけるかであろう。

先にみたように、インレー湖周辺のステークホ
4. まとめ

ルダーにおいては、環境保全型の持続可能な観光
の実現には、まだほど遠いのが実情であった。し

多くの発展途上国における保護区では、環境保

かし、いくつかの観光事業者は、環境保全に配慮

全のための財的資源、人的資源が慢性的に不足し

することが重要な責任と考え、パイオニアとして

ているが、インレー湖のケースも同様であった。

そのような施策を実践していることもわかった。

このような状況において、経済的発展を最優先と

ここではそのひとつを紹介する。

して観光促進だけを行っていくと、そもそもの観

＜View Point Ecolodge, ニャウンシェ>

光資源である保護区の自然環境が劣化するばか
りで、人々の生活も、観光産業も持続可能とはな

このホテルでは、廃水はすべて管理しており、
プール横の生態ろ過システムに集約し、キレイに

らない。本来、保護区における観光形態は、
「エコ

なった水を再利用、あるいは排水している。砂、

ツーリズム」のみが許容されているものであるが、

石、炭のフィルターに植物と水草を加えてろ過し

エコツーリズムでは、①自然保護のための資金調

たのち（樹種は未確認）
、再利用する水は、ホテル

達、②地域住民の経済的利益、③環境教育、とい

内、あるいは裏庭のオーガニックガーデン（畑）

う三原則が必須とされる。これらがもたらされて

に戻される。トイレはバイオトイレになっており、

はじめて、エコツーリズムが地域の環境保全と経

固形物はバクテリアが分解、汚水は全て前述のろ

済発展の双方に貢献することができる。インレー

過システムに集約される。裏庭には生ごみからコ

湖の現状においては、まず入域料すら環境保全に

ンポストを製造する場所があり、オーガニックガ

使用されていないことから、①はほとんど出来て

ーデンで肥料として野菜を栽培し、その野菜はホ

おらず、②は地域コミュニティレベルまでいきわ

テル内でのレストランで使用している。また、水

たっているかどうか、さらなる調査が必要である。

の消費を抑えるため、水圧を上げる圧力ポンプは

また、③については、まずホスト側の観光事業者

導入しておらず、自然の水流のみであり、２泊以

において自然環境に関する知識が不足している

上する宿泊客には、基本的にシーツは替えず、タ

という問題があるほか、観光客に対して環境教育

オルなどのランドリーは、希望がある時のみカゴ

的なアクティビティ（たとえばバードウォッチン

に入れるシステムである。ゴミも極力分別してお

グなど）が出来る段階にはない。今後、実現可能

り、売れるものは売っている。特筆すべきは、ホ

なレベルでの施策として、どのようなものが適し

テル内でほとんどプラスチック製品をみかけな

ているか、調査を続けながら提案していきたい。

いことである。これらの施策は、2. で言及した

参考文献

GSTC 基準や、国際的なエコロッジ基準にも見合

1) MOECF (2014): Inle Lake:Long Term Restoration

ったものであり、非常にレベルが高い。他にも、

& Conservation and Forestry. Nay Pyi Taw, Ministry

現地調査の最中に、ヨーロッパで近年急速に広が

of Environmental Conservation and Forestry.

りつつある Travelife 認証（持続可能な観光事業者

2) GSTC (2016): GSTC Hotel Criteria, Version 3, 21

に与えられる認証）をミャンマーで初めて取得し

December, 2016. Global Sustainable Tourism Council.
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持続可能な社会経済システム構築に向けた自治体の役割に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員
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沼尾 波子
A study of Local Governance and Community Management for 3R-Oriented Sustainable Society
総務省「自治体戦略 2040 構想研究会」は、2040

1. 平成 30 年度の活動報告
今年度は、岩手県紫波町を訪問し、地域の社会

年の状況について、人口構造、土地、産業、生活

経済循環システムの構築とそのプロセスについ

などの様々な指標による将来推計を行い、地域の

て、調査を行った。現地で文献収集を行うととも

厳しい状況を描きだした。また、多様化、複雑化

に、町役場、地区公民館など、関連団体へのヒヤ

する政策課題に対し、住民に身近な地方自治体が

リングを行い、地域におけるガバナンスとマネジ

地域の実情を踏まえて対応することが必要であ

メントとの構築に向けた行政体制について検討

るとして、自治体間連携の必要性や、公共私を支

を行った。

えるプラットホームの構築の必要性を提起して
いる。
これに対し、地域資源を生かした産業創出と経

2．これまでの活動状況

済循環を地域内で創出し、限られた財源を効果的

（1） 研究背景と目的

に活用しながら、持続可能な社会経済システムの

人口減少と少子高齢化により、国内各地の農山
村では、地域を支える社会経済基盤の弱体化がみ

構築に向けた取組を推進する自治体が出てきた。

られる。土地の荒廃、資本の撤退、労働力の減少

これらの自治体のなかには、地元で新たな雇用創

とともに、地域内での投資や消費が減少するなか

出を図るとともに、食料やエネルギー自給を含め

で、地域において生活の維持を可能とする社会経

た経済循環構築を図ろうとする取組みを通じて、

済基盤の構築が課題とされている。

人口減少に歯止めをかけたところもある。

20 世紀後半には、各地で公共投資を通じた雇用

そこで本研究では、人口減少が進む地方圏にあ

機会の創出とともに、社会資本整備が推進されて

って、独自の地域づくり政策を推進し、人口減少

きた。しかしながら、道路などの社会資本は一定

の抑制とともに持続可能な社会経済システムの

程度整備されたとの認識とともに、深刻化する財

構築を図る自治体について、ガバナンスとマネジ

政難を理由に、公共投資は大幅に縮小した。今日

メントの両面から、成果を上げるための要件につ

では、社会資本の維持管理や更新費用の負担が懸

いて考察を行うこととした。

念されており、地方自治体では、公共投資にかわ
（2） 研究対象地域

る新たな需要創出と経済循環の構築が課題とさ
れている。

日本国内で地域経済循環の構築を通じて、社会

他方で、高齢化に伴い、医療・介護サービスの

経済基盤の確立を図る取り組みを行っている地

需要は増大しているが、担い手や財源の確保は厳

域を研究対象とする。具体的には、岩手県紫波町、

しい状況にあり、暮らしの安心を支える対人社会

滋賀県東近江地域、東京都利島村、奈良県川上村

サービスの安定的確保もまた課題である。

などを調査対象地域とする。そこで得られた知見

63

をもとに、諸外国における地域経済モデルへの展

おり、2016 年度には 95 万人に達している。 現

開を検討することも考えられるが、現時点では具

在、紫波町では、中央部におけるこうした賑わい

体的な対象国・地域について定めていない。

を東部・西部の中山間地域に広げ、循環型の社会
経済ネットワークを密にしていくべく、新たな展

3．研究結果・論文執筆状況

開を進めている。旧街道沿いの日詰地区で空き家

紫波町役場企画課、情報交流館（紫波町図書

リノベーション再生事業を展開するほか、人口減

館）
、において、
（1）1990 年代後半以降、町が推

少が進む赤沢地区では小さな拠点を構築し、様々

進した循環型社会構築に向けた取組みの概要と

な事業を転換する取組を進めている。また古舘地

経緯について、
（2）2009 年に始まるオガールプロ

区では、公民館を拠点として、地域活動のさらな

ジェクトの概要と戦略について、
（3）持続可能な

る展開を模索していることが確認できた。
一連の事業展開の背景には、町役場による「協

地域づくりに向けた地域運営組織の構築につい

働のまちづくり」の実践に向けた取組みがあるこ

て、ヒヤリングを行った。
紫波町では町民の寄付を 2.7 億円集めて長年の

とが、調査から明らかになっている。1990 年代後

悲願だった紫波中央駅を整備するが、それに伴う

半に、循環型社会の構築に向けた３R の実践につ

駅前開発が財政難でとん挫することとなった。そ

いて、市民協働による学習と検討の場を構築して

の後 10 年の時を経て、駅前開発は「公民連携」に

おり、行政と市民が共に学びあいながら地域づく

よるプロジェクトへと舵をきった。役場公民連携

りについて考える関係が作りあげられている。さ

推進室は庁内の各課と調整を図るとともに、住民

らに役場では、住民の声を施策や事業に結びつけ

説明会や参加型ワークショップをはじめ、多様な

るに際し、従前の業界団体や関係者を通じた担当

手法を駆使して町内の意見を整理し、2009 年に

課とのチャネルのほか、多様な住民の声を聴き、

町の将来ビジョンである「公民連携基本計画」を

庁内や民間との意見調整を図るもう一つのチャ

策定した。
「公民連携基本計画」が議会で承認され

ネルとして、企画課が柔軟に対応する仕組みを用

ると、町では専門家からなるデザイン会議を設け、

意しているところに特徴があることが確認され

その実現に向けた空間整備や制度設計の検討が

た。

行われている。
４．今後の計画

このオガールプロジェクトには、エネルギー循
環や地産地消の理念が盛り込まれている。エリア

岩手県紫波町のほか、東京都利島村、奈良県川

内は町内の間伐材等によるチップを利用した熱

上村など、持続可能な社会経済システム構築に向

供給システムが整備されており、駅前町有地の住

けた政策を推進する自治体を訪問し、行政体制な

宅は、このシステムを利用することとあわせて、

らびに地域の産業構造と経済循環について考察

町産材を利用した、地元業者による（紫波型エコ

を行い、持続可能な社会経済システムの構築に向

住宅）施工が要件とされている。また、紫波町の

けた自治体の施策と、その推進体制について、さ

農業は多品目を特徴とすることもあり、全国的に

らなる検討を行う。

も早い時期から各地区に直売所がつくられた経

参考文献

緯があり、オガール地区にも町内で 10 番目とな

1) 鮎川ゆりか『これからの環境エネルギー 未来

る「紫波マルシェ」が入り、生産者が会員となっ

は地域で完結する小規模分散型社会』三和書

て、地元農産物や加工品等を販売する仕組みが構

籍,2015 年
2) 猪谷千香『町の未来をこの手でつくる』幻冬

築されている。
オガールエリアへの来場者数は年々増加して

舎,2016 年
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Review of Research Activities (FY2018)

１. はじめに

岸部（山田町、大槌町、釜石市）の住宅、産業等

著者は、東洋大学国際共生社会研究センター

の復興状況について確認した。また、盛岡市にお

（以下、共生センター）のプロジェクト「アジア・

いて、震災時の報道に関し、岩手日報において聞

アフリカにおける地域に根ざしたグローバル化

き取り調査を実施した。

時代の国際貢献手法の開発」において、国際貢献

山田町では、復興担当の職員からの聞き取りに

グループに所属しており、主に、防災・復興分野

加え、市街地の復興の状況（写真 1）を確認する

での国際貢献手法の開発に関する研究を行って

とともに、水産業の状況について養殖漁業者から

いる。2018 年度は、防災・復興分野での研究に加

の聞き取りと現地調査を行った（写真２）
。

えて、2017 年度より開始した、三井物産環境基金

写真からわかるように、震災後 7 年を経過してい

による研究助成「ミャンマー・インレー湖におけ

るが、市街地の嵩上げと区画整理が終わり、住宅

る環境悪化要因の分析と住民主体の環境型環境

の再建が始まったところであり、生計の再建はこ

改善手法の構築」
（NPO 法人地球市民の会と共同で

れからであるといえよう。一方、漁業についても、

実施）を継続するとともに、今後の研究展開の検

被災前の収穫高までは戻っていないとのことで

討を行うために、カンボジアにおける衛生意識の

あり、真の復興にむけた道半ばであることが分か

向上に関する調査を行ってきた。
本研究活動報告では、防災分野、インレー湖の
水質改善、カンボジアでの研究展開に係る調査を
メインに、著者が平成 30 年度に実施した研究活
動の概要と成果を述べる。
２. 防災・災害復興分野における国際貢献手法に
写真１

係る研究

山田町の市街地の復興状況

本研究テーマは、著者の主たる研究分野であり、
本年度も、共生センター資金および他の研究資金
などを利用し多くの現地調査を行った。以下、活
動内容の概要を述べる。
2.1

東北復興調査

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から
7 年の年月が経過しているが、被災地は依然とし
て復興の途上にある。今回の調査（2018 年 6 月 16
写真２

日～17 日にかけての 2 日間）では、特に岩手県沿
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養殖漁業の復興状況調査

った。この調査では他にも、大槌町において、震

地の地形などによって、防災意識（Yolanda 災害

災遺構として保存が検討されていた町役場（取り

後に取った対策、今後政府に希望する対策など）

壊しが決定、写真３）
、移転再建を行った住宅地、

が異なることが明らかになった。

釜石市の学校からの避難における教訓の聞き取

一方、集団移転団地のコミュニティ形成では、

り、鵜住居地区の復興と復興スタジアム（ラグビ

同じ集団移転団地内でも、いくつかの建物を単位

ーワールドカップ会場予定地、写真４）などの視

としたブロックと呼ばれる単位で、住民のつなが

察を行った。

り方（町内会的組織や情報提供、イベントのやり

一連の調査により、東北の復興状況と現時点に

方など）が違い、その違いがブロックの雰囲気と

おける課題が確認できた。

して表れていることが分かった。また、居住年数
や出身地が同一であること、居住戸数などが、住
民のつながりをソーシャルキャピタル的な視点
で見たときに影響を及ぼす要因でありそうなこ
とが分かった。さらに、ソーシャルキャピタル的
な分析から、住民の中には住民のネットワークか
ら外れている住民が少なからず存在するが、そう
いった住民も、同じブロックには信頼できる友人
がおり、そういうエントリーポイントを利用する

写真３

ことで、孤立する人に対しても様々なサービスを

旧大槌町役場庁舎

提供できる可能性があることが分かった。
この結果は同行した 2 名の学生の卒業研究とし
て卒業論文に取りまとめられている。今後も、タ
クロバン市での調査は継続し、台風 Yolanda から
の復興の状況、経年変化により発生する新たな課
題などを確認していきたい。

写真４

2.2

建設中の鵜住居復興スタジアム

フィリピン復興状況調査

昨年度に引き続き、本年度も 2103 年対の台風
Yolanda 災害後のタクロバン市および郊外部の集
団移転団地において調査（2018 年 8 月 16 日～21
日にかけての 6 日間（現地 4 日）
、学部 4 年生 2 名

写真５

No Build Zone 外の市街地の状況

が同行）を行った。
昨年度の調査は、被災者の居住環境に関する満
足度に着目したものであったが、今年度の調査は、
市街地の沿岸部の No Build Zone 外（写真５）に
住む住民の防災意識と集団移転団地（写真６）に
おけるコミュニティ形成に着目して行った。
その結果、No Build Zone 外住民の防災意識で
は、同じ No Build Zone 外という災害に対して脆
弱な地域に住む住民でも、住民の被災経験や居住

写真６
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集団移転団地の様子

2.3 イタリア復興状況調査

2.4 熊本地震復興状況調査

2016 年年に発生したイタリア地震からの復興

今年度は、センター予算での調査は実施しなか

調査は、昨年度より柏崎研究員と共同で実施して

ったものの、調査・研究は継続している。

いるものである。

熊本は、熊本地震の発生から約 3 年が経過した

今年度は、別資金により著者が 9 月に現地調査

が、仮設住宅から復興公営住宅（写真７、写真８）

（学部 4 年生が同行、結果を卒業論文に取りまと

への移転が開始されたばかりである。

めた）を行った。加えてセンター予算にて、2019
年 2 月 17 日から 23 日にかけて、柏崎研究員と著
者が現地調査を行う予定である。
昨年度調査からの大きな変化は、カメリーノに
おける仮設住宅の完成と入居開始、アマトリーチ
ェにおける仮設住宅の供給拡大と商業施設の営
業開始である。2017 年の状況との違い（主なもの）
を表 1 にまとめた。
表１
市

復興公営住宅（西原村）

昨年度調査との状況比較

項目
レッド
ゾーン

2017 年 7 月調査
立入禁止

仮設住
宅

なし

カメリーノ
アマトリーチェ

中間避
難所

被災住民が利用

商業施
設

テントでの営業
のみ。

レッド
ゾーン
仮設住
宅

立入禁止

商業施
設

写真７

2017 年 2 月頃よ
り入居が始ま
り、順次入居が
進んでいた。
レストランコン
プレックスの一
部が営業をして
いたが、ほとん
どは建設途上で
あった。

2018 年 9 月調査
一時期立入禁止が解除
されたが、8 月時点で
は立入禁止。
建設が進み、入居が開
始している。
仮設住宅の仕様は、ア
マトリーチェのそれと
ほぼ同じであるが、細
かいところで異なって
いる。
一部の住民が退去し、
その部分についてカメ
リーノ大学の学生寮と
して利用
営業状況は変化がない
が、商業施設の建設が
計画されている。
立入禁止

写真８

復興公営住宅の集会所（左側の建物）

現在は、みなし仮設住宅に居住する被災者の今
後の生活に関する不安の解消が現在の課題の一
つである。建設型仮設住宅においては、一定のコ
ミュニティ形成と情報の提供がなされているの
に対し、被災者がバラバラに居住する形のみなし
仮設では、コミュニティ形成や情報の伝達がうま
くいっていないところも多く、生活に不安を抱え

生活が落ち着いてきた
印象がある。聞き取り
調査では特に大きな不
満は挙げられなかっ
た。
レッドゾーン近くに、2
か所の商業施設（レス
トランコンプレックス
とショッピングモー
ル）が営業開始してい
た。

ている被災者が多い。みなし仮設に居住する被災
者が多いこと、居住期間が長くなって来たことに
より出てきた課題であり、行政や支援団体が、新
たな課題に取り組む必要に迫られていることが
明らかになった
３.「ミャンマー・インレー湖における環境悪化要
因の分析と住民主体の環境型環境改善手法

来年度も引き続き現地調査を継続し、長期間に

の構築」の進捗状況

わたる仮住まいなどに関する意識調査を行うな

昨年度より、特定非営利活動法人地球市民の会

ど、長期化が想定される日本の大規模災害からの

（以下、TPA）と共同で三井物産環境基金の研究の

仮設暮らしにおける知見を蓄積していきたい。

助成による「ミャンマー・インレー湖における環
境悪化要因の分析と住民主体の環境型環境改善
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手法の構築」を実施してる。プロジェクト期間は、

に関する意識についての基礎情報を収集するこ

本年から 3 か年で、来年度が最終年となっている。

とを目的としている。

昨年度および今年度に実施した水質調査（2017

現地調査によって得た情報を分析し、今後の研

年 6 月、8 月、2018 年 8 月の 3 回）
、現地踏査、

究をどのような形で進めるか検討していきたい。

聞き取りなどから、以下のことが明らかになって
きており、今後は、より詳細な水質形成機構の解

５. おわりに

析をしていく予定である。

本年度も昨年に引き続き、防災・復興関連研究、
インレー湖の環境改善事業などを実施してきた。

 インレー湖の COD は非常に高い値を示してお

インレー湖プロジェクトについては、国際会議

り、日本の代表的な湖沼と比較しても最も汚染

にて研究の中間報告ができることは大きな成果

が進んでいるレベルとなっている。

であるといえよう。

 通常日本では、COD が 10mg/L を超えると、濁

共生センタープロジェクトは、来年度が最終年

度が高くなり清澄性が失われるが、インレー湖

であることから、今年度までの成果をより多く発

は、透明度は高く、濁度は低い。また湖心の清

信できるように、それぞれの研究課題に取り組ん

澄性は高く、湖底を目視確認することができる

でいきたい。

ほか、沈水植物が高密度で繁茂していることも
確認できた。
 COD の高さに比べ湖水が清澄に保たれている
要因の一つに、湖内に大量に繁茂する水生植物、
特に沈水植物による浄化効果が考えられる。
 この効果については、濁度が限界値を超えると
水生植物が失われ、濁度が一気に高レベルとな
る機構（カタストロフィック・シフト）の存在
が指摘されており、インレー湖は、この「シフ
ト」直前の状況にあることが懸念される。
なお、上記の内容を含むこれまでの研究成果の
詳細について、2019 年 3 月に西安で開催される、
IASUR（International Alliance for Sustainable
Urbanization and Regeneration）が主催する国
際会議、
「the 2nd International Conference of
IASUR」において報告される予定である。
４. カンボジアにおける衛生意識の向上に関す
る調査
今後の水衛生分野での国際貢献手法の検討に
係る研究展開を行うために、2019 年 2 月中旬にカ
ンボジアで現地調査を行う予定である。
この研究は、特に幼児・児童・生徒の水に起因
する疾病の防止のための方策の検討と外部から
の技術支援の在り方を検討するもので、今回の現
地調査では、観光地としても成長が著しいシェム
リアップしにおいて、幼児・児童・生徒の水衛生
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平成 30 年度国際共生社会研究センター 研究概要

社会福祉の新たな展開に関する研究：北欧の取組事例
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
藪長

千乃

The new development of social welfare system in Nordic Countries
をあてて研究を試みた。日本における保健医療分

1. 平成 30 年度の活動報告
2018 年 11 月 29 日に、大学院国際地域学研究

野の社会保障の黎明であると考えられる医療互

科と共催にて、本学短期招聘教授として滞在中で

助組合制度定礼（じょうれい）と、地域保険を推

あったノルウェー・オスロ首都大学教授ビョル

進した岩手県旧沢内村の事例は、内発的な互助の

ン・ヴィンデン氏を講師に招き、特別セミナー

制度づくりについて検討した。一方、西アフリカ

『 Discussing

the

のガンビア共和国における現地調査から、医療や

perspective of SDGs: Empowerment of persons

障がい者支援については、外国からの援助に依存

facing social disadvantage （SDGs と社会的包

し互助組合等の内発的支え合いの仕組みがほと

摂：社会的不利な状況にいる人のエンパワメン

んど見られなかったことを報告した。社会の構成

ト）
』を開催した。

員が共同で、集合的に責任と負担を担う仕組み及

Social

Inclusion

from

また、2019 年 1 月 28 日から同年 2 月 2 日まで

びそれを作り上げるための方策・選択肢の検討が
課題として残されていた。

ノルウェー・トロムソ大学、フィンランド社会保

本年度は、社会福祉の発展過程の一つとして、

健省、自治体協会、保健福祉研究所、ユヴァスキ

変わりゆく社会経済の変化の中で社会福祉の再

ュラ大学を訪問し、聞取り調査を実施した。

編を図る取組を取り上げ、文献研究と聞取り調査
2．これまでの活動状況

を行った。

（1） 研究背景と目的

（2） 研究対象地域
北欧諸国、なかでも最も財政制約の厳しいフィ

本センターにおいて、筆者は社会福祉の発展過

ンランが主な研究対象地域である。

程に関する情報を収集し、社会・経済発展の各段
階において先行事例として参考となるような情

北欧諸国は、先進諸国の中でも国民所得に対す

報を整理・統合し、一般化を図ることを目指して

る政府財政規模、社会支出割合、さらには社会支

いる。

出のうち生産年齢人口への給付割合や現物給付

平成 28 年度は、先進諸国の福祉国家としての

割合が高いという特徴がある。これまでも積極的

枠組の違い（レジーム分類）が途上国への援助枠

労働市場政策やフレクシキュリティなどの産業

組にどのような影響を与えるのかを検討するた

構造の変化と労働市場の流動化に対応可能な労

めに、筆者が長年研究フィールドとしてきた北欧

働市場参加の促進策等が注目されてきた。しかし、

諸国を事例として高等教育援助の変化について、

フィンランドは北欧諸国の中では、失業への対応

報告した。

や労働力のアクティベーションに比較的消極的

平成 29 年度は、世界的な社会的保護の拡がり

であり、保育や介護などのケアの現物給付の利用

を概観しつつ、社会保障の生成過程の一つに焦点

がそれほど進んでいないといった傾向がみられ
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る。また、政府総債務残高の対 GDP 比も北欧諸

するための教育・訓練、ケア・サービスなどの社

国の中で最大である。

会的投資の必要性を強調している。これに三浦ら

フィンランドは 1990 年代の世界的不況により

（2018）のように、アジア諸国では社会的投資に

最悪水準の経済的打撃を受けた。1995 年には EU

加えて、社会関係資本も重要であることを追加す

加盟を選択し、公共サービスの民営化が急速に進

る議論もある。
一方、こうした政策内容の転換に着目する議論

行した。政府が供給責任からサービス提供までほ
ぼ独占してきた公共サービスは一気に多元化し、

に対して、政策体系自体の再編を指摘する議論が

中央・地方の業務分担は数度にわたって再編され

ある。Häusermann （2011, 2015, 2017）は、工

た。今なお、最適化を目指して公民連携型の新た

業社会時代に編成された所得・雇用保護志向の社

な公共サービスのガバナンス形態がいくつも生

会保障が、アクティベーション／社会的投資型政

まれている。

策と、ニードベースの社会的保護政策へ再編され
つつあることを指摘している。こうした福祉国家
論 から の議論 に対し て、 Sabel and Saxenian

3．研究結果と結果の公表状況
本年度は、社会経済の変化に対応しようとする

（ 2009 ） , Kristensen and Lilja （ 2011 ） ,

社会的保護（社会福祉）の再編について、文献調

Miettinen （2012） は，産業構造の転換や経済

査と事例の聞取調査を行った。具体的には、テー

政策の視点から、福祉国家が個人・企業の能力形

マに関連した研究動向の整理と、実際の取組に関

成や革新的挑戦を可能にする（enabling）ことに

連した現地での聞き取り調査である。

役立つサービス供給を重視するものへと変質し

まず、変わりゆく社会経済の変化の中で社会福

ていることを指摘する enabling welfare state 論

祉の再編を図る取組に関する研究動向を確認す

を繰り広げている。Tainio （2014） もこれにそ

る。次に、こうした再編事例について行った聞取

った北欧型福祉国家の展開を報告している。
これらの二つの議論は、いずれもグローバル化

り調査の結果を述べる。最後にこれらの研究結果
の公表状況について述べる。

や知識基盤社会化に対応した人的資源確保の強

（1） 社会的投資論と社会的保護の再編論

化に着目したものである。しかし、社会的投資論

市場経済のグローバル化や知識基盤社会化、人

が、積極的に人的資源強化に取り組もうとする福

口・家族構造の成熟化に対応した新たな福祉国家

祉国家の機能のシフトに着目しているのに対し

の再編は、主に 2 つの議論に分けられる。まず、

て、社会的保護の再編論は、既存の均質な労働者

P. Taylor-Gooby （2004, 2009）や G. Bonoli

像を念頭に置いた連帯を基盤とする工業社会型

（2007, 2012）は、
「新しい社会的リスク」や「新

の社会保障を、国家間競争の時代に多様な個人で

しい福祉国家」という概念を用いてポスト工業社

形成される社会を前提に国家を運営していくた

会時代における福祉国家の再編成の必要性や方

めの最適解を求めて再編するものである。

向性について議論を展開してきた。これに社会的

では、こうした変化は実際にどのように展開し

投資の方向付けをしたのが、2000 年代のＥＵに

ているのであろうか。次に、フィンランドにおけ

おける議論である。その理論的背景となったのが

る聞取り調査結果をもとに、こうした変化の具体

G.Esping-Andersen （2002, 2010）や B.Palier &

例について述べる。

J.Palme （2010）, A.Hemerijck（2014）等の社

（2）BI 実験と SOTE 広域自治体改革

会的投資論である。社会的投資論は、ポスト工業

Kristensen と Lilja（2011, 2014）は、北欧諸

社 会に おける 産業 構造の 転換 をはじ めと する

国では多様なバックグラウンドを持つ市民の存

様々な環境の変化に対応できるよう、就労を促進

在を前提とした福祉国家が、生活上のリスクの予
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防・引受と福祉国家による家族へのサービス供給

対象者の就労支援プログラムからの離脱に対す

等を担うことによって個人・企業の能力形成や革

る批判があった。しかし、本実験の本質は、無条

新的挑戦を可能にし、これらが市民の国家への信

件の給付、特に就労努力要件、就労後廃止要件が

頼の構築と社会への主体的な貢献に寄与してい

ないことで、純粋な就労支援効果を測ることがで

ると説明している。彼らは、フィンランドには、

きるところにある。産業技術への AI の導入によ

他の北欧諸国と比べて、研究開発費が大きく、市

る雇用喪失に備えること、イノベーションによる

民への分権的イニシアティブが弱く、失業への対

革新的な生産性の向上のために精神的圧迫やス

応策として労働力のアクティベーションよりも

ティグマから自由な個人の生活を確保すること、

新しい仕事の創出を図るなど、20 世紀型の受動的

BI によってそれが可能かどうかを測ることにそ

な防貧的社会保障と新しい積極的なリスク共有

の意義がある。

の両者が並列に配置されているなどの特徴が見

SOTE（保健医療福祉）広域自治体改革
SOTE 広域自治体改革は、保健医療福祉サービ

られることも指摘している。
実際、フィンランドは、国家イノベーションシ

スを統合して県レベルの広域自治体の所管へ移

ステムの導入や情報社会への転換において最も

行させる改革である。保健医療の所管を広域自治

早くかつ大胆に取り組んできた。また、ベーシッ

体レベルに置くことは日本をはじめしばしばみ

クインカム（BI）制度の試行実験にも取り組んで

られるが、毎日の生活に密着した福祉サービスを

いる。これらは、国家が一人ひとりの生活を直接

広域自治体の所管とする改革は世界初の試みで

支えるというよりもむしろ市民の創造的な取組

ある。さらに、これまで間接選挙で選出された合

への環境を長期的、間接的に整備することを選択

議体により運営されてきた広域政府を、直接選挙

し、これを通じて新しい産業を創出し経済競争力

により選出された議会を持つ自治体とすること、

の強化を図ろうとするプロセスと解釈できる。

広域自治体は職業訓練ほかそのほか中央政府が

ベーシックインカム実験

所管していた公共サービスを統合して担当する

フィンランドでは 2017 年、18 年の 2 年間、BI

こと、その一方で広域自治体には徴税権がなく国

制度を実験的に導入し、その影響と効果を測るこ

からの移転財源に全面的に依存することなどが

とを目的とした時限的社会実験を実施した。BI

特徴的で、それゆえに合意形成が難航している。

は、社会の全てのメンバーに対し、資力調査や就

北欧型地方自治はこれまで福祉国家の多岐に

労要件なく個別に支払われる所得と定義される。

わたる住民サービスをできるだけ住民に近い基

無条件、個人単位、普遍的であることを原則とす

礎自治体にゆだね、大幅な裁量権を持たせること

る定期的な金銭給付である。2017 年以降、世界

で地域性とニーズに柔軟に対応し、自律的な運営

各地でオランダ、カナダ、スペイン、ケニア、ア

を図ることを可能にしてきた。しかし、改革は福

メリカ等で急速に実験的な導入がひろがってい

祉サービスの供給を基礎自治体から本質的には

る。

中央政府の直接管理下に置こうとする試みであ

フィンランドで導入された実験では、25 歳から

る。政党間のパワーバランスに影響するだけでな

58 歳までの全国の失業者から 2000 人を無作為抽

く、福祉サービスの質の低下も懸念され、多くの

出し対象とし、失業手当と同額の€560/月を普遍

批判にさらされている。
しかし、改革は地域間のサービス格差の解消、

的ベーシックインカムとして給付した。法で対象
者の実験参加を義務付けた。
2018 年末に終了し、

福祉サービス選択の自由化、デジタル保健医療福

2019 年は結果の分析にあてられる予定である。

祉サービス利用履歴（カルテ）の統合化・パーソ
ナル化とセルフケアの促進、将来的な保健医療福

この実験では、給付額の低さ、規模の小ささ、
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祉に関するビッグデータの活用等を視野に置い

Social Policies in Bonoli G. and David Natali,

ている。すなわち持続可能な福祉供給のための改

The Politics of the New Welfare State
Häusermann S., (2011) Post-industrial social policy

革を構想している。
こうした改革の取組は、日本にとって多くの示

reforms in continental Europe: what role for

唆を含んでいる。日本では、極端な人口構造の成

social partners? "Contribution prepared for

熟化の中で、社会保障財源の確保と枠組みの転換

presentation

が急務である。AI の活用などの新産業の急速な展

Europeanists,Barcelona, Spain, June 20-22, 2011

at

the

18th

Conference

of

Ministry of Social Affairs and Health (2010) Socially

開に対してスピードある対応が求められている。
移民も視野に入れた労働力のアクティベーショ

Sustainable Finland 2020: Strategy for social and

ンだけなく大胆で飛躍的な展開を見せる社会的

health policy
Morel N., Palier B., Palme J., (2009)

な改革が必要である。フィンランドの取組はその

What Future

手掛かりとして示唆的である。

for Social Investment? Research Report, Institute

(3) 研究成果の公表状況

for Futures Studies
Sabel C., Saxenian A-L., Miettinen R., Kristensen P.

研究成果の一部は、「社会福祉をめぐる政治過
程」
（藪長 2018）として書籍にて発表した。

H., Hautamäki J., (2010)Individualized Service
Provision in the New Welfare State: Lessons
from Special Education in Finland Report,

４．今後の計画

Prepared for SITRA, Helsinki, October 2010

本年度は、社会福祉の発展過程の一つとして、

Tainio R., Meriläinen S., Jukka Mäkinen and Maarit

先進諸国における社会福祉の再編を図る取組を
取り上げた。20 世紀型の工業社会に対応した社会

Laihonen

(2014)

Limits

to

Globalization:

保障の枠組みの本質的な変化は、発展途上国にお

National Borders Still Matter Copenhagen

ける社会的保護の発展にも応用可能性を持って

Business School Press

いる。発展途上国では、工業国家が前提としてき

Taylor-Gooby P., (2004) New Risks, New Welfare: The

た定型的な労働・家族スタイルによるリスク共有

Transformation of the European Welfare State,

システムを応用して検討することが難しかった

Oxford University Press.
Taylor-Gooby

からである。そこで、2019 年度は発展途上国に応

P.,

(2009),

Reframing

Social

Citizenship, Oxford University Press.

用可能な先進国における社会的保護の展開につ

藪長千乃 (2018)「社会福祉をめぐる政治過程」松

いて検討したい。特に社会的保護におけるテクノ
ロジーの活用、ゲーミフィケーションなどを研究

田憲忠・岡田浩編著『よくわかる政治過程論』

の中心としたい。

ミネルヴァ書房
インタビュー
Häkkinen, Hannele Senior Advisor, Social Welfare

主要参考文献
Bonoli G., (2007) Time Matters: Postindustrialization,

and Health Care, Association of Finnish Local

New Social Risks, and Welfare State Adaptation

and Regional Authorities (2019 年 1 月 30 日実

in

施)

Advanced

Industrial

Democracies,

Salo, Sinikka Leader of change in reforming social

Comparative Political Studies Vol.40, Issue5

welfare and healthcare in Finland, Ministry of

Esping-Andersen G., ed. (2002), Why We Need a New

Social Affairs and Health (2019 年 1 月 30 日実

Welfare State, Oxford University Press
Häusermann S., (2012) The Politics of Old and New

施) ほか
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平成 30 年度国際共生社会研究センター 研究概要

地球温暖化問題への各国の対応と政策‐COP21 からの道程と方向‐
国際共生社会研究センター 客員研究員
国際学部

客員教授
久留島守広

Research on the policy and actions against the Climate Change under the Paris Agreement
１． 平成 30 年度の活動報告

のブリッジをなすべく、建設業の高度化さらには

以下の地域などにて、調査・情報収集活動を行

連携する新産業の創造へ向け、活発な教育訓練・

った。

交流・情報発信を行うとともに、産業界・研究者・

（１）独エネルギー機関 DENA・年次総会

行政との意見交換・協創の中核となす所存。

2018 年 11 月 26 日～27 日に独・ベルリンにお
いて上記会合に参加し、「都市とコミュニティの
脱炭素化：エネルギー転換とは」のパネルにて発
言した。今回の会合では、特に都市計画・建築・
交通分野における都市の政策に焦点があてられ、
独・各地の専門家からその先進的な動きを紹介す
るとともに、その推進方策、規模・範囲の拡大等
につき議論がなされた。
また、当地 JETRO、産業人、大学教員及び欧州
連合エネルギー総局の担当官他と、国際共生社会
への方向・方策等につき意見交換等を行った。

(写真)DENA 総会・会場風景（出典：主催者撮影）
アルトマイヤー・独連邦経済エネルギー大臣講演

（２）建設自動化技術移転事業・同拠点開所式
2018 年 12 月 26 日～29 日にミャンマー・カイ

２． 研究の背景と方向

ン州・パアン市において開催・参加し、カイン州

（１）地球温暖化問題と COP21 パリ合意

首相とともにその概要と期待される成果につき

地球温暖化国際対応・行動として、世界の注目

スピーチを行い、同国政府関係者・産業人・当地

を集めた第 21 回気候変動枠組締約国会合 COP21

JETRO 所長他と今後の運営方策、規模・対象事業

は、2015 年フランス・パリで開催、以下のような

の拡大等につき議論を行った。

合意がなされ大きな成果をあげた。

本件は、わが国「自動化施工のトップランナー」

それは、全ての温暖化ガス主要排出国に削減義務

たる企業によるもので、NEDO 事業として太陽光発

を課す新たな枠組みとして「パリ協定」を制定、

電適地等を、ドローン自動測量＞造成最適解を AI

全ての主要排出国を対象とした意義は大きく、先

解析＞建機・自動化施工他を開発、今後のアジア

進国のみならず中・印はじめ多くの経済大国も自

展開によるもの。
まずは現地にて研修・技術移転センターを開所、
20 名程度の研修生教育を行うもの。当センターで

主的な削減義務を負い、さらに発展途上国の対策
を支援する資金援助を任意に行うことなどに合
意した。

は、インレー湖の環境改善活動にも取り組んでお

筆者も、行政サイドとして 1997 年京都会合 COP3

り、これら先達とともにミャンマーと日本・両国

73

から毎年参加しているところ、全世界が一丸とな

社・団体のブリッジをなし、まさにオープンイノ

った同会合はまさに圧巻であった。

ベーションの場とし、新産業の創造へ向け活発な

同協定の要点は、地球の平均気温上昇を産業革

議論・交流・情報発信を行うとともに、産業界各

命以降 2℃未満に抑えるとの目標はじめ 1.5℃未

分野・研究者・行政との意見交換・協創に努める

満に向けて努力する旨を決め、各国の目標や行動

場の創出を図る。

を 5 年ごとに提出・見直しを行う仕組みを構築し
たこと、また排出削減のみならず、技術移転、能

３．研究結果等

力構築、資金供与などについて、先進国の責任や

（１）国際会議への参画

役割はもとより、途上国の役割についても適切に

上記・パリ協定の下、世界で低炭素、脱炭素社

盛り込んだ包括的な協定となっている。

会に向けた動きが本格化したことにより、多くの

このように、新しい世界のルールとして低炭素

産業にとり新たなリスクや機会が生じると思わ

社会構築へ向けた方向性は明確で、今後はこのた

れる。

めの政策・技術革新等が各方面に望まれ、欧州各

とりわけ、産業界において上記目標達成のため

国はじめ世界の産業界は既に着々と先手を打ち

に省エネルギー・燃料転換が進められることから、

つつある。

化石燃料関連事業の収益性ならびに資産価値の
劣化リスクが拡大するとの指摘がなされ、金融・

（２）情報化新時代の到来

投資業界の視点からは、資産価値が毀損するとの

IoT（Internet of Things）
、ビッグデータ活用
（Big Data）
、AI（Artificial Intelligence：人

指摘（座礁資産と呼ぶ）もなされている。
このように、欧州各国はパリ協定の着実な実施

工知能）等は、今や第 4 次産業革命（蒸気＞電力

方策として、上記 DENA 総会にて発表がなされた

＞情報の次）として全産業分野の発展の牽引役と

各国政府・自治体・本会合による取組みのような

なりつつある。これら、情報化新時代を踏まえ、

省エネルギー・新エネルギーをはじめとする低炭

世界の多くの企業で、将来を見据えた取組みがな

素型エネルギーへの転換等に努めており、同分野

されつつある。

に関し本センター事業等の情報発信を行うとと
もに、研究者等との情報交換に努めて参りたい。

一方わが国では、その基盤となるハードウェア
などにつき産業競争力・技術開発力の低下が懸念

（２）建設自動化技術移転事業等での企画・実施

されている。わが国がその強み（材料部品技術、

上記・情報化新時代は、建設分野をはじめ農

自動車・ロボットなどの応用システム、運用等）

業・製造業各分野に押寄せており、そのための人

を活かし、グローバルな競争環境の下で、事業モ

材育成はカギとなりうるもの。

デル・産業政策等につき、産業化に至る戦略的シ

このため、上記ミャンマー・カイン州パアン市

ナリオの検討と提言が急務となっている。

において建設の自動化・情報化に関し人材育成・

また、前記の新しい世界のルールの下での低炭

技術育成事業に参画し、カイン州政府・同地産業

素社会構築へ向けた方向性のためにも、情報通信

界・当地 JETRO 所長他と今後の運営方策、規模・

技術 ICT の活用は基盤となりうることから、その

対象事業の拡大等につき議論を行った。

導入促進政策・技術革新等がエネルギー分野にも
望まれ、世界各国政府はじめ産業界は既に着々と
先手を打ちつつある。
これら世界の潮流を踏まえ、現行技術動向とそ
の展開方策、さらに産官学が総力を終結して取組
むべき課題・新産業創造への路を、わが国産管学
が一体となり具現化を進めるべく、産業界各分野
とりわけエネルギー・環境分野において産業界各
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今後は、これら検討結果を論文としとりまとめ、
上記学会はじめエネルギー・環境分野の学会等で
発表を行う予定である。
４．今後の計画
（１）省エネルギー推進とアジアとの連携
アジアをはじめとする発展途上国が、経済成
長・人口増に伴って CO2 排出量が急増する中で、
写真：ミャンマー・技術移転センター外観

国際社会全体の排出量削減への取組みとともに、

（出典：12 月 27 日当サイトにて筆者撮影）

同諸国における社会・産業活動の基盤構築として、
さらにわが国の海外展開の一助としてもエネル

現状では、まだわが国「自動化施工のトップラ

ギー環境技術を中とした「技術移転」が果たす役

ンナー」たる企業によるもので、NEDO 事業の国際

割への期待が寄せられている。

展開が中心であるが、同国内はもとより今後はア

一方、わが国の省エネルギー対策については、

ジア各国への展開を図るとともに、建設分野を越

産業界は世界に冠する省エネルギー技術を有し、

えて IoT（Internet of Things）
、ビッグデータ活

行政においても既に省エネルギー法に基づきト

用（Big Data）
、AI（Artificial Intelligence：

ップランナー方式が導入等の顕著な成果をあげ

人工知能）等の広範な分野の人材育成等を図る。

ており、さらには上記・情報技術展開による自動

なお、わが国においては国内の人材不足に対応

化・省力化による期待が高まっている。

するためにも海外技術者等受入を進めるべく、新
たな在留資格を創設、
「建設」
「農業」
「宿泊」
「介

（２）途上国での新エネルギーの展開

護」及び「造船」の 5 分野を対象に、
「特定技能

新エネルギーは、前述の地球温暖化問題への対

評価試験」（仮称）に合格すれば就労資格を得ら

応はもとより、エネルギー・セキュリティの確保

れるようにするとで、現国会で法律を改正し、

の観点からも積極的な開発・導入を行っていく必

2019 年 4 月から実施するのが政府の方針。

要がある。このため、産官学における技術開発・

但し、技能者を超えた先端技術者の分野まで展

産業化への努力とともに、先般導入された電力固

開を図ることも検討する。

定買取制度 FIT のように、社会における幅広い利
用を促進するための制度・助成を国が行うなど、

（３）研究発表・論文執筆状況

社会システムとしての導入促進へ向けた努力が、

日本ホスピタリテイマネジメント学会・九州支

わが国はもとより世界各国で行われている。

部第 30 回研究発表会（12 月 15 日 JR 博多シティ

一方、新エネルギーをとりまく環境は、万能・

10 階会議室）にて、上記を含む「人工知能 AI・

バラ色ではなく、むしろ克服すべき課題が多くあ

IoT 時代へ、新産業革命とホスピタリテイ」とで

る。しかしながら、社会システムとして社会・経

冒頭報告を行った。（他に農業分野・グローバル

済に組込んでいくことが、地球環境のためのみな

展開として、「東京オリパラ選手村で使用する牛

らず、豊かな地域社会の創造や新規産業や雇用の

肉の JGAP 取得の意義と課題」を甲斐・中村学園

創出に資するが、その出力の不安定性は、最大の

大学学長他が報告）

課題でありまさにボトルネックと言える。

この機会に、上記 DENA 独・ベルリンにおける

太陽光発電、風力発電といった自然条件に左右

欧州各国の施策・産業界各分野の動向とともに、

される新エネルギーは出力が不安定であり、その

ミャンマー・カイン州パアン市における建設の自

エネルギー を利用できる機会や地点が限られ、

動化・情報化に関し人材育成・技術移転事業の紹

新エネルギーの電力系統への連系が増加するに

介を行い、
「AI は、ホスピタリテイマネジメント

つれて、電力品質が悪化し、一般需要家への影響

の主要ツール・基盤となりうるもの」と述べた。

を及ぼす可能性も指摘されている。さらに太陽光
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発電、風力発電等のようにエネルギー変換効率や

会的受容性・経済性に課題が残る。

設備利用率（各々わが国では 12％と 20％）が低
く、利用効率の面での課題を有する。

このため、地域住民を含めた国民の合意形成が
カギとなる。つまり、各主体にとりウインウイン
の関係が構築できることが肝要である。そのため
にエネルギー施設の排熱・排出される CO2 を太陽
光ともに活用する植物工場（CO 2 は植物にとり肥
料）の併設と CO2 のネットワーク化が有益であり、
アジア各国にて CO2 分離回収型火力と CO2 分離地
中貯留及び有効利用 CCSU を活用したエネルギ
ー・システムの導入につき検討を進めていく。さ
らに経済産業省が推進の、これら途上国の状況に
柔軟かつ迅速に対応した技術移転を促進し、わが
国に排出枠をもたらす二国間クレジット制度 JCM
への適応なども有望となりうる。
５．参考文献等

図１．スマートコミュニティの概念図

1) 久留島守広：地球エコシステムとしての地中

（出典：経済産業省発表資料）

隔離，
「環日本海研究」第 11 号，2005.10.1, P123
2) (株）日建設計：平成 15 年度 NEDO 委託調査報

このための対応の一つの方向が、今着目されて

告書「植物工場等二酸化炭素隔離技術の経済性等

いる「スマートコミュニティ」であり、まさに情

調査」
，2003.3

報通信技術によって蓄電・出力平準化を行うこと

3) アジアへの環境移転とバイオマス

により地域社会全体のエネルギー需給の最適化

NEDO 海外レポート No.1008,P1-7，2007.10.3

を行うもので、その概念を図 1 に示す。
（３） さらなる技術革新への取組み
社会の利便性を損なわずに低炭素・脱炭素化を
行うためには、既存技術のみならず上記・情報技
術の活用融合とともに革新的技術開発が必要で
ある。そのためのメニューを図 2 に示す。
このため、価格が安く資源の賦存量・分布とも
優れている石炭のクリーン利用と、CO2 分離地中
貯留（CCS と略される）の導入、さらには CO2 の
活用としての植物工場の併設を提案し、いわゆる
ベスト・ミックスの路を提案したい。これら技術
の組会せにより、SDGs が示す｢エネルギーをみん
なにそしてクリーンに｣の具体策が、わが国技術
の国際的展開とともに、グローバルな連携により、
本センターが示す｢国際共生社会｣とも重なり合
図２．エネルギー分野における革新的技術とは

うことを論じるべく試みたい。

（出典：東大・有馬教授、東洋大特別講義資料）

CCS は、まさにゼロ・エミッションを可能とす
る夢の技術であるが、新しい技術であるため、社
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スリランカにおける持続可能な障害者支援に関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員

島野
A study of sustainable development for persons with disabilities in Sri Lanka

涼子

病名がわからずに早期治療ができずにいたり、病

1. 平成 30 年度の活動報告
今年度も昨年度に引き続き、スリランカにおい

名がつかないために「変な人」というレッテルを

て障害者支援に関する聞き取り調査を実施した。

貼られていたりすることで、地域コミュニティか

今年度は 2018 年 12 月 1 日から 8 日の日程で、

ら外されてしまうことも多い。そのため、本研究

スリランカ・コロンボにおいて長期的に障害者に

ではスリランカにおける目に見えない障害のあ

対する支援を行なっているスランガニ、Thusare

る人びと、特に知的障害者や発達障害者への支援

Taking Hands、Sahan Sevana の 3 団体を訪問

を有効に行うための情報収集を目的として、学歴

し、支援が行われることになった経緯から現状に

期の障害のある子供に対する教育状況および学

ついてインタビューを行い、その後スランガニの

齢期が終わった障害者の職業訓練や雇用状況の

支援が行われているリトル・トゥリーセンター

実態調査を行ってきている。

（ブッタラ）やセンターの運営費の収入源とピー
（2） 研究対象地域

ナツ工場を訪問した。

本研究の対象国であるスリランカ民主社会主
2．これまでの活動状況

義国は、識字率が 92.2 と高く教育には力を入れ

（1） 研究背景と目的

ているものの、UNESCO によると不就学児が約

持続可能な開発目標（SDGs）は持続可能な世

47,000 人存在しており、ここに障害者が多く含ま

界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲ

れると想定できる。つまり、SDGs の「2030 年ま

ットから構成されており、誰一人として取り残さ

でに、すべての子どもが男女の区別なく、適切か

ない「すべての人」への支援を行うことが記され

つ効果的な学習個性化をもたらす、無償かつ公正

ている。これは 2001 年に策定されたミレニアム

で質の高い初等・中等教育を修了できるようにす

開発目標（MDGs）の支援において一定の成果を

る」というターゲットに向けた取り組みを行う必

達成出来た一方で、未達成の課題が残されており

要がある。また、教育を受けられないと就業も非

支援が届かなかった取り残された人々が存在す

常に困難になることから、ほぼ同数の不就業者が

ることを意味している。その取り残された人々に

存在すると言えるだろう。また障害者に関する統

は障害者が多く含まれていると考えられる。「障

計が少ないため、正確な数値が不明な状態にある。

害者」といっても車椅子利用している身体障害者

1983 年から 2009 年 5 月まで続いていた内戦、

や白杖を利用している視覚障害者といった目に

2004 年末に起こったスマトラ沖地震、インド洋

見える障害者だけでなく、聴覚障害、知的障害、

大津波の影響により多くの人が命を落とし、そし

発達障害などがある目に見えない障害者もいる。

て障害のある人が増加している。

発展途上国では医療の発展が遅いこともあり、目
3．研究結果

に見えない障害のある人たちはハッキリとした
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3−１. スランガニ

ナツ販売の他に、ファンドの取得や個人の寄付で

1992 年にスリランカの幼児教育支援からスラン

運営している。センターの教員は、スランガニが

ガニの活動は始まった。多くの幼児たちやその親

幼児教育支援をしている際に出会った幼稚園教

たちと出会っていく中で、障害のある子どもたち

員であるが、中核となっている 3 名の教員たちは

とその親や家族の居場所がないことを知り、障害

コロンボ県マハラガマにある National Institute

のある子どもたちとその家族が通える場として

of Education の特別支援教育のコース（２年間、

2011 年にモナラガラ州ブッタラに通所センター

週末）でディプロマを習得している。馬場氏はこ

「リトル・トゥリー」を開所した。開所当初は 5、

の３名の教員たちと週に 1 回以上電話で連絡を取

６人の障害児の受け入れから始め、現在は２歳半

りながら、センターの支援を続けている。

から 25 歳までの 31 人の障害児/者が通っている。
受け入れ人数の制限はしておらず、希望者は全員

3-2. Thusare Taking Hands

通うことができる。
生徒たちは朝 8 時半に登校し、

視覚障害者の指圧マッサージとして店を開いて

掃除、国歌斉唱、そして仏教のお祈りをする。13

いる Thusare Taking Hands もまた、設立の発端

歳までの生徒は生活活動や勉強を行い、それ以上

は障害者支援ではなく、代表の石川直人氏が携わ

の年齢の生徒は職業訓練の一環としてリトル・ト

っていたコミュニティ開発の活動であった。妊娠

ゥリーセンターの運営費となるピーナツの製造

中の栄養失調が原因で当時は視覚障害者が多く、

の一部を行なっている。このピーナツの製造は、

コミュニティ開発の活動の中で多くの視覚障害

母親たちも子供を待っている間に作業を行なっ

者に出逢い、彼らに仕事がないことを知った。ま

ている。ピーナツの大きさによって値段と販売地

た、当時は視力検査もほとんど行われておらず、

域を区別しており、月 60 キロのピーナツを販売

目が見えている人の中に目の悪い人が多くいる

している。リトル・トゥリーセンターはスリラン

ことが判明した。そのためスリランカの保健省と

カの教育省や社会福祉省の管轄ではないため、教

連携し、コミュニティで視力検査を実施し視力低

員の給料や施設の維持費といったすべての資金

下の早期発見と視力低下の予防対策として 2000

をスランガニで賄う必要があるため、ピーナツ販

個の眼鏡の配布が行われた。

売は非常に重要な収入源となっている。

写真 1：リトル・トゥリーセンター
筆者撮影
写真 2：Thusare Taking Hands の店内
筆者撮影

スランガニは代表の馬場繁子氏が主となって
運営しており、リトル・トゥリーセンターのピー
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その後、社会福祉省と連携をしてコロンボ周辺の

がある人がほとんどであるため、男女別に少人数

職業訓練校で視覚障害者を対象としたマッサー

のグループに分けて性教育も行なっており、非常

ジコース開講した。しかし 10 ヶ月の職業訓練で

に丁寧な指導を行なっている。知的障害者への性

技術を手に入れたものの、就職先が見つからなか

教育は難しいが人間関係を築き上げていくため

ったことから、日本では視覚障害者の仕事の一つ

に重要なステップとなる。Sahan Sevana で働く

として画一されている「指圧」を学ぶことにシフ

人たちは、工場が働く場であることを理解し、そ

トし、日本から視覚障害のある講師を招聘し訓練

れぞれの特性に合わせて、材料の軽量、クッキー

を行い、Thusare Taking Hand をオープンする

の製造、袋詰めまでのあらゆる過程を担っている。

ことになった。スリランカでは「マッサージ」と
言うのは性的なものを意味すると考えられてい
るため、指圧を勉強することに反対する家族や親
戚が多く、特に視覚障害のある女性の訓練生を捜
すことが非常に難しいという課題があることが
わかった。今後は指圧マッサージ師を国家資格と
すべく、職業訓練校においてトレーニングを体系
化させていく予定であるため、その中で視覚障害
の女性をどのように取り込んでいくのかという
写真 3：Sahan Sevana の工場の様子

点も重要になってくるだろう。

筆者撮影
3-3- Sahan Sevana
2 年前から継続して調査を続けている Sahan

４．調査結果及び考察

Sevana は、現在スリランカの大手製菓会社の

今回調査を行った３つの団体は、それぞれ異なる

CSR として障害者雇用の一環としてクッキー工

ニーズに応じて障害者支援を継続的に行なって

場が設けられている。始まりは日本の NGO の支

いる。スランガニが学齢期の子どもたちを支援し

援で、1999 年から 2009 年までの 10 年間支援が

ているのに対して、Thusare Taking Hands と

行われたものの諸々の事情により NGO が撤退す

Sahan Sevana は学齢期を終えた就労の年齢の人

ることになり、そこで一度活動が中断となった。

たちに対する支援である。年齢や支援内容は異な

以前の活動から現在の活動に至るまでに紆余曲

るものの、共通しているのは「場」の提供であり、

折あったが、現在は Sahan Sevana が製造する

障害者の居場所が不足していることがわかる。障

HOPE クッキーの売れ行きは好調で、障害者の雇

害のある人も学齢期には学校に行き、そして就労

用増大と工場の規模の拡大が検討されている。し

する機会を得ることが必要であるため、非常に重

かし、雇用人数の増大といっても簡単ではなく、

要な支援である。ただ、今回調査した団体の障害

彼らの教育を担当するチャミラ氏は、新しく工場

のある人たちのほとんどは歩行ができ、身の回り

で働くことになった人たちの特性を見極めて指

のことが自分でできる人たちである。SDGs の掲

導していくのはもちろんのことであるが、その前

げる「誰も取り残さない」社会の実現には、彼ら

に身の回りの指導（爪を切る、髭を剃る、服装な

よりもより重度の障害がある人たちの教育や雇

どの清潔な状態を保つことやトイレトレーニン

用の方法を模索していかなければならない。国に

グなど）や「働く」と言うことの意味なども指導

よって文化が異なり、障害者への考え方も様々で

を行なっている。さらに、20 歳以上の知的に障害

ある。前世の行いが悪いため障害者になってしま
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った、妊娠している時に障害者に触れると生まれ

参考文献

てくる子供も障害者になってしまう、といった迷

1)島野涼子（2017）「すべての人に対する支援と

信が未だ信じられている。そのため、支援をする

SDGs –不可欠な障害者支援，スリランカを事例に

側も対象国において障害者がどのように考えら

-」,北脇秀敏・他編（2017）『持続可能な開発目

れているのか、また Thusare Taking Hands の抱

標と国際貢献-フィールドからみた SDGs』朝倉書

えている課題の一つである「マッサージ」のよう

房

に、支援内容がその土地の文化の中で鬼門のよう

2) Sri Lanka Ministry of Social Empowerment

に考えられている場合、せっかくの支援も限定的

http://socialemwelfare.gov.lk/web/index.php?la
ng=en 2019 年 1 月 31 日参照

な人に対するものになってしまう。そのため、
SDGs の目標を達成するためには、様々な状態に

3) UNESCO(2016) Education for people and

対応するきめ細やかな支援が求められていると

planet: creating sustainable futures for all,

いえよう。

Global monitoring report

80

平成 30 年度国際共生社会研究センター 研究概要

ベトナムのホーチミン市における改善された廃水サービスに対する
世帯の支払意欲に影響する要因
国際共生社会研究センター

リサーチアシスタント

大学院国際地域学研究科博士後期課程
LE THI PHUONG TRUC
Factors Influencing Households` Willingness to Pay for Improved Wastewater Services
in Ho Chi Minh City, Vietnam
1. Introduction
The challenge faced by the wastewater sector is the
requirement of a large initial investment as well as
operation and maintenance costs. However, a

good. In addition, affordability and WTP for
wastewater services have become major issues
regardless of whether the country is developed or
developing [1] once the households have to allocate

wastewater tariff has not yet been established in
Vietnam and currently, only an Environmental
Protection Fee (EPF) for wastewater is in place,
collected at 10% of the supplied water price through
water bills from January 1, 2004. In 2016, the
government issued a new Decree No.
154/2016/ND-CP on the EPF for wastewater in
which a wastewater fee of over 10% has been
approved in accordance with certain area situations
and conditions. In order to address the urban water
environmental situation, a prerequisite for ensuring
financial sustainability is the decision making by
the city authority concerning the setting up of
appropriate wastewater tariffs for HCMC. The
method of setting up tariff for non-market benefits,
such as improved wastewater services based on the
users’ willingness to pay (WTP), has been obtained
as the approach of cost recovery pricing is
infeasible especially in the beginning stage of
establishment of a wastewater tariff. However, it is
a question of whether the HCMC public will be
willing to pay an increased wastewater fee as the
demand for wastewater is silent and is viewed
purely as a social service rather than an economic

their limited income to different resources. Hence,
a study on socio-economic factors and perspectives
that motivate the general public’s WTP is
particularly important for the successful
development of wastewater services in developing
countries such as Vietnam. Furthermore, our
findings also provide suggestions to the HCMC
authority concerning managerial implications to
enhance the effectiveness of strategies for the
increase of wastewater tariffs. These were obtained
using a Contingent Valuation Method (CVM)
through a referendum scenario and questionnaire
survey. In this report, we present the results of
survey on WTP that were presented at the Water
Environmental Technology Conference held in
Matsuyama in July 2018. These surveys and studies
are carried out as a part of PhD course of Graduate
School of Regional Department Studies at Toyo
University.
2. Factors affecting household`s WTP for an
improved wastewater service
（1）Research background and purpose
The CVM has been widely used to estimate WTP
for a non-market public program and for the
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benefits of environmental service improvements
such as improved water and sanitation programs
in developing countries. However, fewer studies
have been carried out for the specific wastewater
sector, especially on a large scale. Focusing on
Vietnam, few studies have estimated user’
preference for wastewater services and were
mainly conducted at small vocational villages
regarding industrial wastewater or in rural areas.
A CVM study for wastewater services has not
been conducted in HCMC. Since WTP is different
among cultural regions and even varies according to
time and people’s perceptions of water-related
environmental improvements, this research aims to
examine factors influencing residents WTP in the
largest urban area of Vietnam–HCMC, where
projects for wastewater management are being
implemented thoroughly. In addition, this study
hypothesized that prior information regarding
sewerage plans and the respondent’s knowledge of
existing WWTPs in the city act as the determinants
on beneficiaries’ WTP for improved wastewater
services in HCMC.

low to recover O&M costs or system upgrades.
Consequently, financial sustainability of
sanitation projects after their construction is still
a big concern. (ii) Social aspect: lack of public
awareness of the need to treat wastewater in an
appropriate standard before discharging it into
the environment. Consequently, less enthusiasm
for fee paying from the public.
In this study, respondents were classified as
households regardless of whether the house was
owned or rented. Household’s representatives had
to have an income, expenditure management, or
housewife in 23 out of 24 districts/provinces of
HCMC in order to cover areas with different
environmental and economic conditions.
(3) Survey method
The survey was conducted between Augusts and
September 2017. The questionnaire included a series
of structured questions split into four sections:
introductory questions, households’ water bill costs
and attitudes toward a possible increase in
wastewater fees, CVM scenario and WTP questions,
economic and socio-demographic characteristics.
The study made used of the double-bounded
dichotomous choice model with three different
bid sets that were offered to different
respondents at random as follows: (20%, 15%,
40%), (40%, 20%, 60%), and (60%, 40%, 80%).

（2） Research area
HCMC is the biggest city in Vietnam, covering
an area of 2,095 square kilometers with a current
population of about 8.5 million (2016). HCMC
has been taking a number of measures to treat
wastewater. Under a pollution reduction
programmer, one of seven targets related to
flood mitigation and response to climate change
and sea-level rise in 2016-20, the city has set
itself a target of treating 80 per cent of total daily
household wastewater. However, lack of capital
and ineffective management have limited the
city’s ability to complete construction of
WWTPs according to the master plan. Two
major challenges are pointed out: (i) Financial
aspects: the wastewater fee in the city is still too

Model specification and estimation
Three different WTP prediction models were
used with a logistic regression on the doublebounded dichotomous choice (DBDC) data to
examine which model had the better predictive
ability. For Model 1 all original data were used,
while for Model 2 samples with two outliers of
input data with standardized residuals (ZResid)
of more than 3.3 were removed to avoid an
impact on regression models from those outliers.
For Model 3, logarithmic transformation was

82

Model 3. The significant factors in these models
remain the same, apart from the INFORMATION
variable. This result indicates that removing outliers
is better than using logarithmic transformation for
coping with an outlier problem in this case.
As shown in the table, the six predictors in Model 2
make a statistically significant contribution (BID,
10%EPF, KNOW, MARRIAGE, INFORMATION,
and 1st & 2nd CHOICE,). The strongest predictor of
the WTP response was MARRIAGE which is
statistically significant at very near to 1% level,
recording an Odds ratio=Exp(B)=1.849. This
indicates that respondents who are married are
approximately two times more likely to be willing to
pay for the wastewater service than those who are

applied to independent quantitative variables to
reduce skewness in the distribution of the data
and to improve the predictive ability of the
model. For Model 4, only single-bounded
dichotomous choice (SBDC) answers were used
for analysis after the removal of seven outliers
with ZResid > 3.3. The regression models were
chosen based on log-likelihood and R2.
(4) Research results
From a total of 431 respondents, there were more
male respondents than female (61.3% vs. 38.7%
respectively). Most of the respondents were
married (72.1%), the average family size was
3.95 (range 1-13), and the average age of
respondents was 35.25 (range 18-82). The
majority of respondents held a college/university
education (79.1%), followed by high school
education (9.5%). A post-graduate education
(master/PhD) was held by 9.0% of respondents
and only 0.5% had no formal schooling. Of all
respondents, 91.1% work in the formal sector
(66% and 19.3% are private and government
employees respectively; the remainder are
business owners) and 8.9% work in the informal
sector or are unemployed (0.5%). Regarding
monthly household income, 45% of the sample
population have an income of 18.1–33 million
VND, 14.7% earn more than 33 million VND (ca.
1,500 USD according to the exchange range in
2018), and only 0.9% (4 households) have a low
income (3–6 million VND). Data shows that
69.5% of respondents own their house, whereas
21.4% live in a rented house/unit, and 9.1% live
with their parents or in a relative’s house.

single, if controlling for all other factors in the model.
It can be seen that almost all married people have
moderately good and stable incomes as well as
general concerns and responsibility for family health.
The BID was negative and significant at the 1%
level, which indicates that the higher the bid, the
less likely respondents are willing to pay for the
service. This result is consistent with most other
studies and abides by the economic theory of
demand. The respondents’ WTP for wastewater
service was negatively related to what they think
about the current wastewater fee - 10% EPF. The
result suggests that the respondents who rate
10%EPF from reasonable to high or too high
were less likely to pay an additional fee for the
service compared to those who rate it as low. One
possible explanation for this is that respondent
are not willing to pay as much, as they think they
have not seen a much better change of water
quality at canals currently as mentioned “I would
pay more upon condition that I see the better
water environment”. Thus, the households’ WTP
for the service has traditionally been linked to the
principle of price versus quality effect.

Explanatory factors of WTP
As can be seen in Table 1, regarding estimates of
goodness-of-fit R2 among three models (Model 1, 2
and 3) using DBDC formats, R2 of Model 2 with two
outlier removal is higher than R2 of Model 1 and
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The coefficients of knowledge about existing
WWTPs in the city (KNOW) and
INFORMATION were negative, implying that
respondents who knew about WWTPs in city and
who were provided with prior information
regarding WWTP plans would be less inclined to
pay. The following residents’ opinions were
recorded from our study: respondents agree that
the costs of wastewater collection and treatment
should be contributed by the people, provided that
(i) the fee must suits “every pocket” (especially
low-income households) and the scope of the
wastewater services, and (ii) there is transparency
regarding the financial management of the tariff
source and that people have a right to know about
the projects and their related costs.
Regarding 1st & 2nd CHOICE variable, the
respondents’ WTP for the wastewater service was
positively related to the 1st & 2nd choice. This
means that the choice of the 2nd bid was
Exp(B)=1.7 times more likely to receive a “yes
“compared to a “yes” for the initial bid. In other
words, when the bid decreases, the respondents
are more likely to say “yes”.

INCOME

-.225

-.189

-.213

WP

.000

.000

.020

10% EPF (1)

-1.621***

-1.703***

-1.580***

10% EPF (2)

-2.697***

-2.863***

-2.714***

AGE

-.011

-.016

-.331

KNOW

-.384**

-.398**

-.401**

GENDER

.275

.322

.291

MARRIAGE

.659***

.615***

.678***

HHSize

-.026

-.036

-.111

CHILDREN

.070

.122

.069

INFORMATION

-.289

-.344*

-.286

.113

.153

.091

Income(2)

.318

.398

.274

Income(3)

.213

.317

.155

Income(4)

.182

.218

.080

Edu(1)

-.348

-.430

-.328

Edu(2)

.092

.086

.085

Career(1)

-.210

-.286

-.242

Career(2)

-.172

-.323

-.112

Career(3)

.150

.024

.225

House(1)

-.189

-.179

-.187

House(2)

-.217

-.247

-.261

Satisfy(1)

.168

.274

.216

Satisfy(2)

.275

.433

.322

Satisfy(3)

.502

.699

.548

Satisfy(4)

-19.413

-19.283

-19.538

1st & 2nd choice

.562***

.598***

.538***

Constant

2.890***

R2

28.6%

3.296***
30.8%

7.240***
27.6%

%Predictedcorrect

75.8%

76.2%

75.9%

-2LL

875.624

850.364

883.042

N

431

429

431

EDU

CAREER

HOUSE

SATISFY

Table 1 Estimated model for double-bounded models
Variables Model 1
Model 2
Model 3
BID/BID1
-.056***
-.061***
-1.732***
CANAL

Income(1)

*, **, *** Significance at 10%, 5%, and 1% level, respectively
(5) Future plan
Jan 2019

10% EPF

Submit 2nd paper
Working on the tariff structure

Feb-April

Continuing to setting tariff

2019

Focusing on dissertation`s remain chapters
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Community Development and Microfinance, Microcredit Studies
as the self-help groups as well as saving and credit
cooperative and microfinance has started in Nepal.

1. Introduction
Microfinance is a board concept including the Microcredit,
Micro saving, micro insurance, currently remittances
services also provided by microfinance services.
Microcredit support to the poor people to escape from
poverty by being an entrepreneur. The fundamental
concept of microcredit is small loans, social collateral,
low-interest rate to the poor who are facing, Lack of
financial access, unemployment and living in extreme
poverty. To get out from the poverty situation, the
microcredit system has been being popular tools for
developing countries. The word credit develops from the
Latin word `credo ‘it means I believe or trust (D Kumar, A
Hossain, MC Gope 2012) lenders believe the borrower and
provided the loans with the believe and trust. Credit is self
could define a small amount of money or fund.

National Per capita income of Nepal is 853.16 USD (2017).
Nearly 80 % of Nepalese people are living in rural area.
More than 80 % of the population depends on Agriculture
below 31% of the population has been living under the
poverty line. Nepal is a country of developing among south
Asian countries, challenging the problem of poverty. 28.6 %
population are living under multidimensional poverty. The
population of the women is around 51%. They are facing
many unequal social and economic obstacles and
challenge by the patriarchal society.
Community organized by Lumanti Nepal
Lumanti Nepal has started community-based microfinance
in 1998 with 8 women saving and credit groups were
organizing in slums and informal settlements different area
of Nepal. By 2007, the number of saving groups increased
to 259 with 5117 members. This year the number of saving
groups increased to 1126 with 29816 members. In the
present scenario, the total of 32 Women saving and Credit
Cooperatives have been registered and established all over
Nepal. The findings show that Lumanti has organized selfhelp groups are not similar than the other microfinance. It
has a different type of community where poorest of the
poor women are involving in saving and credit
cooperatives.
3. Research Method and data
The research was conducted in the title microfinance and
community development doing by Lumanti Nepal in the
different part of Nepal. Selected 3 different area of Nepal
one is the eastern part of Nepal in Dharan, Dibya Jyoti
women saving and credit co-operative and Sambridi
women saving and credit cooperative Biratnagar
Sayunkta Mahila Sarsafai saving and Credit
cooperative Teku and the Pragati women saving and
credit cooperative Balaju form Kathmandu.

The history of Nepalese microfinance started in 1953.
According to the Shankar man Shrestha (CSD2009). The
department
of
cooperative
was
established
(www.deoc.gov.np) in 1956 in Chitwan to Provided lone
for resettlements for landless poor the victims of river
flood, the cooperative bank was established in 1963, In
1974 central bank of Nepal obligate to another bank
development and commercial bank 5 to 10% of their
deposit liabilities invest in the small sector like microcredit.
The government has launched the small farmer
development program in 1975 in Mahendra Nagar,
Dhanusha and Nuwakot districts the credit was provided
under the group guarantee or group liability. In 1992
government enacted a new co-operative law for promotion
and development of cooperatives as a vehicle of economic
development and tools for poverty reduction. The
Grameen model was started in 1992 in eastern and far
western development region. The financial intermediate
act 1998 provided the right to conduct microfinance to the
NGO and INGO after that many microfinance institutions
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The total unit of analysis is 104 respondent form 3
different saving and credit cooperation. The sample size
was selected through simple random sampling method.
The interview survey used three different techniques. Indepth interview survey, observation and focus group
discussion. The data and information have analysis and
explain with appropriate statics method or which is
available. As well as the secondary data of this paper has
been collecting from different sources, like previous
researches, Books, newspaper, articles, journal as well the
other related published and unpublished materials.
The objective of the research is to find out the role of the
microcredit in community development and Economic
access, decision making and the leadership development
of women in Nepal Microcredit impact to empowerment
in three different aspects of poor community group. The
questionnaire survey, face to face interview survey and
focus group discussion was done with women in their own
location and their saving and credit office and the place of
work. Focus group discussion was organized in the weekly
meeting day of their SCC office.
Research method
1. Dibya Jyoti women saving and credit cooperative Dharan
2. Sambridi women saving and credit
cooperative Biratnagar
3. Sayunkta Mahila Sarsafai saving and Credit
Teku
4. Pargati women saving and credit
cooperative Balaju

In-depth interview
Focus group discussion

Sunsari Dharan
community

Microcredit

member
Microcredit official

Total 104
respondents
were from 4
different
community

Biratnagar
community

Figure -1
4. Findings
According to the 2017 report of the department of cooperative of Nepal, all over Nepal, 1420204 male and
890618 female members are participating in the different
type of microfinance institutions in Nepal has invested
about
289,825,041
amounts
in
cooperatives
(www.deoc.gov.np2017). The Total unit of respondent
were 104 from 3 different area of Nepal, the member of
small Saving and Credit Cooperatives. Age between the
10-60 years old respondents’ women. The highest number
of the respondents were aged between 30-39 and the
lowest number of respondents were aged between the 1019. The second largest number of respondents were 20-29
years.
Microfinance member in Nepal
Participation
Number
Amount
Male

142,204

-

Total

231,288

289,825,041

(Sources: www.deoc.gov.np2017)

The researches paper found that microcredit itself is an
important aspect for poor people. Access of small credit to
bring a huge change, happiness, in household level,
socially and community level. But it depends on the
different aspects. As follows in the view of growth or
Microfinance program as one of the major povertyfocused development activities in the country, it is
imperative to evaluate the effectiveness of the program in
reducing poverty. The present study aimed to evaluate the
impact of such program on poverty reduction through
women empowerment.
In the present context of Nepal, women do occupy more
than half of the total population women just limited inside
the house in the ancient period. Women were not given the
opportunity to involve in economic activities. Women
used to remain busy in their household works to preserve
of vicious circle of poverty. There was a very miserable
condition of women in the past. With the continuous flow
of time, this every trend has been changed to the great
extent. Women have become able to stand on their own
foot and have become provide an economic contribution
to their family and nation. Microfinance is one of the vital
factors which have been assisting women to boost-up and
uplift up.
Women targeted for saving and credit co-operatives
because of higher level of Female poverty and because of
women role in household well-being, Mayeux (2009) on a
global level Woman are reported to have higher loan
repayments rate than the man Cheston (2002) and are
considered a lower credit risk Ann Marie MB (2011). The
figure shows that the household women are involving in
Microcredit for saving and credit. The research found that
the clients use SCC as the saving and credit mechanism 39
of them being member only for saving purpose. The result
supports the statement of Prof. M Yunus.Yunus (2010) he
has mentioned that microfinance is a bank of the Poor.
Reason for participation in SCC

Some
microfinance
scholars of Nepal

Capital city
Kathmandu
community

89,618

Table -1.

Case study
Observation

Female

70

59

60
50

39

40
30
20
4

10
0

-

BORROW MONEY

Column-1
86

SAVE MONEY

SAVE /BORROW

The findings show that Microcredit is an important aspect
to reduce poverty. Small credit in south Asian countries
have improved the economic condition of the poor. (Naila
Kabeer 2005 EPW) The study found that the economic
situation of women has improved compare to past. The
research paper found that all the microfinance in Nepal is
not for poor and poverty reduction. Some of the
microfinance institutions have not following fundamental
norms and values of microfinance. They established a
microfinance only with a financial sustainability
perspective which perspective could not suitable in the
remote rural area as well as could not support in poverty
reduction and community development.

household expenses. The lowest purpose of borrowing in for
to pay the credit or borrowed amount. Another highest trend
of the borrowing is for the foreign employment purpose the
previous record shows that every year foreign employment
lone has been increasing highly. An MFI `s data reported in
630 members 174 members have taken the loan for foreign
employment purpose.

Income
The income level of the respondents before participation
in saving and credit cooperatives was very low. 82% of the
respondents have replied their income was less than NRP
5000 per month before to be the member in saving and
credit According to the UN poverty definition who had
income less than $1 in a day are the poor.5.6% of the
respondents have replied that their monthly income
between NRP 6000-10000 Monthly. About the 14% of the
respondents have not answered about income.
In the same way after the involving in Microfinance
income indicator line show the income of the respondent
has increased some of the respondent`s monthly income
between 6000~10000. 18% of the respondent’s monthly
income is between NRs. 11,000~15,000. Nearly 2% of the
saving credit member having monthly income over 15,000.
The indicator shows that Microfinance positive impacts on
economic activities to the household women.
Income Before and after the SCC

Occupational structure of respondents

small
business
32%

Monthly
salary

Monthly
salary
25%

Labor

Labor
43%

small
business

100

Pie-1
The Occupational dependency categorized in three
different categories according to the respondents 43% of
them depend on Labor wages and 32% of them have small
business-like Retails shop, vegetable vending, some of
them have their own small vehicle (City safari) as a regular
income source, beauty parlor, and other income sources.
25% of respondents are engaged in a monthly salary means
they worked as a housekeeper, factory worker, other
monthly salaries which are called low-income (Un 2007).
Purpose of borrowing
45

80

0

22

25
20
15

9

10

12

5
0

Small
busines

household
child
to pay credit for foreign
expences education
study and
work

other

Column-2

Research found that the clients use SCC as the saving and
credit mechanism. The purpose of the loans reveals that the
highest amount of borrow the money is for Small business
purpose and the second purpose is child education and

Before

20

28

30

77
After

40

36

35

86

60

42

40

Income Before and After the Microfinance
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19
0
5000<

6
6000-10000

3
11000-15000

15000>

Line -1
The borrower main income sources are different like
Monthly Salary, Labor, and Small Business. (Retail shop,
vegetable Vending, Remittance, Farming, small Vehicle,
Netting and sewing etc.). The microcredit impacts in
decision-making aspects show that compares to the past
women decision-making capacity has been increasing.
(The findings show that the absence of the husband in the
household the women have the opportunity to take the
household decision.
The success and outreach of microfinance and microcredit
in urban-rural poor dependents on the approach. Some
microfinance institutions claim that they established for
poverty reduction but their clients are active poor not
poorest of the poor who earn less than $1 and live remote
countryside. Scholars from the different case study show
that before to start a microcredit in an area complete

The microcredit impacts in decision-making aspects show
that compares to the past women decision-making capacity
has been increasing. The findings show that the absence of
the husband in the household, the women have the
opportunity to take the household decision.

understanding about community, community necessity of
microfinance services, the viewpoint of clients, and other
fracture would impact in the access and success of the
microcredit system. Some microfinance institution in
Nepal has found established the microfinance institution
without an understanding of the situation client’s social
structure than its face some problem to get clients as well
some area only Access of credit is not enough. The clients
should have special guideline and education about the
microfinance utilization to get outreach through
microfinance. The evidence of microfinance indicates that
somehow, access to microcredit changes in the access but
without further plan, it would be the only cycle of the
economic.

The other purpose of loan indicates that housing loan,
about 25% of the respondent having the housing loans to
reconstruct or rebuilt their secure housing. Now Lumanti
Nepal organized SCC providing the housing loan in lowinterest rate.

5. Conclusion
Microcredit is a tool to reduce poverty as well as for
Community Development. The findings support the
assumption of the study. The finding and observation
reveal that the access of financial services to women have
positive impacts financially and in the purpose of
household well-being to the women. If household Women
are economically strong, atomically they can be strong
psychologically, socially than they have more confidence
and they can participate in different socio-economic and
leadership position.

There are many microfinance models has been existing in
the world. All the models have own character and concepts
the presented different model has different features, it
means that the existing different microcredit model can be
different but objectives are same to poverty reduction and
community development.
Dean Karlan and N Goldberg (2011) argue most of the
microfinance emphasis on women, one of the reasons
would a high return rate of loan form women than the man
so, and another is female are derived from the equal access
of different resources and opportunity. Thus, most of the
Microfinance institutions have been focusing on women.
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Research into the Community Organizing in Rural Development in Myanmar: Based on the Case Study of the
Agricultural Cooperative Group in Shan State
1.研究背景と目的

されたコメ、マメ類、油糧作物などは、国が公定

発展途上国の開発において農村開発は重要テ

価格で農家から買い上げる供出制度が導入され

ーマであり続けている。また、その開発の手段と

た結果、民間流通業者による指定作物の売買は原

して、
「参加型開発」の重要性も強調されてきた。

則的に禁止された。農産物流通に従事する者は、

参加型開発は効果的、効率的、持続的、住民のエ

時には闇市場業者として取り締まりの対象とな

ンパワーメントの４点で有効とされる(重冨

った。1988 年の農産物流通自由化以後、民間流

1996)。政治的、経済的弱者が開発のために何ら

通が合法化され、作物によっては多くの民間流通

かの資源を必要とする場合、共同で確保したり、

業者が参入するようになった(岡本 2001)。ただし、

政府から資源を引き出したりするためには住民

基本的には農家が個々に農産物を集荷人や中間

が集団として交渉するほうがよりよい結果をも

業者に販売する相対取引が主流であった。共同集

たらすことが多い。つまり、参加型開発の実現に

荷・出荷ができる環境(販路)が存在しなかったの

は住民の組織化が有効であるといえる。また、そ

である。化学肥料についても、農業灌漑省傘下の

の組織化もプロジェクトの範囲、期間を超えての

農 業 サ ー ビ ス 局 (Myanma

住民の生活向上への直接的な寄与という観点か

Service:MAS)を通じて農民に補助金価格で配給

ら、住民自身による組織化が重要となる。

してきたため(藤田・岡本 2005)、農家による自発

Agricultural

ミャンマーでは農村開発がいまだ重要な課題

的な共同購入の契機はなかったと考えられる。以

であるが、これまで生業に関わる経済活動分野で

上から、ミャンマーでは、農家が自発的に協同組

の組織化は進んでこなかった。しかし、近年住民

合を結成する農業生産・流通環境がなかったとい

自身によって農業協同グループが組織されるよ

える。

うになっている。そこで、本研究は、フィールド

しかし、近年ミャンマーの農産物の流通経路に

ワークを通し、ミャンマーにおいてどのような条

は、軍政期と比較して大きな変化が見られるよう

件の下で生業に関する組織化が可能になるのか

になった。端的には農家にとっての販路の拡大で

を明らかにすることを目的としている。

ある。いわゆる集荷人や中間業者への販売以外に、

2.先行研究の概要

農家による直売や会社との契約栽培なども見ら

2-1.ミャンマー農村における農産物流通構造と農

れるようになってきた。このような農産物の販路

業協同組合

拡大と多様化は、個々の農家の自由な販路選択を

社会主義時代を通じてミャンマーの農産物流

可能にするとともに販路へのアクセス手段とし

通は厳しい国家管理におかれていた。指定作物と

て自発的な農業協同組合組織の可能性を含んで
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いる。

に対して個別聞き取り調査を実施した。調査項目

2-2. ミャンマーにおける協同組合の展開

は世帯構成、就業者数、就業状況、所有財、作物

ミャンマー（ビルマ）の協同組合はイギリス当

栽培状況、農業外収入の状況、農作物の販路、借

局によって高利貸しに抵抗する手段として導入

り入れ状況とした。それに加え、Go Green メン

された。1904 年にインドの信用協同組合法が適

バーへの聞き取りも実施した。

用され、
同年 12 月には協同組合局が設立された。
ビルマは植民地時代を通じ米輸出基地として発
展したが、その過程で農民負債問題が深刻化した。
1929 年までに約 4,000 の信用組合が設立された
が、管理能力不足などから組合の経営は破綻し、
壊滅的な状況となった(岡本 2014)。1932 年まで
には 575 の内 57 の信用組合が存在するのみとな
った。このような経緯からわかるように、導入当
初から協同組合は官製のものであり、自律的な性
格をもたなかった。
独立後ビルマ政府は、農業協同組合と信用組合
に焦点を当てたものの、それも政府の政策の受け
皿という域を出ず、協同組合の原則は無視された。
このように始まったミャンマーの協同組合は、現
在に至るまで政府のイニシアティブによるもの
で あ る (FAO and ministry of Agriculture,

図 1 ヌワダマ村位置図
出所：https://www.google.com/maps/place/Nwadama/

3-2.ヌワダマ村の作物栽培状況
ヌワダマ村で栽培される作物は、コメ、トマト、
ナス、ラッカセイの 4 つに限定される。
コメとラッカセイは自家消費率が高く、トマト

Livestock and Irrigation 2017)。

とナスは換金作物という位置づけである。各作物

3.本年度研究の内容

の平均所得を比較するとトマトが非常に高い所

3-1.ヌワダマ村における実態調査

得となっている(表 1)。しかし一方ではトマト栽

ミャンマーに協同組合が導入された経緯や農

培にかかる経費も多く、その中でも生産費に占め

民が置かれている農業生産環境をみると、ミャン

る農薬の割合が非常に高い(表 2)。トマト栽培は

マーでは自発的な協同組合が組織されにくい環

インレー湖地域で盛んな湖上での水耕栽培(図 2)

境であったと言える。しかし、本研究対象村であ

と通常の畑作に分けられ、水耕栽培では多量の殺

るシャン州のインレー湖西岸に位置するヌワダ

菌剤が使用されるためである。

マ村には、村民が自発的に組織した「Go green

表 1 ヌワダマ村の作物ごとの平均所得（チャット/エーカー）

農民グループ」が存在する。同村の農業生産状況

コメ

と農民グループの詳細を調査することにより、組

45,519

織化の有効性を考察した。
ヌワダマ村は南村、
北村の 2 つに分かれており、

トマト
4,625,314

ナス
576,234

出所：筆者作成

世帯数は南村 160、北村 136 の合計 296 である。
人口は南村 843 人、北村 700 人である。農家世帯
が最も多く 89％を占め、次いで農業労働者世帯
10％、漁業世帯 1％となっている。
2018 年 4 月～5 月にかけて農家世帯 125 世帯

図 2 水耕栽培の様子(筆者撮影)
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ラッカセイ
111,647

その他
351,892

の高まりであったという。同時期に同村において、

表 2 作物ごとの経費の割合
作物名
コメ

化学

雇用

家族

肥料

労働

労働

農薬

日系 NGO の「セダナー」が学校修繕事業を実施

機械

種子

合計

0.6%

15.2%

61.4%

1.8%

14.8%

6.3%

100.0%

トマト

38.5%

19.1%

29.4%

5.5%

1.3%

6.2%

100.0%

ナス

6.6%

16.0%

51.6%

11.5%

2.2%

12.2%

100.0%

ラッカセイ

0.4%

4.1%

61.5%

4.7%

16.1%

13.2%

100.0%

その他

0.8%

9.2%

66.0%

8.4%

7.0%

8.5%

100.0%

出所：筆者作成

していた。同 NGO に農業専門家が勤務している
ことを知った村の農民代表が、インレー湖に環境
負荷のない農業技術を学びたいと申請、農業専門
家が循環型農業技術を指導することとなったと
いう。
その後、技術指導を受けた農家が中心となり、
自発的に組織化を行い、現在のグループができた。
組織化当初は 37 名で開始したが、現在は 42 名ま

3-3.ヌワダマ村の所得状況
表 3、4 は村の平均世帯所得の割合と源泉別構
成比を示している。農家世帯対象の調査であるに
もかかわらず、非農業所得が最も比率が高く、次
いで農業自営、農業労働所得(日雇い)、非農業労
働所得(日雇い)の順であった。非農業所得獲得手
段としては、大工、教師、教師以外の公務員、市
場での販売、船による運搬、機械整備などが見ら
れた。農業労働所得(日雇い)に関しては、1,500～
7,000 チャットと日当に幅が見られたが、延べ 91
人中、73 人が日当 5,000 チャットで労働を請け負
っていることがわかった。

でメンバーが増加している。メンバーが生産する
農産物は同農業専門家(この時期には NGO を退
職し、他の組織に勤務していた)が販路を開拓し、
2 年前からヤンゴンにある有機農産物専門の販売
店で販売されることとなった。
グループの活動は、有機農産物の共同集荷・出
荷実施の他、有機農業資材(木酢液、土着菌堆肥な
ど)の販売権利の確保、農業貸付金運営、ミャンマ
ー有機認証申請補助(認証に係る経費はドナーが
おり、無償)など多岐にわたる。
規則は以下の通りである。
1)メンバーは、竹酢、発酵液、土着菌堆肥、有機
野菜を販売することができる。

表 3 平均世帯所得(チャット)

2)メンバーは、竹酢、発酵液、土着菌堆肥を優先

非農業労
農業労働所

働所得
得(日雇い)

的に購入することができる。

非農業

農業自営

合計

所得
(日雇い)

898,513

753,971

1,060,185

511,412

Green 基金として貯蓄し、小規模村落開発事業に
3,224,081

出所：筆者作成

使用する。
3)養豚を実施するために、仔豚一頭につき 4 万チ
ャットを借りることができる。

表 4 所得の源泉別構成比

原資は 2013 年韓国の団体「Narnoonmohar(友

非農業労
農業労働所

非農業

農業自営

働所得
得(日雇い)

合計

23.4%

32.9%

15.9%

人の意)」
、2015 年セダナーからの支援による。但
し、月利 2％とし 3 か月に 1 度利子の返済義務が

所得
(日雇い)

27.9%

3)木酢、発酵液、土着菌堆肥販売の一部を Go

100.0%

ある。

出所：筆者作成

4)有機野菜を販売する際に、共同集荷、出荷を利

3-4.ヌワダマ村の有機農産物生産農家組合の事例

用することができる。

Go green 農民グループは 2009 年に組織された。

3-5.Go Green のメンバーの所得変化

グループ代表者によると組織化の契機は自発的

Go Green メンバーの中で、竹酢液の販売を実

な村民のインレー湖環境保全に対する問題意識

施しているメンバーは 5 名、有機野菜の共同集
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荷・出荷を利用しているメンバーは 13 名、養豚

Green は設立当初から「環境負荷の低い農業の学

資金を借りているメンバーは 32 名である。Go

びの場」という位置づけであったため、有機栽培

Green 組織後のメンバーの所得変化を表 5 に示す。

技術の習得面では大きな役割を果たしている。

竹酢液の販売は主に村内向けであり、有機野菜

2)経済活動上の選択肢の拡大が見られたか。

の共同出荷はヤンゴンの有機野菜専門販売店 2 店

交渉力の面で Go Green での有機栽培実績が地

へ販売している。当村の特徴として、トマト栽培

域に認められ、ホテルやレストランとの交渉がで

以外の農薬経費が少ないことが挙げられるが、こ

きるようになった。

れは竹酢液が普及しているからである。特にコメ

以上より、Go Green は農業所得向上と経済活

栽培では、すべての農家が化学農薬を使用せず、

動上の選択肢の拡大の点で有効性が見られた。し

竹酢液のみの使用であった。本調査後 2018 年 12

かし、42 名のメンバーのうち、Go Green のメン

月に再度聞き取り調査を実施したところ、竹酢液

バーとして有機野菜の出荷が少ないことの理由、

の販売実施メンバーは 30 名を超しており、飛躍

そして竹酢液の作製・販売実践人数の急増の理由

的に増加していることがわかった。

検討が今後の課題となっている。
今後、ヌワダマ村の例だけではなくその他の農
業協同グループについても調査を進め、組織化の

表 5 Go Green メンバーの活動と所得増加
項目

実施世帯数

世帯当たりの所得増加/年

有効性を考察するとともに組織化の条件を明ら

(チャット)

かにしていく。

5

640,000
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研究概要

中国長沙市における都市ゴミの削減及び分別に対する市民意識の調査
国際共生社会研究センターリサーチアシスタント
大学院国際学研究科 博士後期課程
周 可
A Study on Public Awareness for Reduction and Separation of Municipal
Solid Waste in Changsha, China
1.平成30年度の活動報告

ビスであるWECHATを利用して，中国国内に在住する
中国人の意識調査を平成27年10月に試験的に行った．
調査結果によると，ゴミ問題を意識しているものの，
実際に分別などの行動をしていない人が多いことが
分かった．つまり，ゴミ問題を解決するためには，
市民への意識付けのみならず，実際に行動に向ける
何らかの方策が必要だと言えよう．
そこで，中国南部湖南省の省都である長沙市の市
民を対象として，都市ゴミの削減及び分別に関する
意識を問うアンケート調査を実施し，ごみの削減や
分別行動と結びつけるための方策を検討することを
本研究の目的とした．

中国の都市部では急速な経済発展に伴い都
市ゴミの発生量が急増しており，分別取集を
導入して資源化や適正処分の実施を容易にし
ていく必要がある．そこで本研究では，中国
南部湖南省の省都である長沙市の市民を対象
として，市民の意識を問うアンケート調査を
街頭における面接調査とSNSによる調査の2種
類の方法で実施した．SNS調査と街頭調査で
それぞれ235名，117名（合計352名）の有効
回答を得た．

2.これまでの活動状況
（1）研究背景と目的

（2）研究対象地域
長沙市は中国の南部の湖南省の東北部に位置
中国経済の発展に伴って国民の消費水準が高まり，
し，湘江流域に属する．総面積は約 1.12 万平方
都市化の進展が加速した．それらに伴って都市ゴミ
キロメートル，総人口は約 764 万人である．長沙
の量が年々増えている．これらの都市ゴミにより環
市 2013 年の都市ゴミ排出量は 1 日あたり 4,651
境汚染や土地資源の浪費などの深刻な問題が生じて
トン，2014 年は約 5,172 トンであり，都市ゴミ
いるため，ゴミの削減や分別収集・リサイクルをい
かに実践していくかが課題となっている．
は急速に増加している． 2020 年になると， 都市
近年政府は都市ゴミの処理を重視し始め，2000
ゴミの日排出量は 6,919 トンとになるものと予
年ごろから北京，上海，広州，深センといった大都
想されている．（長沙市政府 2018 年）
市で試験的に分別回収が導入されたが，他の中小都
市ではほとんど実施されていない．中国政府は
「2030 年に，全国各都市の生活ごみ無害化処理率
をほぼ 100％とし，都市生活ゴミ処理はそのレベル
を先進国の平均レベルに近づける」という目標を打
ち出した．しかし，中国環境保護部の統計 1)による
と，2010 年，中国における都市生活ゴミの量が 1
億 5,805 万トンで，2015 年には約 2 億 4,200 万ト
ンとなった．依然として都市ゴミの排出量は急激に
増えており，政府の目標の達成は困難な状況にある．
かつて高度成長期に環境汚染に苦しんだ日本を見
てみると，1970 年代からゴミの分別に着手し，現
在は極めて細分化された分別システムを有してい
る．分別は人々の意識の中にゴミの分別習慣が深く
根ざしている状況にある．そして，分別収集が都市
ゴミの資源化や適正処分を容易にし，最終処分量の
削減に貢献している．
中国の都市生活ゴミの問題の深刻化と，それに対
する市民の関心度を調査するため，筆者はSNSサー
1
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図－1 中国湖南省と長沙市
（出典：Baidu 大宝庫、2018）

長沙市の2013年の都市ゴミ排出量は1日あたり
4,651トン，2014年は約5,172トンであり，都市ゴ
ミは急速に増加している．2020年になると，都市
ゴミの日排出量は6,919トンとになるものと予想
されている．（長沙市政府 2018年）

近年，湖南省政府は資金や人員の投入により，環
境保護衛生に関するインフラ施設の建設を加速させ
ている．都市ごみについても、区（６区）ごとの収
集，まとめて運搬，分別による資源の回収，そして
衛生埋め立てという都市生活ゴミ処理の体系を徐々
に構築している．都市生活ゴミの収集，処理は，長
沙市における都市管理行政局が統一的に管理してお
り，ゴミの収集作業は各区（６区）の区政府の環保
部が具体的に担当している．
ゴミの分別のための分類について，中国政府は
2003年国家規格を公表した（規格番号：GB/T19095
− 2003）．これによると，14種類の分類が定められ
ている．しかし、現在長沙市では公共交通機関、商
業施設，政府行政機関など一部の施設においては，
リサイクルゴミと他のゴミの2種類を分けて収集し
ているが，外食産業や住宅地などではゴミ分別収集
は行われていない．
都市ゴミの成分構成は，下表 4— 2 で示す．水分
含有率は 35〜50％である．全体の中で生ゴミを占
める割合が最も高いことから，収集処理の時に生ゴ
ミを分別することにより都市ゴミの再資源化に資す
ることが予想される．

図－2 長沙市における2005ー2014年のゴミ排
出量（単位：トン）
（環境保護部(2018年12月14日)をもとに筆者
作成）

3.研究結果
2017年3月10日〜3月18日に長沙市岳麓区新民路，
長沙市開福区万達デパートの広場と3− 5階，湖南師
範大学の食堂で18歳以上の市民を対象として，一対
一街頭面接調査（以下，街頭調査）を行った．また，
2017 年 3 月 １ 日 〜 3 月 25 日 に SNS サ ー ビ ス で あ る
WECHATを利用して，長沙市に在住する方にアンケー
トを配布した（以下，SNS調査）SNS調査と街頭調査
でそれぞれ235名，117名（合計352名）の有効回答
を得た．
調査では、性別、年齢、学歴、居住年数、年収等
の個人属性の他、表-1に示す質問を尋ねた．

長沙市の現在のゴミ収集方法は，ゴミ箱収集
（ゴミ置き場など），圧縮収集場およびゴミ収集
車による収集がある．全市では，ゴミ収集車は
1800 台あり，ゴミ中間運搬車は 200 台ある．長
沙市の 6 区と３県のゴミはゴミ収集車で中間処
理場まで運び，中間処理場で圧縮し処理したゴミ
は 200 台の中間運搬車で市内の埋め立て地まで
運搬している．（www.hbj.changsha.gov.cn
2018）

表-1 アンケート調査の質問項目
長沙市では，家庭から排出されたゴミをその
Q1 まま埋め立て処理していることを知っていま
すか？
長沙市において今年，ゴミの焼却施設を導入
Q2
することを知っていますか？
あなたは現在長沙市のゴミ収集に満足してい
Q3
ますか？
Q4 あなたはゴミの分別収集を知っていますか？
長沙市でもごみの分別収集を行うべきだと思
Q5
いますか？
長沙市でゴミの分別収集が導入されたら，あ
Q6
なたも進んで協力しますか？
5年前と比べて家庭から出る一人当たりのゴ
Q7
ミの量が増えたと思いますか？
ゴミ問題の責任の一端は自分自身にもあると
Q8
思いますか?

図－3 ゴミ中間運搬車作業中
（出典：長沙市新聞社 2018）
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Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14

ゴミの分別収集はゴミの問題の解決に役立つ
と思いますか？
長沙市でゴミ分別を実施するなら周囲の人に
も実施してほしいですか?
長沙市でゴミ分別を実施するなら周囲の人は
自分にゴミ分別を実施してほしいと考えてい
ると思いますか？
ゴミの分別は面倒だと思いますか？
ゴミの分別は生活の便利さが損なうと思いま
すか？
自宅でゴミ分別することが難しいですか？

年収

48
40
12
25
26
19
24
11

89
104
49
67
51
27
25
16

137
144
61
92
77
46
49
27

表-3にはQ14の回答をクロス表の形式でまとめた
が、SNS調査の方がごみの分別を難しいと思う人が
多いという傾向がでた．カイ二乗検定の結果，P＝
0.012となり，5％の水準で有意に異なっていること
がわかった．
また調査方式と回答者の属性をクロス集計し，カ
イ二乗検定を行ったところ，表-4に示した項目間で
有意な違いが確認できた．

まず，回答者の性別，年齢，学歴，長沙市におけ
る居住年数などに関する属性を表-2にまとめる．回
答者の性別は男女ほぼ半分である，年齢層は20〜30
代が多く，大卒の学歴が一番多く，居住年数は10年
以上が一番多い．
表-3には調査方式ごとの回答分布をまとめた．長
沙市のごみ処理に関する知識を問うQ1，Q2では「聞
いたことがあるぐらい」と「知らない」の回答が多
いが，Q4で約76％は「ゴミの分別収集を知ってい
る」と答えている．また，Q5で長沙市でもゴみの分
別収集を行うべきか問うたが，「そう思う，ややそ
う思う」と「あまりそう思わない，そう思わない」
を答える比率はほぼ半々であるのに，Q6でごみ分別
への協力意思を問うと，「そう思う」を回答した方
は82％になった．
Q10の「長沙市でゴミ分別を実施するなら、周囲
の人にも実施してほしいか」という質問に対して
87％以上が「そう思う」と答えた．一方で、Q11の
「長沙市でゴミ分別を実施するなら、周囲の人は自
分にゴミ分別を実施してほしいと考えていると思っ
ているか」という質問には，「そう思う」を答える
比率は54％であった．この違いは，社会規範的な意
識が低いことが示唆された．また，Q14の「自宅で
ゴミ分別することが難しいか」については，難しい
と答える方もいれば，そうではないと答える方もい
た．
表-2 調査方式ごとの回答者の属性
属性
カテゴリ
街頭
SNS
男性
65
104
性別
女性
52
131
20 歳未満
27
15
20〜29 歳
27
72
30〜39 歳
22
66
年齢
40〜49 歳
14
51
50〜59 歳
17
27
60 歳以上
10
4
初高中卒業
67
73
学歴
大学卒業
39
125
大学院以上
11
37
年数
3 年未満
29
42

10 年未満
10 年以上
9 万元未満
9〜15 万元
15〜21 万元
21〜30 万元
30〜50 万元
50 万元以上

表-3 調査方式ごとの回答分布
質問
方式
A
B
C
D
街頭
5％
30％
26％
39％
Q1
SNS
3％
24％
30％
43％
街頭
4％
15％
31％
50％
Q2
SNS
2％
7％
23％
68％
街頭
20％
56％
17％
7％
Q4
SNS
10％
66％
16％
8％
街頭
18％
44％
30％
8％
Q5
SNS
15％
36％
31％
18％
街頭
81％
16％
3％
0％
Q6
SNS
82％
15％
3％
0％
街頭
92％
7％
1％
0％
Q10
SNS
86％
12％
1％
1％
街頭
46％
39％
13％
2％
Q11
SNS
42％
40％
14％
4％
街頭
3％
26％
48％
23％
Q14
SNS
8％
35％
31％
26％
※ A は「そう思う/よく知っている」
※ B は「ややそう思う/多少知っている」
※ C は「あまりそう思わない/聞いたことがあるぐ
らい」
※ D は「そう思わない/知らない」を表している．

合計
169
183
42
99
88
65
44
14
140
164
48
71

表-4 調査方式による分別への意識(Q14)の違い
A
B
C
D

街頭
SNS
合計

3
17
20

31
83
114

56
74
130

27
61
88

※ Aは「そう思う」
※ Bは「ややそう思う」
※ Cは「あまりそう思わない」
※ Dは「そう思わない」を表している．
表-5 回答者の属性のクロス分析における有意性に
関する検定結果
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方式
方式
年齢
学歴
年収
性別
年数
（＊＊

＊＊
＊＊
＊
＊

年齢
＊＊
＊＊
＊＊
＊＊
＊＊

学歴
＊＊
＊＊

年収
＊
＊＊
＊

＊

性別
＊
＊＊

意識が低いことの示唆などが得られた．これらの結
果から，分別への協力にはより自発的な意識の醸成
が必要であることが考えられた．

年数
＊＊

4.今後の計画
19 年度
長沙市市民意識及び要因の分析続行
春学期
北京市について現状調査と資料請求
第１回査読論文提出予定
秋学期
アンケート質問用紙の内容作成
北京市でのアンケート実施
アンケートデータの分析
20 年度 必要に応じて追加調査
春学期
アンケートデータの分析続行
第２回査読発表提出予定
秋学期
博士論文執筆

＊＊
＊＊

有意水準１％で有意，＊

同５％で有意）

表-6 ゴミ分別行動に影響を及ぼす要因の分析結果
Q14
Q3
Q13
調査方式
＊
＊＊
年齢
＊＊
＊
学歴
家庭
＊＊
＊
年収
在住
年数
Q12
＊＊
＊＊
Q13
＊＊
（＊＊ 有意水準１％で有意，＊ 同５％で有意）
表-5から，調査方式と年齢，調査方式と学歴，年
齢と年収，年齢と在住年数などが1％の水準で有意
となり，強い関連性があるとわかった．SNS調査で
は若い方が多く，学歴は高い一方で年収が低いとい
う傾向があった．調査方式によりサンプルの違いが
あることが明確になった．
表-6では，個人属性と現在のゴミ収集への満足度，
分別行動に対する認知，評価との関連性を調べた．
まず，Q14「自宅でゴミ分別することが難しいか」
は年齢や年収，分別に対する意識（Q12,Q13）と1％
の水準で有意となった．年収が低い方ほどゴミ分別
収集実施を難しいと思うという関連性がみられた．
また，ゴミの分別は面倒だと思う，あるいはゴミの
分別は生活の便利さを損なうと思う方ほどゴミ分別
収集実施を難しいと思うという関連性がみられた．
調査方式とQ3「現在のゴミの収集状況に満足して
いるか」について１％の水準で有意に異なっている
ことがわかった．SNS調査では，現在の家庭からの
ゴミの収集状況に満足していると思う方が街頭調査
より多いという傾向がでた．
本研究では，長沙市市民を対象としてアンケート
調査を実施し，ゴミ問題に対する長沙市の市民意識
を把握して，それらの意識に影響を与えている要因
を明らかにすることを試みた．
その結果，SNS調査と街頭調査で年齢や年収など
の属性の違いはあるものの1) 年収が低い方ほどゴ
ミ分別収集実施を難しいと思うという関連性2) ゴ
ミの分別は面倒だと思う，あるいはゴミの分別は生
活の便利さを損なうと思う方ほどゴミ分別収集実施
を難しいと思うという関連性3) 社会規範に関する
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Ⅱ．持続可能なビジネス

１．活動概要

平成 30 年度国際共生社会研究センター 活動概要

活動概要
国際共生社会研究センター

1.

持続可能なビジネス

テーマコーディネーター（持続可能なビジネス）
大学院国際学研究科（国際学部）教授
北脇 秀敏

はじめに
東洋大学国際共生社会研究センターのテーマの１つである「持続可能なビジネス」は、

持続可能な観光と環境開発や産官学連携による持続可能な水供給とビジネスについて主に
研究を実施している。
本年度においても、各研究員はこれまでの研究を継続し、研究成果の発信に努めている。
持続可能なビジネスとして北脇は、環境省や JICA など外部機関との実務的研究を実施する
ため、今年度は企業や省庁との連携を実施している。また、2019 年 3 月に実施される
2019NEW 環境展（環境ビジネスの展開）へ出展し、研究成果の公表および企業との連携を
模索する。さらに RA の学生は、報告書に記載しているように、国際開発学会にて論文投稿・
発表を行っている。
現地調査の概要
回
1

期

間

内

容

平成 31 年２月１日

鹿島学術振興財団研究助

～２月 12 日

成「モロッコのアルガン油

参加メンバー

岩崎真紀

精製女性協同組合の活動
にみるイスラーム的伝統
に沿った持続可能な地域
開発と女性のエンパワー
メントに関する複合的研
究」に関わるモロッコ南部
の現地調査およびフラン
スでの資料収集調査
2

平成 31 年２月 26
日～３月８日

中国の廃棄物プラス チッ
ク輸入禁止に伴う動 向等
調査のため
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井上 常史

2.

各研究員の研究テーマと研究活動

① 北脇秀敏研究員
研究員の北脇はセンター全体の「総括」を行っている。研究としては、
「持続可能な水供給
と適正技術」について実施しており、開発途上国の社会問題解決のための産学官連携を実
施している。
② 岩崎真紀客員研究員
岩崎研究員は「中東・北アフリカにおける宗教的多様性に関する研究」を実施しており、
今年度は現地調査も実施している。アラブイスラーム学院同窓会会報誌においても、
「イス
ラームとキリスト教からみる中東の宗教共存」についても執筆されている。
③ 井上常史リサーチアシスタント
井上リサーチアシスタントは「海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発生不均衡の研究」
について研究している。井上 RA は、グローバル化が進展した現代社会における、日系企業
の ASEAN 等における投資における環境負荷に関する研究を実施している。
④ 松島恭範リサーチアシスタント
松島 RA は「ケニア農村地域における中小零細企業の持続的な経営に関する研究― ケニ
ア一村一品プロジェクト支援農村企業の経営動向を事例として ―」について研究を行って
いる。一村一品の研究はケニアの農村部で実施しており、2019 年は JICA 国際協力機構の
業務（本センターの RA）として、現地渡航を行っている。
3．今後の研究
これまで実施してきた研究は、各研究員個々の研究によるものが多い。今後の研究体制
として、持続可能なビジネスとして１つの研究・成果をだしていきたい。また、産学官連
携も促進し、研究と実務を両面を行えるセンターとしたい。
以上

102

２．研究報告

平成 30 年度国際共生社会研究センター 研究概要

開発途上国における内発的かつ持続可能な発展と
ビジネスモデルに関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員
松行

輝昌

A Study on Endogenous and Sustainable Development and Business Models in Developing
Countries
可能な発展の観点からも注目されるようになっ

1. 平成 30 年度の活動報告
開発途上国における内発的かつ持続可能な発

た。また内発的発展を実現するためにも持続可能

展のために持続可能なビジネスによる社会課題

なビジネスは重要な概念である。実際、持続可能

解決を行っていくことが重要である。ある社会課

なビジネスの成功事例のいくつかはケーススタ

題に対してそれを解決するアイデアがあるとす

ディの形で詳しく紹介されている。著者はミャン

る。一般にそのアイデアを実現しうるビジネスモ

マーなどにおいてこれまでソーシャルビジネス

デルは複数あるが、実際にどのビジネスモデルで

の研究を行ってきた。途上国の現場で実際に持続

ビジネスが成立するかどうかは対象となる地域

可能なビジネスによる社会課題解決を行うとす

の人々の嗜好、文化背景、コミュニティの状況な

る時、これらの成功事例に関する知識だけでは不

ど多様な要因に依存し、事前にはわからないこと

十分である。対面する社会課題に対して、過去に

が多い。持続可能なビジネスを展開していくため

似たような状況にあったとしても同じビジネス

には、ビジネスモデルを類型化し、対象となる地

モデルが通用するとは限らない。ビジネスモデル

域や人々、コミュニティに適したものを系統的に

が実際に機能するかどうかは地域の人々の嗜好、

選ぶ、適用していく仕組みをつくることが必要と

文化背景、コミュニティの状況や周辺のビジネス

なる。ビジネスによる社会課題解決は現地の人々

環境にも依存するからである。実際には複数のビ

にとってみると既存の枠組みを超える新たな概

ジネスモデル候補があり、その中から実際に機能

念となることが多く、その受容のプロセスは先進

するものを選び出し実行していくということを

国におけるイノベーションのプロセスと類似す

系統的に行っていく必要がある。しかしながら、

ると考えられる。そこで、本研究では、先進国に

これまでのところこのような形でビジネスモデ

おけるイノベーションにおけるビジネスモデル

ルを系統化することは少なかった。
その一方、米国、欧州、日本、中国などにおい

に関する知見をもとにしながら、途上国における
持続可能なビジネスモデルに関する分析を行う。

ては近年、新しいビジネスモデルが提出され、そ
れをもとにしたイノベーションが起こされてい

2．これまでの活動状況

る。こうして世に出た数々の新しいビジネスモデ

（1） 研究背景と目的

ルを分析し、分類、系統化する試みがなされてい

古くから、持続可能なビジネスによる課題解決

る 2)。研究者ではなく、主にビジネスの現場にい

の重要性は認識されてきた。2000 年代頃より BOP

るプラクティショナーにより、ビジネスモデルの

ビジネス 1)やソーシャルビジネスの重要性が持続

分析が行われている。こうした先進国や新興国に
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3．研究結果

おけるイノベーションと途上国における持続可
能なビジネスによる社会課題解決との共通点は

近藤(2018)によると、ビジネスモデルを成り立

ビジネスという手段が用いられていることと既

たせるのは「社会性」、「経済合理性」、「創造性」

存枠組みを超える新たな価値がもたらされてい

である。社会課題解決のためのビジネスは社会性

ることである。このような共通項があるため、本

が強く、受益者負担とならない場合も多く、一般

研究では、既存のビジネスモデルの枠組みを途上

のビジネスとは異なる分析の枠組みが必要だと

国における社会課題解決に適用することを検討

言われることも多い。近藤は、ビジネスモデルを

することとした。

分析する際に、
「社会性」、
「経済合理性」
、
「創造性」
の 3 つの要素を分けて分析している。このように
して社会性の強いビジネスモデルと経済合理性

（2） 研究対象地域
筆者はこれまでミャンマー中央乾燥地域やイ

の強いモデルを統一した枠組みで分析すること

ンレー湖周辺でソーシャルビジネスによる社会

を可能にしている。実際、近藤(2018)には多くの

課題解決に関する調査および研究を行ってきた。

社会課題解決を行うビジネスモデルが掲載され

今年度はこれまでの調査および研究を統合する

ている。そこで、本研究では既存のビジネスモデ

ためにビジネスモデルに関する理論的研究を行

ル分析の枠組みを利用して途上国における社会

った。

課題解決のためにビジネスモデルの系統化を行
うことにした。
山口(2015)は独自のビジネスモデル構築法を開
発した。ビジネスのもととなるアイデアができた
後は、ビジネスモデルをプロフィットモデル、デ
リバリーモデル、キュレーションモデルの 3 つの
モデルに分解し、それぞれのモデルをいくつかの
典型的な要素に分解している。このようにしてビ
ジネスモデルを系統的に分類している。
プロフィットモデルとはビジネスによる儲け
を出す仕組みのことであり、フリーミアム/第三者

中央乾燥地域での調査

課金/ピラミッド/マージンミックス/マルチセグメ
ント/マルチチャネル/アディショナルレベニュー/
会員クローズト取引/その他の 9 つの要素から構
成される。デリバリーモデルとは商品やサービス
を利用者に届ける仕組みのことであり、サービス
/チャネル/プロモーション/リテンションの 4 つの
要素から構成される。これらの要素はさらに要素
分解される。サービスは利用者が製品やサービス
を使いやすいように知る工夫のことであるが、保
証/細部対応/試用/コンシェルジュ/リース・ローン
/カスタマイズ/ロイヤリティ/コミュニティ形成/
セルフの要素に分解される。チャネルは製品やサ

インレー湖上の住宅

ービスを利用者に届ける方法のことであるが、ダ
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イレクト/エージェント/価値体感/基地局/オンデ

ことによりビジネスモデルの系統的な分析が可

マンド/オムニチャネル/クロスセルの 7 つの要素

能となった。

に分解される。プロモーションは製品やサービス

筆者がこれまでミャンマー中央乾燥地域で行

を利用者に認知されるための仕組みのことであ

ってきたソーシャルビジネスの研究ではソーラ

るが、マスプロモーション/個別プロモーション/

ーパネルを用いて発電を行い、深井戸の揚水を行

トライアルの 3 つの要素に分解される。リテンシ

い飲料用の水を販売する一方、ソーラーパネルに

ョンは製品やサービスの価値を一度だけではな

よりつくられた伝略を販売し収益を挙げるとい

く継続的に感じてもらうための仕組みであるが、

うビジネスモデルの検証を行ってきた。このビジ

ステータス付与/パーソナルアシスタンス/コミュ

ネスモデルは比較的複雑なものであり、これまで

ニティ形成/共同作業の 4 つの要素に分解される。

はこのビジネスモデルが機能しない場合にどの

キュレーションモデルはビジネスプロセスの工

ような代替的なビジネスモデルを検証すればよ

夫やパートナーシップに関するモデルでビジネ

いかわからなかった。これまでは、筆者や共同研

スプロセス/自社リソース/パートナーの 3 要素に

究者の経験からビジネスモデル候補を出してい

分解される。ビジネスプロセスは標準化/BRP/自

たが、本研究により系統的なビジネスモデルの検

動化/クラウドソーシング/LEAN/ユーザー巻き込

討が可能となった。

みの 6 要素に分解される。自社リソースは人的資
源/知的財産/技術資産/ブランドの 4 つの要素に分

４．今後の計画

解される。パートナーは M&A/アライアンス/競合

山口(2015)や近藤(2018)は先進国や新興国にお

連携/コネクト＆イノベーションの 4 つの要素に

ける数多くのビジネスモデルを分析することに

分類される。山口(2015)による分類法を利用する

よりつくられたビジネスモデルの「分類手法であ

と各要素を組み合わせることでビジネスモデル

る。本研究ではその分類法を途上国における持続

を系統的に構築することができる。当然、この分

可能なビジネスのための分類法に応用した。今後

類法は日本やアメリカなどの先進国でのビジネ

は途上国における事例を収集し、この分類法の有

スモデルを対象としているため、途上国では当て

効性を検証したり、必要があれば分類法に修正を

はまりにくい要素もあるだろう。例えば、自社リ

加えていくことが課題である。

ソースの要素である知的財産は知的財産の法制

また、ここで依拠したビジネスモデルの分類法

度が確立されていない国においては考えにくい

はプラクティショナーにより提案されたもの位

だろう。また、逆に途上国においてはより重要性

であり、ビジネスの現場での有効性は検証されて

が大きい要素もあるだろう。例えば、サービスの

いるが今後はこうした知見を経営学やアントレ

要素であるコミュニティ形成は途上国において

プレナーシップ領域における学術的な体系に組

コミュニティの紐帯がつよい地域ではより重要

み込んでいくことが課題となる。

な要素となるかもしれない。このように途上国特
有の事情により、重要性の濃淡は生じるが、ビジ
ネスの原理は共通しているため共通のビジネス
モデル分類法が活用できるはずである。こうした
仮説のもと、本研究では、上記要素のうち途上国
で重要度が低いと考えられる要素を省き簡素化
し たビ ジネス モデ ル分類 法を つくっ た。 山口
(2015)による分類法と簡素化した分類法を用いる
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2)近藤哲朗(2018)『ビジネスモデル 2.0 図鑑』
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中東・北アフリカにおける宗教的多様性に関する研究
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客員研究員
岩崎

真紀

Comparative Study of Religious Diversity in Middle East and North Africa
1. 平成 30 年度の活動報告

度鹿島学術振興財団研究助成「モロッコのアルガ

本年度はおもに 3 つのテーマについての研究活

ン油精製女性協同組合の活動にみるイスラーム的
伝統に沿った持続可能な地域開発と女性のエン

動を行った。
①

平成 30 年 12 月 23 日から平成 31 年 1 月 11

パワーメントに関する複合的研究」 （研究代表者）
によるものである。

日に、カナダのモントリオールにおいて、エ

③ 日本の大学に所属するムスリム学生に関する

ジプトの宗教的マイノリティーであるコプ
ト・キリスト教徒（コプト正教徒）の移民から

学生（ムスリム学生、非ムスリム外国人学生、

成るディアスポラ共同体に属する人々へのイ

日本人学生）および教職員の異文化適応に関す

ンタビューおよび彼らの宗教実践への参与観

る参与観察およびインタビュー調査研究を、和

察を行った。

歌山大学を対象として平成 30 年 6 月 21 日に行
った。また、4 月～6 月には同大学の国際担当職

比較対象として、平成 30 年 11 月 23 日に行

員にメールでの聞き取り調査も行った。

われた日本に住むコプト正教徒の集まる日本
聖公会東京教区聖アンデレ教会でのミサの参
与観察および司祭と会衆へのインタビュー調

いずれの調査研究活動内容についても、所属学

査も行った。

会学術大会での研究発表や学術雑誌等への投稿

なお、本研究は、平成 27 年度～平成 30 年度

を通じて、成果を発信した。
（２）については、発

科学研究費補助金 基盤研究（Ｃ）「コプト・ディ

表予定である。発信した成果の詳細は、本稿の３

アスポラのネットワーク形成と異文化適応に関す

にまとめた。

る比較宗教学的調査研究」 （研究代表者）にか

本稿の２および３（(1) 研究結果の部分のみ）に

かわるものである。

ついては、紙幅の都合もあるため、① カナダのコ

② モロッコ南部のアガディールとティズニット

プト・ディアスポラを対象とした現地調査につい

にあるアルガンオイル生産女性協同組合への

ての報告に焦点をあてることとする。。

調査を通じたモロッコ女性のエンパワーメン
トにかかわる国際共同研究に従事する予定で

2．これまでの活動状況

ある。なお、本報告書を執筆している平成 31 年

（1） 研究背景と目的

1 月中旬時点では、まだモロッコ調査には赴い

エジプトはイスラームを主要宗教とする国々

ていないため、予定としている。同国の調査は

の代表的国家のひとつであるが、その一方で、総

平成 31 年 2 月 2 日～2 月 11 日の出張期間中に

人口約 9,000 万人の 10-15% にあたる 900 万人～
1350 万人前後をコプト・キリスト教徒（コプト正

行う予定である。

教徒）が占めている。コプト正教会は、福音記者

なお、本研究にかかわる現地調査は、当センタ

である聖マルコにより西暦 42 年頃に設立された

ーからの研究費および、平成 28 年度～平成 30 年

といわれる、東方諸教会に属するキリスト教の一
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宗派である。エジプトでは 7 世紀に到来したイス

より急激に増加した一方、近年では、2011 年の 1

ラームよりも古い歴史を持つとともに、キリスト

月 25 日革命（いわゆる「アラブの春」の流れのな

教世界のなかでも、ローマ・カトリック、東方正

かで起きた民衆による反政権デモ）によっても増

教会、プロテスタントという三大宗派とは一線を

えている。

画す宗派である。
ローマ・カトリック教会との関係からみると、
451 年のカルケドン公会議で論じられたキリスト

報告者はこれまでの研究を通じ、エジプト人の
なかでコプト・キリスト教徒は、ムスリムよりも

論において、キリストに人性と神性があることを

海外への移民率が高いことを明らかにした（参考

認めた両性説がローマをはじめとする総主教座

文献参照）。このため、本研究では、カナダのモン

において採用されたのに対し、アレクサンドリア

トリオールに移住したコプト・ディアスポラを対

（のちのコプト正教会）やアンティオキア（のち

象とし、とくに、同市の主要コプト正教会のひと

のシリア正教会）の総主教座、アルメニア使徒教

つである聖ジョージ聖ヨセフ コプト正教会の共

会、エチオピア正教会はカルケドン公会議の決議

同体に焦点をあてた調査を行った。

を否定し、各々独自の道を歩み、現在に至ってい

同教会は、
モントリオール市中心部から約 40 キ

る。ただし、20 世紀のキリスト教世界のなかで起
こったエキュメニズム（教会一致運動）の影響も

ロメートル離れた Pierrfonds 地区の住宅街にあり、

あり、コプトをはじめとする東方諸教会とカトリ

同教会に属する信徒の多くがその地域に住む（図

ックの関係は良好なものとなってきている。

1, 2 参照）
。信徒の大多数がエジプトに出自を持つ

1950 年代以降、エジプトでは、信仰を問わず、

カナダ人であるが、なかには、異なる宗教的、民

北米、欧州、豪州への移民が増加しており、コプ

族的出自の者もいる。報告者のこれまでの現地調

ト正教徒もこれら地域に多くのディアスポラ共

査からは、アルメニア正教徒、シリア正教徒、コ

同体を形成している。報告者は 2011 年よりフラ

プト正教に改宗したポーランド系移民、同様に改

ンス、2013 年よりカナダ、2017 年より日本のコプ

宗したアメリカ在住のナミビア人学生が同教会

ト・ディアスポラ共同体のフィールドワークを行

の活動に参加していいることが明らかになって

っており、彼らが民族（エジプト人、すなわちム
スリムとコプト・キリスト教徒から成る人々）よ

いるが、こうした状況は、エジプト人信徒がほと

りも宗教（コプト正教会に属する人々）を紐帯と

んどである本国の教会とは異なっている。
なお、アルメニア正教会とシリア正教会は、コ

する共同体の形成を行い、強固な絆をもって機能
していることを明らかにした。

プト正教会と同系統の東方諸教会に属するため、

平成 30 年度は、カナダ、モントリオールの聖ジ

コプト正教に改宗しなくとも、典礼（ミサ）の際

ョージ聖ヨセフ コプト正教会に所属するコプト

の聖体礼儀に参加することも可能である。

の、宗教共同体とホスト社会それぞれへの適応状
況について明らかにするために、約 20 日間にわ
たりコプト家庭に住み込み、参与観察やインタビ
ュー調査を行った。
（2） 研究対象地域と人々
報告者の研究対象地域は、中東、とくにエジプ
トであるが、同地域では、1950 年代のナーセル政
権下以降、おもに経済的、社会的、教育的、宗教
的理由により、多くの人々が欧州や北米へ移民
（移住）している。その数は、1980 年代のサーダ

図 1. カナダ地図

ート政権下の門戸開放政策（インフィターフ）に

（モントリオールは本地図上の右下に位置）
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3．研究結果・論文執筆状況

在する。

(1) 研究結果（テーマ①について）

モントリオールはフランスの植民地だった影

エジプトから移民した時期に応じて大別する

響から、もともとカトリック教徒の多い地域であ

と、現在、モントリオール聖ジョージ聖ヨセフ コ

ることから、今般の調査は、12 月 25 日のカトリ

プト正教会の信徒共同体は、つぎの 4 世代に分け

ックのクリスマスをコプトがどのように祝うの

ることができる。自らの意思でエジプトから移民

か、それに対して、コプトのクリスマスである 1

した第 1 世代、親の移民にともない、物心つく頃

月 7 日をどのように祝うのかという点を比較する

（小学校入学以降）から 10 代前半のあいだに移

ことを 1 つの目的とした。

民した第 1.5 世代、親の移民によりエジプト以外

その結果、インフォーマント一家は、12 月 24

で生まれたか、物心つく前（小学校入学以前）に

日のカトリックのクリスマスイブにはとくに何

移民した第 2 世代、第 2 世代の親を持つ第 3 世代

もせず、1 月 6 日のコプトのクリスマスイブには

である。

モントリオール聖ジョージ聖ヨセフ コプト正教

第 1 世代については、移民した時期により、現

会には長男の MK 氏のみが参加した。母親は高齢

在の年齢や滞在年数には大きな幅がある。早い者

のため、自宅のテレビで、コプトが運営する衛星

では 1970 年代に 20～30 歳代で移民したため、現

放送を通じて、エジプトで行われたミサを視聴し

在は 60～70 歳代になっている一方、2011 年の革

た。長女とその夫はオタワで仕事があるため、ミ

命以降に移民した者は 20～50 歳代と幅がある。

サには参加せず、通常と変わらない日を過ごした。

また、前者はカナダ在住歴が 50 年近いが、後者は

報告者は MK 氏とともにミサに参加した。平日

10 年に満たない。移民研究の観点からは、前者を

の夜であることを考慮した司祭がミサの時間を

オールドカマー（旧移民）、後者をニューカマー

短縮しており、多くの信徒が「このようなことは

（新移民）と分類することができる。

はじめてだ」と驚いていたが、そこにはネガティ

今般の調査では、これまでの調査でラポールを

ブな感情は読み取れなかった。カナダという異文

築き、毎回滞在させていただいている、1970 年代

化のなかでマイノリティーとして暮らす信徒の

にカナダに移住したオールドカマーである移民

生活スケジュールに教会側が配慮し、信徒も異文

一家の家庭に宿泊し、参与観察やインタビュー調

化に適応しようとする姿が垣間見られた。

査を行った（厳密には、この家庭は、後述する父

エジプトでは、2000 年前後にカイロ中心部の西

親である司祭の赴任に伴い、1971 年にエジプトの

約 30 ㎞に New Cairo City が建設され、近年では首

アレキサンドリアから米国ロサンジェルスに移

都機能の一部が同市へ移転している。このような

住後、1977 年に 1 回目のモントリオール移住、そ

なか、コプト正教会では 8500 ㎡の面積を持つ中

の後、1984 年にアレクサンドリアに戻ったのち、

東最大規模の大聖堂 Cathedral of Nativity in Cairo

1988 年にはオーストラリアに移住、1989 年に再

()ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢを同市に建設し、1 月 6 日の開堂

びモントリオールに移住）
。

式兼クリスマスミサには 8000 人以上の参加者を

この家庭は、現在、第 1 世代で 80 歳代の母親

集め、シーシー大統領、アズハル総長タイイブ師

M 氏と第 2 世代で 40 歳代での長男 MK 氏、長女

等、要職に就くムスリムも参加した。

I 氏から成り、2011 年に他界した父親は、モント

この前日には、Nasr City のコプト教会に仕掛け

リオール聖ジョージ聖ヨセフ コプト正教会の司

られた爆弾を処理していた警察官が死亡する事

祭を務めていた。長女はアルメニア使徒教徒の P

件が発生しており、翌日のクリスマスミサでは、

氏と結婚し、オタワに住んでいるが、休日などは

シーシー大統領がイスラームとキリスト教の融

頻繁に、P 氏とともにモントリオールの生家に滞

和について演説を行い、多くの参加者が涙する姿
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がテレビ画面に映し出された。報告者はこの放送

カナダのコプト・ディアスポラに関する英文論文

をモントリオールで M 氏とともに生中継で視聴

を Religious Studies in Japan（日本宗教学会）に提

したが、その際、M 氏は「素晴らしい、シーシー！」

出する予定である。

と感銘を受けていた。その一方、50 歳代の司祭や
40 歳代の信徒仲間は、大統領の演説には政治的戦

② 研究発表

略が込められていると批判的に分析していた。

岩崎真紀「日本の国立大学におけるムスリム学生

今般の調査からは、クリスマスに対する信徒の

の礼拝空間をめぐるとりくみ」日本宗教学会第

宗教実践や教会側のミサの運営よりも、以前調査

77 回大会、大谷大学、2018 年 9 月 9 日
岩崎真紀「多文化共生社会における宗教的多様性

した復活祭の際の方がより重視されていること

－日本の国立大学のムスリム学生への対応を

が明らかになった。

事例として」宗教間対話研究所第 125 回月例研
究会、東京グランドホテル、2018 年 9 月 27 日。

(1) 研究成果発表（テーマ①～③について）
① 論文等
岩崎真紀「アラブ世界を鼓舞する『エジプトの王』

４．今後の計画
① コプト・ディアスポラ研究

モハメド・サラー」
『季刊アラブ』第 165 号、

カナダ、フランスのコプト・ディアスポラ共同

2018 年 10 月 25 日、31 頁。
岩崎真紀「イスラームとキリスト教からみる中東

体についての比較研究を進める。また、京都の聖

の宗教共存」アラブ・イスラーム学院『タワー

母マリア聖マルコ コプト正教会の活動状況につ

スル 絆』7 号、2018 年 12 月 22 日, 39⁻ 40 頁。

いての調査も継続する。

（日本語とアラビア語の併記）

② モロッコ・アルガンオイル女性協同組合研究
本研究については、鹿島学術振興財団より研究

岩崎真紀「日本の国立大学におけるムスリム学
生の礼拝空間をめぐるとりくみ」
『宗教研究』

助成金を受けているが、これは本年度末までであ

92 巻別冊、2019 年 3 月、403 頁。
岩崎真紀「多文化共生社会における宗教的多様性

るため、次年度以降は計 3 年にわたった本研究の
データをまとめ、成果を発信することに従事する

－日本の国立大学のムスリム学生への対応を

予定である。その一方で、応募可能な競争的資金

事例として」東京国際大学国際交流研究所『IIET

を探し、研究を継続できるよう尽力する。

通信』
（オンライン）
（2019 年 3 月掲載末日予定）
Maki Iwasaki “Al-taʻāyish bayna al-’Islām wa al-

③ ムスリム学生と多文化共生に関する研究
本研究については、平成 31 年度開始の科研費

masīḥīya fī al-sharq al-‘awsaṭ”, Al-maʻhad al-ʻarabī

に応募しているため、採択された際には、カナダ、

wa al-’islāmī fī Tokyo”, Tawāṣul, vol.7, pp.39-40.

イギリス、フランス、日本の公立、私立大学にお

（日本語とアラビア語の併記）

けるムスリム学生の受け入れ状況についての現

Maki Iwasaki “’Egyptian King’ Mohamed Salah
inspiring the Arab World” 東京国際大学国際交流

地調査を行い、国際比較研究を推進する予定であ

研究所『IIET 通信』
（オンライン）
（2019 年 3

る。

月末日掲載予定）
参考文献
1) 岩崎真紀「コプト・ディアスポラの発展――カ

これらのほかに、カナダのコプト・ディアスポ
ラ共同体についての論文を『ケベック研究』（日

ナダのコプト・キリスト教徒移民を事例として」

本ケベック学会）に、モロッコのアルガンオイル

三代川寛子編著『東方キリスト教諸教会――基

女性協同組合の活動に関する報告書を『公益財団

礎データと研究案内』明石書店、2017 年、97-

法人鹿島学術振興財団第 42 回 2017 年度年報』
に、

121 頁。
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海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発生不均衡の研究
国際共生社会研究センター

客員研究員
井上 常史

A Study on Waste Generation Imbalance in Foreign Direct Investment and Trade
1. 研究の背景と標記の研究目的・意義

物量の不均衡（不公平感）と両国の廃棄物発生量
を評価する実務的指標を開発する。

グローバル化が進展した現代社会においても、

②この指標を活用して、日本と相手国（検討対

日系企業の ASEAN 等における原材料・製品製造の

象国）間で相互に発生する廃棄物の不均衡（不公

ための工場建設等に際し、地域住民や関係 NGO が

平感）と両国の負荷（廃棄物発生総量）の現状分

施設の建設に反対する場合がある。新たな投資に

析を実施する。

より建設される施設の環境負荷が、既に建設され

③この現状分析に基づき、日系企業が円滑に中

た工場等の環境負荷に付加されることへの不公

進国・発展途上国に海外直接投資・貿易で進出す

平感から生ずる行動である。これは、中進国・発

るための政策立案に資する提言を行う。

展途上国の生産活動の工業化の過程で生じるグ
ローバル化した先進国と中進国・発展途上国間の

本論文の意義は、①においては、海外直接投

歪である。この不公平感は実際には、中進国と発

資・貿易の両経済活動に起因する二国間相互で発

展途上国との間でも生じていると推定される。こ

生する廃棄物量を扱う指標であること、また②と

の問題は、基本的には二国間の問題に帰着する。

③においては、この指標を用いた現状分析から、

国際間の経済活動円滑化のためには、海外直接投

政策立案に資する客観的な提言ができることで

資・貿易に起因する二国間の環境負荷の収支が均

ある。更に、これらにより循環型社会構築に貢献

衡し、更にそのトータルの環境負荷の最小化が望

することができる。本論文の位置付けを示すため、

ましいが、両活動に起因する負荷の相互のやり取

研究全体のフローを図 1 に示した。

りを含む指標が見当たらない。
現状の先進各国や国連等の各種国際機関で取
り上げられている環境負荷は、複合化・ボーダレ
スな主にエネルギー起源の二酸化炭素をはじめ
とするものである。筆者は気体の二酸化炭素に比
較し、固体あるいは液体であり、発生・処理過程・
蓄積が比較的明確であり、各国のマテリアルバラ
ンス上もエネルギー資源と同様に需要な廃棄物
に着目し、海外直接投資・貿易活動を円滑に実施
するための研究を進めている。標記の研究（以下、
本論文）は、上記の研究全体の一環である。
図 1 研究全体のフロー

本論文の目的は、下記の 3 つである。
①廃棄物発生不均衡評価指標の開発：海外直接

2. 本論文の概要

投資・貿易に起因する二国間相互で発生する廃棄

(1）本論文の構成
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第１章 序論
1.1 研究の背景

本論文の構成（図 2 参照）は、第１章の「序論」

1.1.1 二国間における経済活動に伴う環境負荷検討の必要性
1.1.2 二国間関係の環境負荷の一環としての廃棄物発生の位置づけ

で、研究の背景、目的と意義（含、先行研究）を

1.2 研究の目的・先行研究・意義
1.2.1 本研究の目的

示した。

1.2.2 先行研究

第２章の「海外直接投資・貿易に起因する廃棄

1.2.3 本研究の意義
1.3 本論文の構成

物発生不均衡評価手法の開発」では、海外直接投
資・貿易に起因する二国間相互で発生する廃棄物
量の不均衡（不公平感）と両国の負荷（廃棄物発

第２章 海外直接投資・貿易に起因する廃棄
物発生不均衡評価手法の開発

第３章 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの事例研究

2.1 廃棄物不均衡・負荷ベクトルの構築

3.1 相手国（検討対象国）

生総量）を評価するための、理論式である廃棄物

2.1.1 当研究における廃棄物の概念

発生不均衡・負荷ベクトルを定義した。また、指

2.1.3 二国間廃棄物発生量の意味

3.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの

2.1.2 記号と添え字の意味

算出方法と使用データ
3.2.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの算出方法

2.1.4 廃棄物不均衡・負荷ベクトルの定義

標開発のための基礎となり、必要に応じて使用す

2.1.5 廃棄物不均衡・負荷ベクトル分布の意味

る検討対象国の廃棄物発生量の推定式を構築し

2.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの算出方法

3.2.2 使用データ
3.3 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの算出結果

2.1.6 廃棄物不均衡・負荷ベクトルの合成・分解

た。

3.3.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの日本と相手
国間の合計値

2.2.1 海外直接投資・貿易（輸出入）・国内生産額

3.3.2 日本と相手国毎の廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル

2.2.2 海外直接投資・貿易（輸出入）・国内生産額

3.3.3 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの成分を用いた指標と

と廃棄物の発生量

第３章の「廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの

廃棄物発生不均衡・負 荷ベクトル分布の関係

2.3 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出の基本となる

事例研究」では、日本と相手国（検討対象国）間

3.4 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの要因別感度分析

廃棄物発生量

3.4.1 基準ケースと影響要因

2.3.1 廃棄物発生量の使用データと廃棄物発生量

で相互に発生する廃棄物量の不均衡（不公平感）

3.4.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの感度分析の結果
3.5 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの改善

の推定の必要性
2.3.2 各国の廃棄物発生量の推定

と両国の負荷の現状を分析した。このため、要因

3.5.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル改善のアプローチ

2.4 第2章のまとめ

と影響要因
3.5.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルのアプローチ毎

別感度分析を実施の上、廃棄物発生不均衡・負荷

の改善効果
3.6 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル改善対象国の検討

ベクトル、特に不均衡の改善を検討した。

3.6.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル改善対象国
の検討の必要性と対象国
3.6.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルで早急な改善
が必要とされる国
3.7 第3章のまとめ

第 5 章の「廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算
出結果の妥当性」では、本研究に関する先行研究
が乏しい中、廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算
出結果の妥当性について分析した。

第４章 第２章と３章に関する廃棄物発生不均衡・負荷
ベクトル補正の試算

第６章の「研究の結論・展望・提言」では、全

4.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル補正の必要性
と補正係数

章を整理・総括すると共に、研究の展望を記し、

4.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの補正結果

事例研究に基づいた政策立案に資する提言を述

4.2.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル（補正済）の日本

べた。

4.2.2 相手国毎の廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル(補正済)

と相手国間の合計値
4.3 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの補正前後の比較

第４章の「第２章と３章に関する廃棄物発生不

と今後の取り組み
4.4 第4章のまとめ

均衡・負荷ベクトル補正の試算」は、第６章の展
望内容と関連する廃棄物発生不均衡・負荷ベクト

第５章 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出結果の妥当性

ルの精度向上に関する試算である。

5.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出の基礎データと対象国

5.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの算出ロジック
5.2.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出に用いた統計データ
5.2.2 日本と関係する研究対象29ヶ国の選定
5.3 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出結果の既存文献結果等との整合性

注）本論文での廃棄物の概念は、産業廃棄物と一般廃棄物から

5.4 影響要因が廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出結果に及ぼす影響
5.4.1 事例研究で業種区分をせず算出したことによる結果への影響

構成されている。前者は資源の投入から始まり、系内の工場で製

5.4.2 感度分析による各影響要因の廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出結果への影響
5.5 第5章のまとめ

品・材料等が生産され、他工場で使用されたり自工場で使用され
る。系内の病院等においても製品・材料等が使用され、建設現場

第６章 研究の結論・展望・提言

では建築物や土木構築物が建設され、その後解体される。この過

6.1 研究の結論
6.1.1 海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発生不均衡評価手法の開発

程で一次的に発生した不要物が、
「産業廃棄物」である。一般消

6.1.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの事例研究

費のため、系外に搬出された製品・原材料等は消費（使用）後に、

6.1.3 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出結果の妥当性
6.2 研究の展望
6.2.1 有害廃棄物等の廃棄物強度区分の導入

「一般廃棄物」として処理される。両廃棄物は、特に毒性のよう

6.2.2 相手国の廃棄物環境負荷受入容量による補正
6.3 政策への提言

なリスクが高く特別な扱いが必要な有害廃棄物も含む。

図 2 本研究の構成
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(2)本論文の成果

⑤ベクトル形態のタイプ区分表

①廃棄物不均衡・負荷ベクトルの構築

日本と検討対象国（29 ヶ国）間の廃棄物発生不

本論文で対象とした廃棄物は、各国で一次的に

均衡・負荷ベクトルの形態を分析し、6 タイプ区

発生する処理・処分前の産業廃棄物、製品等消費

分が可能なことを示した。この 6 つのタイプで、

後の一般廃棄物及びそれらの貿易に伴う廃棄物

日本と検討対象外の国についても、不均衡と負荷

である。これらを海外直接投資と貿易に関連させ

に関し説明が可能と推定される。

るための二国間廃棄物発生量を導入し、これに基
づき廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルを定義した。

⑥不均衡の改善対象国の分析

この指標は、国間に止まらず経済体や地域間にお

上記の成果物等に基づき、ハイプライオリティ

いても対応でき、本研究で環境負荷の対象とした

の 6 ヶ国の不均衡改善対象国を選定した。実際に

廃棄物だけではなく、環境負荷としての二酸化炭

対策を講じる場合には、相手国毎に状況が異なり、

素や各種公害排出物等においても、算出及び適応

個々の相手国との関係を考慮することが必要で

可能である。

ある。

②各国の廃棄物発生量

⑦政策への提言

廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出で必要と

下記の 3 点を提言した。

なる各国の産業廃棄物発生量と一般廃棄物発生
量は、基本的には各種統計データとして得る。適

a.本研究の廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルを

正なデータが得られない場合を想定して、二国間

活用した分析法を踏まえ、廃棄物発生不均衡を生

廃棄物発生量算出のための基礎となる各国の産

じない政策等の立案必要性、及び同ベクトルをツ

業廃棄物発生量と一般廃棄物発生量のシンプル

ールとした海外交渉の実施。

な推定式を作成した。この推定式は本論文のため

b.今後海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発

だけではなく、他の分野での研究の基礎資料とし

生の不均衡を生じさせない経済関係を推進する

ても使用が可能である。

ため、地政学的にアフリカ各国との関係が重要。
c.有害廃棄物等の廃棄物強度区分と相手国の

③廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの算出

廃棄物負荷受入れ容量による補正導入の研究を

廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルを用いて、日

推進し、廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルをより

本が海外直接投資・貿易に起因して相手国（29 ヶ

現実的なツールとすべき。

国）に発生させる不均衡と日本と相手国全体の海
外直接投資・貿易に起因する負荷を算出した。ま

3.今後の研究

た、ベクトルの分布形態に基づく解析を実施し、
可視化されたベクトル分布活用の有効性を示し

本論文の成果を生かし、緊急の課題である日本

た。

と中国間を始めとする関係国での廃棄物プラス
チック（以下、廃プラ）の処理処分についての研

④ベクトル算出結果の地理的分布図

究を進める。

廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの地理的分布
を世界地図上に示した。ベクトル要素である不均

(1)タイトル（仮題）

衡と負荷について、各国の各種天然資源保有状況

「中国の廃プラスチック類輸入禁止に伴う日

との関係等に基づき解析し、地理的分布の特徴を

本の処理・処分に関する対応シナリオの研究」

示した。

115

(2)研究の背景

2)井上常史・北脇秀敏(2017b)海外直投資貿易に起因する廃棄物
発生不均衡（第 2 報）―日米間のｹｰｽｽﾀﾃﾞｨにおける改善策―,平

中国は世界全体の56%を占める7.3百万tonの廃

成 29 年度廃棄物資源循環学会第 27 回研究発表会資料，A11-1-O

プラを輸入していたが、2017年中に輸入を禁止す

3)井上常史・北脇秀敏(2017c)日系企業のタイへの進出による廃

るとWTOに通告した。日本は中国への廃プラ輸出

棄物環境負荷と日系企業の果たすべき役割―東部経済回廊（EEC）

の筆頭であり、これに対応した資源循環構造の再

プロジェクトにおける廃棄物発生量の推定―,国際開発学会,第

構築に迫られている。

28 回全国大会発表資料,D5-1,12p

上記の背景を鑑みて、現在までの研究成果を発

4)井上常史・北脇秀敏(2018) 海外直接投資貿易に起因する廃棄

展させ日本、中国とASEAN諸国等を主要対象国と

物発生不均衡評価手法の開発－廃棄物不均衡・負荷ベクトルを指

して下記の研究を進める。

標として－,全国都市清掃会議, 都市清掃,71(341),p62-69
5)井村秀文，中村映佑,杉森雅史(2005)日・米・アジアの産業・

(3)研究の目的

貿易構造変化と環境負荷の相互依存に関する研究，土木学会論文
集,790(Ⅶ-35),p21-22

中国の廃プラ輸入禁止に起因する物量とコス

6)九州大学,上智大学,京都大学,立命館大学,農林水産政策研究

トの日本への影響を、プラスチック製品に着目し

所,名古屋学院大学(2013) 平成 24 年度環境経済の政策研究,政策

たマテリアルフローコスト会計の考え方に基づ

展開・評価型の持続的発展指標開発とそれに必要な統計情報の強

き明確にし、最適な対応シナリオを抽出する。

化に関する研究,197p
7)京都大学(2014) 国際貿易の影響を勘案した持続可能性指標の

(4)研究の方法

在り方に関する調査研究,平成 25 年度内閣府経済社会総合研究所
委託調査, p8-8

①廃プラ貿易で中国と関係する国の貿易・投資

8) 中 村 愼 一 郎 (2000) 廃 棄 物 の 産 業 連 関 分 析 , 廃 棄 物 学 会

構造変化の推定

誌,11(4),p289-300

②資源の投入～プラスチック製品製造～廃プ

9)藤川清史(2001)日本の経済発展と環境負荷，環境経済・政策学

ラ発生を含む、プラスチックのマテリアルフロー

会編,経済発展と環境保全,東洋経済新報社，p.83-99

コストモデル作成

http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/fujikawa/pdf/buntan07.pdf,

③モデルを活用した貿易・投資構造変化のシナ

2018 年 4 月 29 日アクセス

リオ分析による最適シナリオ抽出。

10)和気洋子(2007) アジアにおける貿易・投資の自由化と環境問
題, 2007 年度日本国際経済学会関東支部大会 学術シンポジウ

(5)研究の展開

ム,34p

同シナリオは、今後の廃プラ処理・処分の政策

欧文

立案に資することができる。

1)Antweiler, W., B. Copeland, and S. Taylor(2001)Is Free
Trade Good for the Environment?, American Economic Review,

(6)研究の期間

91(4), p877-908
2)J. Anthony Allan(1999)

2 年程度。

Water Stress and Global Mitigation: Water, Food and Trade,
http://cals.arizona.edu/OALS/ALN/aln45/allan.html,
2017 年 3 月 10 日アクセス
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平成 30 年度国際共生社会研究センター 研究概要

ケニア農村地域における中小零細企業の持続的な経営に関する研究
― ケニア一村一品プロジェクト支援農村企業の経営動向を事例として ―
国際共生社会研究センター リサーチアシスタント
大学院国際地域学研究科 博士後期課程
松島 恭範
The Progress Report on “A study of Sustainable Business Management for Medium, Small and Micro- businesses in
the Rural Areas of Kenya: Taking the Business Management Trends of Rural Businesses Supported under the
Kenyan One Village One Product Project as a Case Study”

その重要性は認識されている。さらに、世界経済

1. 平成 30 年度の活動報告

のグローバル化や ICT 発展に伴い、途上国の中小

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

零細ビジネスは、支援の対象としてだけではなく、

②ケニア農村零細企業に係る収集済データの整

ビジネスパートナーとして取り上げられる議論

理・分析、③国際開発学会、日本地域政策学会、

が出ている。その具体例として、BOP ビジネスの

日本国際地域開発学会、JICA 研究所を始めとす

視点からは、BOP 2.0 として、
「貧困層と富を共

る、大会やシンポジウムへの参加・情報収集、④

創する」方向性が示され、地域のビジネスパート

国際開発学会第 19 回春季大会での口頭発表、 ⑤

ナ ー の 重 要 性 が 語 ら れ て い る （ Caneque and

日本地域政策学会第 17 回全国研究大会でのポス

Hart 2016）。また、途上国の中小零細農民グルー

ター発表、⑥国際開発学会第 29 回全国大会での

プが、先進国への農産物バリューチェーンの最下

口頭発表、が挙げられる。この他、研究センター

層を担っている例は多い（ケニア インゲン豆

関連業務として、①「環境展」での展示支援（5

例：Kariuki ら 2012）。このような中小零細ビジ

月）
、②JICA からの業務依頼による「モンバサ経

ネスに必要な資金が、投資として、先進国からの

済特区インフラ開発プロジェクト準備調査団」参

クラウドファンディングで賄われるケースも多

団に係るケニア出張（9 月－11 月）
、③国際シン

くみられる（The World Bank 2013）
。さらに、

ポジウム開催支援（11 月）
、④英国イーストアン

国 際機 関を中 心に 進めら れて いる、 貧困 層の

グリア大学との関係構築支援（12 月）など行った。

「Financial Inclusion（金融包摂）」では、貧困
層に適した金融システムを通じてビジネスを支

2．これまでの活動状況

援する政策も議論されている（The World Bank

（1） 研究背景と目的

2017）
。

中小零細ビジネスの振興は、都市部、農村部問

しかし、本分野におけるこれまでの研究では、主

わず、貧困削減、雇用促進、収入多様化などを目

に各国のマクロ経済データや家計調査等をベー

的に途上国各国で政策が実施されている。特に近

スに、その対象も、都市・農村などの地域、製造

年は、持続的な開発目標（SDGs：Sustainable

業・商業・サービスなどの業種が混在しており、

Development Goals）のゴール 1「貧困削減」や

農村地域の中小零細ビジネス活動から直接得た

ゴール 8「働きがいある経済成長」の点からも、

データを使用している研究は少ない。この先行研
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究の現状を踏まえ、本研究では、ケニア農村地域

された物、が混在している。基本的に、外部コン

での中小零細企業を事例として、その実態を明ら

サルタントが収集したベースライン調査データ

かにし、収支、雇用、生産などの点で、より持続

を使用し、不足のデータについては、プロポーザ

発展的な経営の在り方や、より効果的な外部者か

ルからの情報で補っている。

らの支援の有り方についてモデル化を目指すも
3．研究結果・論文執筆状況

のである。

「農村中小零細ビジネスグループの立地地点の
地理的環境が事業実績に与える要因に係る考察」

（2） 研究対象地域

（国際開発学会第 29 回全国大会口頭発表要旨）

ケニアでは、2007 年に産業省で作成された「ケ
ニア産業マスタープラン」に、農村地域の MSME

(1) 気候と事業実績の関係について分析

（Medium Small Micro Enterprise）振興政策の

①立地地点の気候の特定

一つとして「一村一品運動」が記載され、2008

各ビジネスグループの立地地点の気候の特定に

年から、国際協力機構（JICA）による技術協力の

は、GTZ（当時）が作成した「Farm Management

下、ケニア産業化・通商省（当時：Ministry of

Handbook of Kenya（2010）
」
（FMHK 2010）に

Industrialization and Trade）にて「ケニア一村

記載の Aglo-Ecological Zone （AEZ）分布データ

一品プロジェクト」が開始されている）。同プロ

を使用した。AEZ は FAO（1978）が提唱した気

ジェクトでは、農村地域における、地場資源活用

候区分であり、各地の平均気温を表す地理環境の

型の中小零細ビジネスの発展に着目し、既存の農

略称と、湿度を表す番号の組み合わせで成り立っ

村ビジネスグループ（企業、共同組合、地域住民

ており（例：UH1、LM5 など）
、各 AEZ に推奨

互助グループを含む）を対象に、人材育成、地域

される商品作物や畜産形態を示している。FMHK

ネットワーク構築、マーケティング支援を中心と

（2010）は、ケニア各県内での AEZ を示してい

した活動を実施している。その農村地域への展開

るが、合わせて、各地の土壌や降水期間の調査も

は、
2012 年から、
新たな地方自治単位である
「県」

行い、各 AEZ 区域内での一般的な農作物の生育

が発足したことから、各県と協働して既存農村ビ

期間も示している。この AEZ 分布マップと各ビ

ジネスグループの発掘、支援活動など行った。全

ジネスグループ位置情報を GIS ソフト上で組み

国には 47 県が設置されたが、半乾燥地域を除く

合わせ、各ビジネスグループの属する AEZ を特

23 県がプロジェクト対象となっている。本研究に

定した。ケニア農村地域では、農業を中心とした

使用するデータは、同プロジェクトで把握された

生計が一般的だが、この AEZ 特定を通じて、各

地場資源活用型の 400 の農村中小零細ビジネスグ

ビジネスグループの立地地点の気候環境が、こう

ループからのものである。これら情報の採取源は

した生計を保つのにどれほど適しているか明ら

①各地域の既存の地場資源活用型の農村中小零

かになっている。

細ビジネスグループを把握することを目的に、

②分析の結果

2012 年に実施された「ベースライン調査」の結

サンプル数の多かった、手工芸、農産加工品（食

果（242 グループ）
、及び、②同プロジェクトへの

品）
、農産 1 次品の三業種の分析結果を示す。手

参画を目的に、2012 年中に各グループから提出

工芸品グループは、農作物の生育期間が長い、農

された「プロポーザル」に記載の情報（244 グル

業に適した気候環境でビジネスグループが多い

ープ）となっているが、データ項目によって、①

一方、農作物の生育期間が短い、農業により厳し

ベースライン調査からのみ採取された物、②プロ

い気候環境でもビジネスグループが多くなると

ポーザルからのみ採取された物、③両方から採取

考えられた。一方、事業実績を見ると、良好な気
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候環境のグループが、手工芸全実績の割合の 50％

（2）マーケットアクセス性と事業実績の関係に

以上を占めており、より気候環境の悪いグループ

ついて分析

は非常に低くなった。手工芸品の生産は、伝統的

①立地地点のマーケットアクセス性の特定

技術を基に、身近な原材料を活用し、参入しやす

各ビジネスグループの立地地点からマーケッ

いビジネスとして、女性を始めとした貧困層の収

トまでのアクセス時間の特定には、国際食糧政策

入向上の手段として人気はある。しかし、手工芸

研 究 所 （ International Food Policy Research

品は耐久財であり、ローカル市場での販売には限

Institute: IFPRI）傘下のプロジェクトである

界があり、大都市や国外がマーケットになること

HarvestChoice が作成した GIS データ「Travel

が多い。こうしたビジネスの特性から、気候が厳

time to nearest town over 20K (mean, hours,

しい地域では、生計環境も厳しく、交通費や運送

2000)」を使用した。同データは、県内各地から

費など、マーケットアクセスに必要なコストも出

有望なマーケットや生産に必要な投入物の供給

しにくいことから、事業実績も上がらないことが

地となる可能性のある人口 2 万人規模の町までの

考えられた。農産加工品（食品）グループは全体

所要時間が示されている。この所要時間は、道路

と比べて、厳しい気候環境でのビジネスグループ

の舗装状態、標高、勾配、地質などの既存の GIS

の割合が多くなっている。事業実績を見ても、よ

データを組み合わせ、移動に最も経済的なルート

り厳しい気候環境下でも、収入向上の一手段とな

を取って算出されたとしている。本稿では、この

っていることが考えられた。これは、加工食品の

所要時間を、1 時間以内、2‐5 時間、5‐10 時間、

製造販売は、手工芸と同じく、簡単な技術を基に、

10 時間以上の 4 段階に分けて分析を行った。

身近な材料を使い、参入しやすいビジネスだが、

②分析の結果

そのマーケットは、消費物として、近隣住民やロ

全章と同じく、サンプル数の多かった三業種の分

ーカル市場など身近なところが対象となる。した

析結果を記すが、手工芸品グループの中小都市ま

がって、マーケットアクセスにかかるコストも低

での所要時間分布について、都市に近いほどグル

く、厳しい生計環境でも、一定の成果が出ている

ープ数が多い傾向になった。手工芸品は、AEZ で

と考えられた。農産１次品グループは、ここでも、

の分析でも記載したように、大都市や国外がマー

より気候環境の厳しいグループ数の割合が、より

ケットになることが多いことから、より都市部に

良い環境のグループ数を大きく上回っている。こ

近いところでグループ数が多くなると考えられ

れは、作物生育期間が限られる厳しい環境で育て

た。この傾向は事業実績を見るとさらに顕著にな

た農産物を、同業種グループの主な役割である、

っている。農産加工品（食品）グループの中小都

共同集荷、共同出荷を通じて速やかにマーケット

市までの所要時間分布をみると、都市から一定所

に乗せ、収入機会を確実にしたいニーズが有ると

要時間のかかる地域でグループ数が最多になっ

考えられる。一方、その事業実績を見ると、気候

ている。事業実績を見ても、一定所要時間以上の

環境の厳しいグループでも一定の成果も出てい

グループで、大きな割合を占めている。農産加工

ると考えられた。農産 1 次品は、ローカル市場で

品（食品）は、消費物として、近隣住民やローカ

の販売も可能だが、一定の量が集まれば、買い付

ル市場での継続的な販売が可能で、さらに、中小

けの仲買人が農村部までトラックでやってくる

都市の商業圏から外れて物の流れも少なること

ことも多く、厳しい生計環境下でも、マーケット

から、地産地消的な形で事業実績が上がると考え

コストをかけずに、収入にもつながりやすいこと

られた。農産 1 次品のグループの中小都市までの

が考えられた。

所要時間分布をみると、都市から一定時間以上に
グループ数が多くなり、都市近郊で極端に数なく
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なった。事業実績を見ても、都市近郊で割合が最

トになっていることが要因と考えられた。農産品

も少なかった。これは、中小都市周辺では人口も

加工（食品）は、都市部から所要時間がかかるほ

多く、農地が限られることから、グループ数、事

ど事業実績が上がる傾向が見られたが、これ等グ

業実績とも極端に減ると考えられた。

ループの産品は、都市部から流れてくる既製品と
も競合するが、都市から離れてモノの流れが少な

(3) ビジネスグループの立地地点が事業実績に与

くなり、これ等産品のマーケット参入の余地が出

える要因について考察

てくることが要因と考えられた。農産 1 次品は、

①厳しい生計環境下でのビジネスの限界

都市近郊でグループ数が少ない傾向が見られた

各ビジネスグループの AEZ 分布を見ながら、

が、これは、人口の多い都市近郊において、農地

その業種や事業実績との関係を見てきた。全体的

の確保が難しいことが要因と考えられた。このよ

に見ると、いずれの業種も、環境にかかわらず一

うに、各ビジネスグループの業種の適性は、中小

定割合のビジネスグループは存在するが、その事

都市からの所要時間から影響を受けていること

業実績では、より良好な気候環境で成果が上がり

が考えられた。

やすく、より厳しい気候環境では、業種によって
一定の成果は見えつつも、その成果は低くなる傾

４．今後の計画

向が見て取れた。これは、気候環境が、その地域

（１）論文投稿： 本年度進めたビジネスグルー

の生計環境にも影響し、運転資金の不足などから、

プの立地地点に係る研究をベースに、論文投稿を

持続的な拡大が難しくなることが要因ではない

行う予定。具体的には、「日本地域政策学会」誌

かと考えられた。その傾向は、業種別に見ても、

や「日本国際地域開発学会」誌への投稿を想定し

マーケットが遠く運送費のかかる手工芸品グル

ている。

ープで、より厳しい気候環境の地域で事業実績が

（２）博士論文の提出： これまでの研究成果を

低くなり、マーケットが近い農産加工品（食品）、

ベースに 2019 年 11 月の論文提出を目指したい。

農産 1 次品で、生計環境が厳しい地域でも一定の
事業実績が認められたことからも明らかになる。
もちろん、この考察には、AEZ 地域別の経済的貧
困度の裏付けが必要と考えられ、今後、この点で
も調査を進めたい。
②中小都市からのマーケットアクセス性とビジ
ネス業種の適性
マーケットアクセス性を測る指標として、各ビ
ジネスグループの中小都市からの所要時間分布
を見ながら、その業種や事業実績との関係を見て
きた。全体的に考えらえることは、いずれの業種
も中小都市からの所要時間に影響を受けている
が、その要因は業種によって異なるということで
ある。手工芸品は、中小都市にアクセスが良いほ
ど事業実績も上がる傾向が見られたが、これは、
都市部が、これ等グループの産品の主なマーケッ
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Ⅲ．インクルーシブ・アフリカ

１．活動概要

平成 30 年度国際共生社会研究センター 活動概要

活動概要

アフリカ地域における

インクルーシブな開発に向けた分野横断的研究
国際共生社会研究センター テーマコーディネーター
大学院国際学研究科（国際学部）准教授
志摩 憲寿
1.

研究のねらい
アフリカの現在の姿をどう読めばよいのだろうか？

近年の比較的好調な経済成長や活

発な民間投資の動向をふまえた楽観的な見方がある一方、例えば、国連ハビタットがあげ
る世界で最も不平等な 5 都市には、ヨハネスブルグ、アジスアベバ、ナイロビというアフ
リカ 3 都市が含まれるなど格差の拡大も懸念される状況にもある。
このようなアフリカの現状をふまえつつ、アフリカの将来をどう考えればよいだろう
か？ その答えは 2 点に集約されよう。まず第一は、個別分野ではなく分野横断的にアプ
ローチすること、第二は机上の理論ではなく現場の知恵から解を見いだすことであろう。
もちろん、分野横断的かつ現場からのアプローチの重要性は既に多くで指摘されている
が、その実践となるとあまり例を見ない。本センターにおけるアフリカ研究では、その第
一歩として、開発、貧困、国際関係、水、衛生、高等教育、都市計画・まちづくりを専門
とする研究員が中心となり、アフリカ現地調査に主軸を置きつつ、インクルーシブな開発
に向けた分野横断的かつ実証的な研究を進めてゆくこととしたい。
2.

昨年度までの活動
昨年度まで活動では、研究員の個別研究と共に、東洋大学にて国際ワークショップ

「Sustainable Development and International Contribution for African Countries」
（2016 年 1 月 8 日、於：東洋大学）
、国際シンポジウム「Development and Environment
in Africa: Human Resource Development on Technology and Society」
（2016 年 11 月 11
日、写真 1）
、国際ワークショップ「Toward International Collaborative Research between
JKUAT and TOYO」
（2016 年 11 月 14 日）を開催した。
また、ジョモ・ケニヤッタ農工大学との学術協定に基づき、現地ケニア・ナマンガ郊外
のマサイ・コミュニティでの共同研究を行い、その成果をセンター書籍「持続可能な開発
目標と国際貢献：フィールドから見た SDGs」などにおいて発表した。国際ワークショップ
「アフリカ地域の持続可能な開発目標の達成に向けて」
（2017 年 2 月 21 日、於：ジョモ・
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ケニヤッタ農工大学）では、ジョモ・ケニヤッタ農工大学の研究者に加え、国際協力機構
AFRICA-ai-JAPAN Project の専門家らも交えて係る議論を交わした。続く国際ワークショ
ップ「What can we do for
sustainable

Development?

Sharing experiences between
Kenya and Japan」
（2017 年 6
月 24 日〜25 日、於：ジョモ・
ケニヤッタ農工大学）には、
ジョモ・ケニヤッタ農工大学
と東洋大学の学生 25 名が共同
でフィールドワークを行い、
その成果を「Student Agenda
for

JKUAT-TOYO

Collaboration」
（図 1）として
まとめるなど、研究拠点の形
成に向けた協力体制が強化さ
れた。さらに、大学院国際地
域学専攻修了生 Ole Rumpe

STUDENT AGENDA FOR JKUAT-TOYO COLLABORATION
Through JKUAT-TOYO Joint Workshop 2017 “What can we do for sustainable development? Sharing experience
between Kenya and Japan” held on June 24 - 25, 2017 at Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology
(JKUAT), we adopted the following issues as our agenda.
Financial Issues
1.

To provide training and education for the local community for gaining necessary know-how on management
of finances.

2.

To empower the local community for utilizing the available resources effectively.

3.

To introduce monetary policy for creating jobs that will lead to investment for sustainable development.

4.

To introduce family planning for controlling population growth – reduce financial burden at household.

Environmental Issues
5.

To reduce the number of vehicles which are unroadworthy in order to reduce the emission, accomplished by
encouraging use of public transportation.

6.

To decentralize the services provided in CBD and to move bus stations outside CBD.

7.

To exploit human resources fully so that traffic jam, road accidents and improved security can be realized
through incorporation of police officers in urban centers.

8.

To separate garbage according to the categories such as plastics, organic and paper in addition to recycling and
reusing of waste, especially plastic waste.

9.

To create awareness of the environmental problems that waste dropped by the roadsides would cause and to
encourage Kenyan people to throw away garbage into the bin, not on the road.

10. To dispose solid waste in the proper way like construction of landfills.
11. To set the regular days for waste collection, especially waste on the roadsides, for sensitizing the importance
of environmental conservation.
12. To improve the capacity and management of the sewage systems.
13. To borrow ideas from countries that have managed to achieve environmental protection through participation,
and to borrow techniques and methods used by Japanese people to conserve the environment.
Educational Issues
14. To provide education facilities with better learning rooms and learning materials, to utilize solar energy in
lighting, and to provide transport for pupils, students and teachers.
15. To initiate the construction of schools by the community or locals.
16. To employ more teachers and to enhance the skill of the teachers.
17. To promote the talents and skills of children from the early age such as drawing, football, volleyball, masonry,
carpentry and agriculture among others.
18. To promote mixed education system and interaction between boys and girls through games, symposiums and
problem solving challenges.
19. To introduce a policy to ensure that primary and secondary education is mandatory to both gender.

Lekakeny 氏の調整の下、キル

We have great expectations that our collaboration will make a significant contribution to sustainable development for

ゴリスにおいてマサイ集落の

June 25, 2017

Kenya and Japan.

Participants of JKUAT-TOYO Joint Student Workshop 2017

構成原理などを調査する機会
を得るなど、修了生を核とし
た研究拠点の可能性も開かれ 図 1 ジョモ・ケニヤッタ農工大学・東洋大学両学生によ
た。

る「Student Agenda for JKUAT-TOYO Collaboration」

写真 1 国際シンポジウム「Development and Environment in Africa: Human Resource
Development on Technology and Society」における講演（左から横山氏、オディアンボ
先生、加藤氏）
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3.

本年度の活動
本年度は、地理学、文化人類学やまちづくりの専門家を迎えて研究体制を拡充し、テー

マである「インクルーシブな開発」について現地調査等から見えてきた各分野からの論点
を深化させることを試みた。活動内容の概要は次の通りである。
(1) アフリカの都市システムに関する研究（藤本典嗣）
本研究では、グローバルな都市の持続可能な成長について、グローバルな影響を受けに
くい国内要因と大きく影響を受ける国際要因に区別して分析・考察するものである。本年
度の研究では、各種シンクタンク、グローバル都市論のランキング、OECD や IMF、また
エジプト政府による資料などを用いて、カイロやアレキサンドリアに中心的に着目しなが
ら国民経済レベルでの経済成長のグローバル化を捉えることができたが、続く研究におい
てケニアや南アフリカをはじめとするアフリカ地域における高所得水準の国家におけるグ
ローバル都市へと対象を拡充してゆく。
(2) アフリカにおける女性のライフコースと社会的地位の変容動態：FC・FGM/C 廃絶運動
へのローカル社会の反応に注目して（中村香子）
本研究は、アフリカにおける女性のライフコースの変化と女性の社会的地域の変化の動
態を FC・FGM/C（女性割礼・女性性器切除）に着目して明らかにしようとするものであ
る。研究対象地域はケニア北中部の半乾燥地帯に居住するマー語系牧畜民社会である。こ
れまでの研究成果を通じて、FC・FGM/C をめぐる選択の多様性と意思決定プロセスの実
態や反 FGM 活動を契機としたコミュニティの分断の様子などが明らかとなっており、続く
研究において FC・FGM・C を女性の社会的地位と諸権利の中に位置付けてゆくこととし
ている。
(3) アフリカと北欧における教育・研究パートナーシップに関する研究（花田真吾）
本研究では「高等教育の教育・研究パートナーシップが目指すインクルーシブな開発と
は、連携する当事者である大学関係者や学生などのステークホルダーに限らず、周辺領域
にまで広く恩恵を行き渡らせることをねらうものである」という認識の下、研究の問いを
「先進国と開発途上国の高等教育における教育・研究パートナシップにおいてどのような
知の連携が行われているのか」という点に置き、本年度は代表的な取り組みとして
SENUPH（The South Ethiopia Network of Universities in Public Health）に着目し、そ
の現状と課題、展望を整理した。
(4) アフリカ・アジアにおけるインフォーマルな都市化に関する研究（小野悠）
本研究は「インフォーマル市街地におけるパブリックスペースがどのように形成され、
管理・運営されているのか、また、そのようなマネジメント機能がいかなる住民間の社会
的関係性の中で生成・進化してきたのか」という問いを置き、ナイロビの主要なインフォ
ーマル市街地ムクル・クワ・ンジェンガ地区における現地調査を実施している。今年度の
活動では、パブリックスペースを抽出した上で、そのマネジメントに関する実態把握や社
会的機能に関する実態把握などを中心とした現地調査を行なった。
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(5) アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開に関する研究（志摩憲寿）
本研究は、近代都市計画の限界を克服し得る都市計画のありようを考えるにあたり、ア
ジア・アフリカ地域のインフォーマル市街地における「まちづくり」の事例に着目し、そ
の展開可能性を探ることを目的としている。本年度は、スラムの居住環境改善をめぐるま
ちづくりとインクルーシブな開発との接点を整理すると共に、アクラのコウェ地区・アベ
セ地区における居住環境改善の動向から、制度的都市計画からのアプローチ、まちづくり
的アプローチそれぞれの課題を描いた。
4.

最終年度に向けて：インクルーシブな開発に向けた論点
結びに代えて、本年度の活動から見えてきたインクルーシブな開発に向けた各分野から

の論点を最大公約数的に整理しつつ、最終年度に向けた研究課題をあげておきたい。
まず第一に「ローカル」
「グローバル」という異なるスケールにおける課題が指摘されて
いる。FC・FMG/C 廃絶運動（中村）、インフォーマル市街地のマネジメント（小野）
、同
じくインフォーマル市街地のまちづくり（志摩）はローカルな視点からのインクルーシブ
な開発、グローバルな都市システムから捉えたカイロやアレキサンドリアの位置付け（藤
本）
、エチオピアとノルウェーとの間の大学間のパートナーシップ SENUPH（花田）はグ
ローバルな視点からのインクルーシブな開発にそれぞれ着目している。ここで、ローカル
とグローバルは、例えば、志摩が「グローバルな市街地」と「ローカルな市街地」をあげ
て指摘するように、しばしば二項対立的な状況を生み出しうるが、
「インクルーシブ」とい
う言葉がまさに象徴するように、こうした空間的多元性を有する諸課題は必然的に共振し
ており、したがって、これらの課題に対して同時並行的に取り組まねばならないことは言
うまでもない。
それでは、インクルーシブな開発に向けてどのようなアプローチを取る必要があるのだ
ろうか。欧米主導のトップダウン型の FC・FGM/C の廃絶運動（中村）や欧米制度を援用
したアフリカ諸国の都市計画の機能不全（志摩）
、さらに小野の指摘にも見られるように、
欧米主導型のトップダウン的アプローチの限界は明らかであり、ボトムアップ的アプロー
チの有効性が論じられているが、ここでは、中村が FC・FGM/C をめぐる女性の社会的地
位、また、小野がパブリックスペースをめぐる住民間の社会的関係性をそれぞれ分析対象
としていることからも読み取れるように、当該社会に対する構造的理解が求められる。ま
た、興味深いのはグローバルな視点からもボトムアップ的アプローチの必要性が指摘され
ているところであろう。典型的には、花田の取り上げた SENUPH において地域の教育・研
究の自立化と現地化が期待されていることに見られるが、藤本もまたカイロ・アレキサン
ドリア両都市を国内の経済成長の基盤としても捉えている。
今年度の活動を通じて得られた各分野からの論点はインクルーシブな開発に向けた課題
とアプローチにおいて一定の接点を有することが明らかになったが、具体的な道筋は十分
に示されてはいない。最終年度の中心的な研究課題としたい。
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２．研究報告

平成 30 年度国際共生社会研究センター 研究概要

アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）准教授
志摩

憲寿

A Study on Machizukuri-based Urban Planning in Asia and Africa
2. まちづくりと包括的成長：スラムの居住環境

1. はじめに
急速な都市化の進むアジア・アフリカ地域では、

改善をめぐって

多くの場合、旧宗主国に由来する近代都市計画は

アジア・アフリカ地域の都市計画における最重

事実上機能不全に陥っており、スラム等のインフ

要課題の一つはスラムの居住環境改善であり、そ

ォーマル市街地の形成と拡大が続いている。しか

れは欧米諸国による植民化の時代から長く議論

しながら、近代都市計画の軛を外してこうしたイ

されてきたところである。とりわけ近年、経済成

ンフォーマル市街地を改めて眺めると、こうした

長の下で、それを牽引するアジア・アフリカ諸都

「手づくりのまち」という空間は、家族、生活、

市では、従来の海外援助に加えて旺盛な海外直接

仕事、教育といったコミュニティにおける人々の

投資が重なり、モータリゼーションに伴って形成

生活が現れた空間であり、人々の営み、とりわけ、

された郊外部の「ゲーテッド・コミュニティ」に

こうした空間を改善しようとする営みは、フォー

続き、都心部においてもグローバルな市街地が形

マルな市街地において近代都市計画とその基礎

成されつつあり、こうしたグローバルな市街地は、

を成す近代的土地所有権とが想定する「土地所有

各都市固有の社会的文脈の下で形成されてきた

権の確定→都市マスタープランの確定→都市計

ローカルな市街地都市やインフォーマル市街地

画規制の確定→計画・建築許可→開発→居住」と

の中に島状のように現れており（図 1）
、
「包括的」

いう一意的かつ単線的なプロセスではなく、まち

という点から見ると、空間的にも、必定、経済的

づくりのプロセスでは、行きつ戻りつを繰り返し
ながら「コミュニティ・ガバナンス」が漸進的に
展開してゆく。このようなまちづくりのプロセス
にこそ、近代都市計画の限界を克服し得る、アジ
ア・アフリカ地域における都市計画のありようを
見出すことができるのではなかろうか 1)。
本年度は、本グループのテーマでもある「包括
的成長（inclusive growth）」を念頭に置きつつ、
まちづくりと包括的成長との接点を探ることを
ねらいとした。本稿では、スラムの居住改善に軸
足を置きつつ、筆者らが今年度実施したガーナ・
アクラでの調査などを交えて、まちづくりと包括

図 1 グローバルな市街地とローカルな市街地（ホ

的成長との接点を素描することとしたい。

ーチミン）
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メリカ地域における喫緊の課題である。

にも包括的とは言いがたい状況にあり、この傾向

折しも、ニュー・アーバン・アジェンダでは、

は加速化しているのが現実であろう。
近年、持続可能な開発目標（SDGs）における「持

「都市への権利」などとして、現在及び将来にわ

続可能な都市とコミュニティ」
（目標 11）やニュ

たって、誰も排除することなく全ての人々が等し

ー・アーバン・アジェンダをはじめとして、都市

く都市や居住の恩恵に預かることが謳われてい

をめぐるグローバルな開発目標が次々と打ち出

るが、スラム住民にとっては、とりわけ、
「エンパ

され、
「Planning is back」という言葉にも聞かれ

ワメント」の重要性が長く指摘されてきた。近年

るように計画的に都市を導くことの重要性が再

は、スラム住民の土地所有権を正規化する手法

確認されている。近年は気候変動対策の名目で暴

が多く採用されている。土地所有権が正規化され

力的な都市計画が進められることも多い。マニラ

ることにより、スラム住民にとっては安定した居

首都圏全体では気候変動に伴う洪水対策が必要

住が約束され（その結果、住宅を含む居住環境の

であり、河川法に基づいて河川・運河など両岸 3

改善が期待される）
、一方で、住民には土地を担保

メートルに建てられた「違法建築物」を撤去した

にしたローンなども利用可能となることから、ス

が、その多くがスラムであった（図 2）
。

ラム住民のエンパワメントへとつながるという
論理である。

確かに、先のミレニアム開発目標（MDGs）で
は都市計画に関わるものはスラムの居住改善が

筆者らがザンビア・ルサカやインドネシア・ジ

中心であったことを考えると、持続可能な開発目

ャカルタで行なった調査では、土地所有権の正規

標の内容はミレニアム開発目標が深化したとも

化によるエンパワメント効果には一定の評価が

捉えることもできるが、スラムの問題を等閑視し

与えられるが、それが居住環境ということになる

てはならない。世界的にみて都市におけるスラム

と、個人に帰属する土地所有権が地区の建て詰ま

の人口は、
国連ミレニアム宣言の採択された 2000

りを助長したり、投機的目的での土地所有権取得

年から 2014 年までの間に割合として減少しては

が見られるなど、別の論点が見られた（図 3）
。す

いるもののスラム人口は 1 億人近く増加しており、 なわち、スラムの居住環境改善においては、個人
さらに、今後の都市化の趨勢を考え合わせると、

個人が権利を主張しつつ「Win-Win」の解決を目

スラムへの対応は、引き続き、急速な都市化の進

指すのではなく、近隣を慮りつつ、皆が少しずつ

むアジア地域、アフリカ地域、さらに、ラテンア

我慢する、いわば「三法一両損」的な発想に立つ

図 2 気候変動対策として行われたスラムクリア

図 3 建て詰まりが懸念されるルサカのインフォ

ランス（マニラ）

ーマル市街地（チャイサ地区）
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ことが重要なのではなかろうか（但し、スラム住
民はしばしば社会的に弱い立場に置かれている
ことから、最低限度の諸権利は保護された上での
話であるが）
。土地所有権の正規化においても、都
市計画制度と同様に制度的アプローチの限界を
指摘することができる 2)。
3. ガーナ・アクラのインフォーマル市街地から
筆者らが今年度調査を実施したガーナの首都
アクラでもまた急速な都市化が進んでいる。都市
圏（Accra Metropolis）の人口は 63.7 万人（1970
年）
、96.9 万人（1984 年）
、165.9 万人（2000 年）
、

図 4 ア ク ラ 都 市 圏 の 現 行 都 市 計 画 「 Greater

184.9 万人（2010）人と年率 3％程度で増加し、

Accra Metropolitan Area (GAMA) Strategic

と り わ け 近 年 は 隣 接 す る テ マ 都 市 圏 （ Tema

Plan, 1995-2010」
（出典：文献 3）

Metropolis）を含む大都市圏を構成している。国
連開発計画や国連ハビタットの支援の下で策定
された現行の都市圏計画の下、テマ都市圏へと戦
略的に都市開発を導くなど計画的な都市の拡大
が企図されているが（図 4）
、インフォーマル市街
地の形成と拡大に歯止めがかからない（図 5）
。
ガーナをはじめとする旧イギリス領では、植民
地時代に導入された都市農村計画法が現行の都
市計画制度として援用されている。とりわけ独立
初期から 1970 年代にかけては計画的な都市開発
が進められ、これらの市街地は現在も比較的良好
な居住環境下にあるが（図 6）
、同法の下では「土
地所有権の確定→都市マスタープランの確定→

図 5 アクラ都市圏のインフォーマル市街地（出

都市計画規制の確定→計画・建築許可→開発→居

典：文献 3）

住」という制度的なプロセスを経ていない市街地
は原則として「インフォーマル市街地」と分類さ
れて都市計画の制度的枠組みの外に置かれるこ
ととなる。ガーナのアクラもまたこの典型例であ
り、インフォーマル市街地における（必然的に劣
悪な状況にある）居住環境の改善に対しては、例
えば、ジョージタウンなどの旧市街地周辺では国
連ハビタットをはじめとする海外援助の枠組み
の下での居住環境改善の努力も続けられている
が、その効果は局地的かつ限定的で、まちづくり
的な居住環境改善に頼らざるを得ない。

図 6 計画的に整備された集合住宅地
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調査地であるコウェ地区とアベセ地区もまた

「クラン」と呼ばれる家族制度に基づく伝統的チ

インフォーマル市街地と分類されている。地区は

ーフの下で地縁的なコミュニティ組織を編成し

街路を挟んで北側に植民地期より形成された「伝

（なお、地方行政上、伝統的チーフによる地区の

統街区」
、南側の「拡張地区」では近年市街化が急

自治は制度的に担保されている）、例えば、週に一

速に進む（図 7）
。両地区では、他の地区と同様、

度全てのクラン代表者による定例会などを開い
て地区の現状と課題を共有し、居住環境改善に向
けた取り組みを進めるなど日常的な手法はまち
づくり的アプローチである。
一方、両地区においては違法建築の撤去が進め
られたり、また、コウェの拡張地区では、現行の
都市計画に基づいて地区の西端を走る街路拡張
と排水路が整備されつつあり、沿道住宅では強制
収容（ハウスカット）が行われている。まさに制
度的な都市計画とまちづくりとのせめぎ合いと
も言える状況であり、まちづくり的な立場からす
ると一見看過しがたいところではあろうが、まち
づくり的アプローチも一定の限界を見せつつあ
る中で、地区内では日本の土地区画整理事業に対
する関心の声も聞かれるなど制度的な都市計画
への期待も大きく、居住環境改善に向けて両者の
接点が模索されている。
4. おわりに
本年度訪ねたガーナ・アクラのコウェ地区・ア
ベセ地区もまた制度的アプローチの限界の中で

図 7 調査地のコウェ地区・アベセ地区（上：アベ

包括的成長に向けたまちづくりのありようが問

セ伝統街区、下：コウェ拡張街区）

われていた。続く研究では、コウェ地区・アバセ
地区を中心として、他のアジア、アフリカ、さら
にはラテンアメリカにも射程を広げつつ、まちづ
くりを通じた包括的成長への道筋を描きたい。
参考文献・ウェブサイト
1) 志摩憲寿・柏崎梢（2015）
「
『手づくりのまち』の論理」
、
城所哲夫・志摩憲寿・柏崎梢（編著）
「アジア・アフリ
カの都市コミュニティ：
『手づくりのまち』の形成論理
とエンパワメントの実践」学芸出版社、pp.197-200
2) 志摩憲寿（2016）
「スラムから学ぶこと：ニュー・アー
バン・アジェンダに寄せて」、
『人と国土 21』
、第 42 巻
5 号、pp.45-46
3) Okyere, S. A. (2017) “ A study on socio-spatial
structure and community management system in
Abese indigenous quarter, La, Accra, Ghana” 大阪
大学学位論文

図 8 強制収容（ハウスカット）によるインフラ整
備（コウェ拡張街区）
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アフリカにおける女性のライフコースと社会的地位の変容動態：
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Changes in women’s life course and social status in Africa
ダウン型のアプローチの廃絶運動が実施され続

1. 平成 30 年度の活動報告
平成 30 年度は、8～9 月と、12～1 月に 2 回、

けてきた。しかし、廃絶プロジェクトの多くは「当

当該テーマに関する現地調査をケニア北部のマ

該コミュニティとの認識の乖離」という問題に直

ー語系牧畜社会において実施した。8～9 月にはさ

面している。本研究は、＜ボトムアップ型＝民族

まざまな世代の男女にインタビュー調査を集中

誌的アプローチ＞による当事者主体の廃絶運動

的に実施し、12～1 月には、儀礼の参与観察と儀

の構築の可能性について考察することも目的と

礼主催者・当事者へのインタビューを中心に調査

している。
FC・FGM/C は、アフリカ開発に関わる問題のなか

を進めた。

でも最も注目されているもののひとつである。しかし、
2．これまでの活動状況

これほど議論のわかれる問題はないであろう。1970

（1） 研究背景と目的

年代に欧米のフェミニストらが FC・FGM/C を「女性に

本研究は、アフリカにおける女性のライフコー

対する野蛮な暴力であり根絶が必要」と主張して以

スの変化と女性の社会的地位の変化の動態を明

降、これに対する「当該社会における文化的な意味

らかにすることを目的として実施している。女性

を無視して外部社会が介入すべきでない」という主張

のライフコースにおいて、結婚、出産はもっとも

とのあいだで、人類学、社会学、医学、歴史学など、

重 要 な イ ベ ン ト の ひ と つ で あ る が 、 「 Female

学問分野を超えて議論が繰り広げられてきた。（岡

Circumcision ： 女 子 割 礼 」 も し く は 「 Female Genital

1998、千田 2002、白石 2011 など）。

Mutilation/Cutting ： 女 性 性 器 切 除 」 （ 以 降 「 FC ・

1990 年代後半からの約 20 年間に、この慣習をも

FGM/C」）はそれらと分かちがたく結びついてい

つアフリカ・中東の 29 カ国のうち 26 カ国が禁止法を

る。近年、ますます活発化している廃絶運動は、

制定した（Unicef 2013）。この事実は、トップダウンで

現状では、国際 NGO を中心とした外部社会から

進められてきた欧米主導の廃絶運動が一定の成果

の強力な圧力として認識されている。そこで、本

をあげたことを示している。しかし、これらの法律は罰

研究では、廃絶運動に対する当該社会の反応・反

金や禁固をともなう厳しいものが多かった。このため、

発を包括的に理解し、廃絶運動の影響下で人びと

エチオピアでは慣習の隠蔽・潜伏化がすすみ、ソマリ

がライフコースをいかに主体的に変容させてい

アでは女性の結婚年齢が若年化するという問題が発

るのか、そしてその結果、女性の社会的地位はい

生した（World Vision 2014）。すなわち、法律整備は、

かに変化しているのかを実証的に明らかにする

それだけでは廃絶運動のゴールとはなり得ていない。
コミュニティにおける廃絶運動は主として開

ことを目指して調査研究をすすめている。
FC・FGM/C に関しては、欧米主導によるトップ

発プロジェクトによる教育プログラムをとおし
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て行われているが、その内容は非常に単純で一方

われるようになっており、近年、生業の多角化傾

的であり、個別社会の文脈下での意味の多様性や、

向がみられる。また、他のアフリカ諸社会の例に

現場で起きていることの多様性に対応できてい

もれず、学校教育が急速に普及しつつあり、賃金

ない。運動推進者は、WHO が提示する「医療言説」

労働に就くものも増加し、これとともに人びとの

にもとづいて FC･FGM/C の危険性（痛み、出血、

価値観が多様化している。

ショック、出産困難など）を反復・喧伝するが、
そもそも当事者である人々はこうしたことを運
動推進者よりずっと身近な問題として理解し、そ
れらを承知した上でこの習慣を長年継続してき
たのである。代替儀礼も提案されているものの、
人々は代替の「模造品」には意味を見いだせず、
定着した事例はほとんどない。さらに廃絶すべき
理由のひとつとして「性行為における快楽」に関

ケニア

する教育もおこなわれているが、公の場で性行為
について聞かされたり語らされたりすることへ
の苦痛や居心地の悪さから、人々は廃絶運動を無
図 1 アフリカにおける FGM/C の維持率

視するだけでなく、反発や嫌悪さえ感じ始めてい
る。こうした現状は、FC･FGM/C の問題を個別社

（地図出典
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fgm_map.gif）

会の文脈から捉えなおし、女性の社会的地位と権
利全体のなかに位置づけ、その成果をもとに廃絶

この社会において、
「伝統的」には、女性は、20

運動を再構築することが急務であることを示し

才前後で結婚し、結婚と同時に割礼を受けてきた。
結婚後は約 20 年間、妊娠と出産を繰り返して子

ているだろう。

育てにいそしみ、40 才前後になると緩やかに妊娠
と出産から引退するという人生をおくってきた。

（2） 研究対象地域
本研究は、ケニア共和国の北中部の半乾燥地帯

しかし、近年、学校教育を受けた女性を中心に結

に居住するマー語系牧畜民の社会を対象として

婚に先立って、割礼を受ける女性が急増している
（中村 2013）
。

実施している。ケニアでは、民族集団によってこ

ケニアでは 18 才未満を「子供」と位置づけ、

の習慣を維持している社会、すでにこの習慣が消
滅した社会、もともとこの習慣をもたない社会、

2001 年に制定された子供法によって「子供」の結

に分かれる。マー語系牧畜社会は、このなかでも

婚は違法とされた。また、同じく子供法によって、
18 才未満の女子に対する FC･FGM/C が禁止され

この習慣が特につよく維持されている社会のひ
とつに分類される。ケニア全体では、15～ 49 才

た。こうした法整備をうけて、国際 NGO などが

の女性の 27％が FGM/C を受けているとの報告が

「子供婚」
「強制婚」を廃絶する多数のプロジェク

ある（Unicef 2013）
。

トを展開している。
さらに、2011 年には「反 FGM 法（Prohibition

調査対象社会では、ほとんどの人びとがウシや
ヤギ・ヒツジを飼養する牧畜業に従事している。

of Female Genital Mutilation Act）」が制定され

多くの世帯で、家族の誰かが出稼ぎや小商いなど

た。これは、FGM/C の手術を実施した施術者、手

をおこなって現金収入を得て牧畜業を補ってい

術を受けた本人、そしてその両親に対して、3 年
以上の禁固刑もしくは 20,000 ケニアシリングの

る。降雨の見込める一部地域では、農耕もおこな

罰金、またはその両方という厳罰を科すものであ
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った。現在では、実際に禁固刑に処されたり、罰

様化という現象もみられるようになった。従来、

金を支払ったりした人を目の当たりにするよう

当該社会で実施されてきた施術方法は、クリトリ

になり、人びとにとって廃絶の動きが無視できな

スと小陰唇のすべてを切除するもので、WHO に

いものとして現前している。こうしたさまざまな

よってタイプ 2 として分類されたものであった。

変化の流れのなかで、人びとは、割礼・結婚をと

近年では、これに加えて、クリトリスをすべてで

りまくさまざまな「従来のやりかた」とあらため

はなく半分切除する方法が新たに生み出され、人

て向き合い、それについて議論したり代替の方法

びとはこれに「カティカティ（kati-kati）
」
（スワ

を模索し、創出しはじめている（中村 2016）
。ケ

ヒリ語で「真ん中」の意）という名前をつけてい

ニアの牧畜社会は、において、いま、まさに、女

ることが明らかになった。また、WHO によって

性のライフコースはドラスティックに変容する

タイプ 1 として分類されているクリトリスの包皮

そのただ中にあるといえる。結婚に関する新たな

のみを切除する方法は、「スナ（sunna）」とよば

動向と、FGM/C に関する動向は関連付けながら

れ、これも新たな選択肢として登場していた。そ

考察していく必要がある。

して、人びとは「スタイル（sitaile）
」と、英語を
マー語化させた言葉を用い、
「スタイル 1」
「
「スタ

3．研究結果・論文執筆状況

イル 2」
「
「スタイル 3」と番号づけしたうえで、3

（1） FC・FGM/C をめぐる選択の多様性と意志

つの施術方法を明確に区別したうえで選択肢と

決定

して確立していることが明らかになった。

現地調査の結果、近年、FC・FGM/C をめぐっ

3 つの選択肢からどれを選ぶのかという意思決

ては、単にこれを行う／行わない、という選択肢

定が、誰によっていかになされているのかについ

だけでなく、行い方、施術方法にいくつもの選択

ては、ケースバイケースだが、本人、母親、祖母

肢がうまれていることが明らかになった。従来通

（父親の母の場合もあるし、母親の母親の場合も

り、女性の成人儀礼として実施する場合には、事

ある）、その他身近かな女性たちが話しながら決

前に長老による祝福を受けた後、清めのための水

めていることが多かった。父親を含む男性はこの

汲みに行き、剃髪し、特別の装身具、衣装を身に

問題にまったく関与していなかった。当該社会に

つけて早朝に何人もの目撃者を動員して施術さ

おいては、特に儀礼の場面における男女の役割分

れる。しかし、近年、従来通りに行う人は減少し

担が明確に規定されているため、男性はたとえ意

ている。人びとは、深夜～夜明け前の時間帯に、

見をもっていても発言する機会がなく、もし意見

特別の衣装など人目につく手続きを省略して、施

を述べる機会があったとしても、「最終的にどの

術のみを受けるようになっているのである。これ

選択がなされたのかを尋ねることは（社会規範上）

は、
「違法行為」となったいま、警察による取り締

できない。これはわれわれ（男性）の問題ではな

まりから逃れるために FC・FGM/C の「隠蔽化」

い」と多くの男性がインタビューで答えた。

が進行しているということである。一方、施術を

ある施術者の女性は「娘自身がどのスタイルが

病院で受けることは、消毒や、出血が止まらなか

いいか、はっきりした意見をもっているケースが

ったときの処置体制が完備しているという点に

多い」と言った。それを裏付ける事例として、同

おいて、一部の人びとから評価されていたが、法

じ父母の姉妹であっても、異なるスタイルを選ん

整備後は、施術を行う医師も取り締まりの対象と

でいたケースもあった。

なったため、病院では断られるようになった。こ

学校教育を受けた女性、とくにプライマリー・

のため、
「医療化」の可能性は閉じられたといえる。

スクール 8 年間を卒業後、セカンダリー・スクー

また、
「隠蔽化」の進行と同時に、施術方法の多

ルに進学している女性たちが「カティカティ」を

137

選ぶ傾向があった。また、
「スナ」を選ぶ人は現状

を阻止しようとする人びととの間に亀裂が起き

ではごく例外的だが、それらの人びとは牧畜集落

ていた。FC･FGM/C の問題が、権力や金品の問題

ではなく、町に居住していることが明らかになっ

と重なることにより、まさに「政治化」し、コミ

た。すなわち、スタイルの選択において女性たち

ュニティの信頼関係が脅かされるという事態は、

は、自身の教育レベルや居住地域を考慮しており、

これは廃絶運動家が予期していなかった大きな

国際社会のこの問題に関する主流なディスコー

弊害といえるだろう。

ス（
「安全／危険」
「健康／不健康」
「正しい／誤っ
４．今後の計画

ている」など）はほとんど考慮していない。すな
わち、みずからのアイデンティティを表現するも

FC･FGM/C の施術方法については、女性が自

のとして施術方法を位置づけていることが明ら

ら選択した「スタイル」を結婚相手も認める必要

かになった。
「カティカティ」という新しい切除方

があり、この意味においては、この社会で施術方

法の主体的な選択には、伝統的なやりかたと、新

法を自由に選ぶことと、結婚相手を自由に選ぶこ

しいやりかたの双方に価値を見いだしている新

と（すなわち恋愛結婚化）は強く関連した問題で

しい世代の意志をよみとることができる。

ある。結婚相手の選択方法は、結婚後の女性の家

また、法整備の直接的な効果として、
「行わない」

庭内での発言権などとも関わる問題である。今後

ことを選択した女性もごく例外的だが存在して

は、さらに現地調査を実施してライフヒストリー

いた。この選択をおこなった女性は、町に居住し、

を収集することにより､FC･FGM/C に関する選択

敬虔なクリスチャンであった。

と女性の社会的地位との関連を、1）結婚相手の選
択に関する女性の主体性、および、2）結婚後の女
性 の 経 済 的 権 利 、 に 注 目 し つ つ 整 理 し ､ FC ･

（2） FC・FGM/C をめぐるコミュニティの分断

FGM/C を女性の社会的地位とさまざまな権利の

コミュニティにおいて反 FGM の活動を積極的
に 実 施 し て い る の は 、 ロ ー カ ル の CBO

なかに位置づけるべく考察をすすめていく｡

（Community Based Organization）の設立者や
地方政府の役人、あるいは、国際 NGO が実施す
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「
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ていた。こうしたことが原因で、コミュニティで

marriage.”

は、隠蔽してでもこれを継続したい住民と、それ
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Research and Education Partnerships between African and Nordic Countries
1. 平成 30 年度の活動報告

人学生・研究者を自国の高等教育機関に獲得す
るなど、国内外で知の創出を担う人材の育成・

本研究は、アフリカと北欧の高等教育機関に

獲得に貢献してきた。

おける教育・研究パートナーシップが、アフリ
カの高等教育の発展に対してどのような効果

今世紀に入ってからは、持続的可能な発展に

をもたらしているかを明らかにすることを目

向けた国家戦略の検討が先進諸国だけでなく

的としている。これに基づき、平成 30 年度はエ

発展途上国においても行われる傾向が顕著に

チオピアのハワッサ大学（Hawassa University）
、

なったことで、アフリカ諸国においても知識創

ディラ大学（Dilla University）
、ウォライタソド

造や高度人材開発を担う高等教育の強化が主

大学（Wolaita Sodo University）
、アルバミンチ大

要なテーマとなっている。例えば、世界銀行は、

学（Arba Minch University）とノルウェーのベル

2000 年に発表した報告書「Higher Education in

ゲン大学（University of Bergen）の 5 大学間教

Developing Countries」において、高等教育の強

育・研究パートナーシップである「The South

化への舵取りが、21 世紀における発展途上国の

Ethiopia Network of Universities in Public Health

経済発展に向けて極めて重要な要素になると

(SENUPH)」について調査をおこなった。

指 摘 し て い る （ International Bank for
Reconstruction and Development & World Bank,

2．これまでの活動状況

2000）。また、
こうした背景を踏まえ、過年度から本研究で

（1） 研究背景と目的
今日の社会は知識基盤社会と呼ばれ、知の創

は、先進国と発展途上国の高等教育における教

出・発信が、国家の国際競争力を高める重要な

育・研究パートナシップにおいてどのような知

要素となっている。こうした知の国際競争は、

の連携がおこなわれているのかを研究の問い

国際政治学や国際社会学など様々な学問分野

として実証的に分析することを目的としてき

で研究が進められてきたが、その一方で知を巡

た。

る国家間の連携も進められており、その中心的
（2） 研究対象地域

な存在として高等教育における教育・研究パー
トナーシップが注目されている。高等教育にお

平成 30 年度は、その代表的取り組みの１つ

ける教育・研究パートナーシップは、自国の学

である SENUPH に着目した。SENUPH は、アフ

生・研究者を海外の教育機関に派遣して優れた

リカ高等教育において国際化が進んでいるエ

教育・研究環境を提供する一方で、優秀な外国

チオピアとノルウェーの大学による公衆衛生
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分野の教育・研究パートナーシップである。ノ
ルウェーでは 20 世紀後半から発展途上国iに対
図１：NOEHED のフレームワーク

する開発支援をおこなっている。例えば高等教
育の教育・研究分野に関する代表的な取り組み
として、1991 年から 2011 年まで実施された
NUFU（Norwegian Programme for Development,
Research and Education）は、外務省直轄の国際開
発 支 援 機 関 で あ る Norwegian Agency for
Development Cooperation（Norad）と Norwegian
Centre for International Cooperation in Education
(SIUii)を通じて、ノルウェーの大学と発展途上
国の大学との共同研究の推進や大学院課程の
教育・研究活動支援、大学運営および技術スタ
ッフの育成などを支援する助成プログラムで
あ る （ Norwegian Centre for International
Cooperation in Education, 2006）。また、2006 年か
ら 2010 年 ま で 実 施 され た NOMA （ Norad's
Programme for Master Studies）は、発展途上国の
大学での修士課程設置を支援するとともに、修
士課程学生に対する奨学金を提供することで、
現地での専門家人材育成および研究力の向上

出 典 ： Norwegian Agency for Development

を支援する助成プログラムである（Norwegian

Cooperation. 2015

Centre for International Cooperation in Education,
2007）。
今回調査する SENUPH は NOMA と NUFU の

SENUPHは、南エチオピア地方における公衆

両者を統合する形で 2012 年からはじまった

衛生分野に特化しているが、この地方は50以上

NORHED (the Norwegian Programme for Capacity

の民族からなる約1,600万人の人口がおり、エチ

Development in Higher Education and Research for

オピア国内でも人口密度が高いことから、マラ

Development)に採択されている。NORHED の特

リ ア など 感染 症リ スクが 高 い地 域と され る

徴としては、図１の通り、助成プログラム期間

（SENUPH, 2017）。特に近年は、地球温暖化の

中の一過性のパートナーシップでなく、2030 年

影響があり感染症リスクが高まっているとさ

までの短期的な効果と 2050 年までの長期的な

れているが、公衆衛生インフラ整備の遅れや民

効果を見据えて継続的なパートナーシップが

族によっては公衆衛生に関する情報が十分に

見込めるプログラムを採択しており、その意味

浸透していないこともあり、合計特殊出生率が

でより実質的なパートナーシップを選定して

高い一方で、早産や新生児死亡、小児栄養失調

いる点にある。

が深刻な問題となっている（SENUPH, 2017）。
こうした現状を受けて、現地で公衆衛生問題
の改善に取り組む高度専門人材の育成がエチ
オピア高等教育に対する期待としてあげられ
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ている。しかし、南エチオピア地方の高等教育

オピア地方の地域保健局に共有され、公衆衛生

機関ではこうした人材育成を担う大学院課程

の現場で活用していくことが視野に入れられ

や研究機関、教育・研究人材が不足しているこ

ている。

とが大きな課題となっている。これを踏まえ、
3．研究結果・論文執筆状況

SENUPHでは主に以下４つの取り組みを目標と

本調査で得られた知見やデータを含む

して掲げている。

SENUPH の現状と課題、展望については、教育・
① 南エチオピア地方の公衆衛生分野の修士課

研究パートパーシップのフレームワークの視

程・博士課程教育プログラムの質的・量的

点から分析して、今後学術論文としてまとめる

改善

予定である。また、平成 31 年度中に本研究セン

② 博士課程における指導教員の養成

ターから出版予定の書籍「国際貢献と SDGs の

③ 修士課程・博士課程における女子学生のエ

実現 －持続可能な開発のフィールド」の一章
分を担当しており、今回の調査に関連する内容

ンパワーメント

を一部執筆予定である。

④ 南エチオピア地方の大学間ネットワーク形
成による教育・研究の国内連携の促進およ

４．今後の計画

び研究成果の公的機関への共有

高等教育の教育・研究パートナーシップが目
この 4 つの目標に向けて、5 大学において有機

指す包括的な開発は、連携する当事者である

的な役割分担が企図されている。具体的には、

大学関係者や学生などのステークホルダーに

南エチオピアにおける中核的な大学でもあり、

対して恩恵をもたらすだけでなく、その恩恵

すでに公衆衛生学に関する修士課程を設置し

を周辺領域に広く行き渡らせることを目指し

ているハワッサ大学を教育・研究の拠点として

ている。この点において、SENUPH は 2015 年

ベルゲン大学との共同博士課程プログラムを

にスタートして間もないため、その効果を分

設置し、ハワッサ大学とベルゲン大学が教育・

析した文献はまだ出版されていないものの、

研究力の向上に向けた直接的な連携をおこな

現地調査を通じて分かった SENUPH の最大の

う。また、ディラ大学に生殖健康学、ウォライ

特徴は、支援する側と支援を受ける側でプロ

タソド大学に栄養学、アルバミンチ大学に医療

グラムが完結するのではなく、将来的には支

昆虫学の修士課程を設置し、各大学の修士課程

援を受けた大学がその地域の教育・研究にお

を修了した学生がハワッサ大学の博士課程に

ける中心的存在となって支援効果を周辺に波

進学する仕組みをつくることで、南エチオピア

及させ、地域の教育・研究の自立化と現地化を

地方において自立的に公衆衛生分野の高度専

担っていくことが企図されている点にある。

門人材を育成するための教育・研究ネットワー

具体的には、共同博士課程プログラムを通じ

クを形成することを目指す。なお、上記 3 大学

てベルゲン大学から教育・研究に関する支援

の修士課程における専門分野の選定において

を受けたハワッサ大学が南エチオピア地方の

は、SENUPH とエチオピア保健省により、公衆

中心的な大学としてその周辺にある 3 大学と

衛生分野の中でも優先度の高い学問分野を選

の修士課程パートナーシップの推進役を担い、

定しており、現地の状況を反映した実質性の高

ベルゲン大学からの支援の波及効果や研究成

い教育・研究活動の展開が期待されている。ま

果の地域社会への還元、女子学生のエンパワ

た、SENUPH で蓄積された研究成果は、南エチ

ーメントの実現を目指していく。そして、将来
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的には南エチオピア地方で課題となっている

について追加調査をおこなう予定である。

公衆衛生問題の改善に取り組む高度専門人材
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A study on the urban system of the African Continent
集約型復興政策は、2011 年から 18 年まで一貫し

1. 平成 30 年度の活動報告
学会発表として、日本計画行政学会第 41 回全

て継続し、今後も継続すると予測される。

国大会に参加した。この大会テーマは、
「環境・経

2015 年 3 月に仙台で開催された国連防災会議

済・社会の統合的向上と計画行政－SDGs を見す

で、そこで提示された仙台枠組の中で原子力災害

えて－」であり、大会の特別講演で、オイスカ西

は ‘ Technical Disaster ’という、新たなカテゴラ

日本研修センター所長による「国際 NGO・オイ

イズに位置付けられる災害となったが、今後、途

スカ西日本研修センター50 年の歩みと SDGs 実

上国における‘ Technical Disaster ’は、経済成長

現へのとりくみ」と題された講演がおこなわれた。

に応じて、先進国並みに発生確率が高くなると予

全体のテーマが SDGs をテーマとした大会であ

測され、日本の復興政策の経験の応用可能性につ
いても、分析の余地がある。

るために、先進国の経験を、
「エネルギーをみんな
に、そしてクリーンに」という SDGs の目標を、

また、海外現地調査として、2019 年 2 月 20 日

新興国の被災地の復興に応用できないかという

から 27 日まで、アフリカのエジプトを訪問調査

観点もあり、日本の被災地の復興政策の可能性に

した。ここでは、カイロ・アレキサンドリアとい

ついてワークショップを、「福島原子力災害から

った大都市が、グローバル経済・世界システムに

の復興政策と課題-震災から 7 年を経過して」とい

組み込まれながら、その結節点として成長してい

う題目により、コーディネーターとして立ち上げ、

く側面と、対照的に国内の基礎的な国民経済規模

他の４名の発表者と共に、パネリストとして、発

を基盤として、国内の結節点として成長していく

表した。

側面の区分、また、その近年（2000 年代）の変動

本ワークショップでは、震災後から 7 年を経過

について、現地で収集した統計データや、英語圏

した、福島の原子力災害について、その復興政策

で公開されている各種指標をもとに調査をおこ

と課題点を、除染・再生可能エネルギー・農業・

なった。

資料保存の点から、それぞれ論じた。原子力災害
の復興政策の核となる、除染事業という特殊な土

2．これまでの活動状況

木事業が発生しているが、産業構造の変動を量的

（1） 研究背景と目的

側面から捉えると、原発の停止による電気業の大

グローバル都市論においては、先進諸国に本社

幅縮小を代替する形で、除染事業を含む建設業が

を置く多国籍企業や関連の生産者サービスが、他

補っている。除染は、避難と代替の関係にある。

の先進諸国・新興国・途上国に、どの程度、現地

除染が推進される一方で、東電からの賠償を伴う

本社・支社・支部が立地しているかというストッ

避難は縮小され、地域の観点からみても、避難区

クの量的規模から、都市の階層を明らかにする面

域は縮小している。この除染に重点を置く、除染

がある。
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また、それらのストックを基に、都市間がどの

北米

１６

１１．８％

ように結合しているのか、航空流動・生産者サー

欧州

２４

１７．７％

ビスや多国籍企業の本社や支社の企業内人的流

中近東

１３

９．６％

動などフローの面から都市の結節性（ノード）を

アジア太平洋

５４

４０．０％

明らかにする研究がある。藤本（2017）は、金融

南米

１５

１１．１％

面の量的規模に着目し、世界主要 50 都市（カイ

アフリカ

１３

９．６％

１３５

１００．０％

ロも含む）を対象に比較分析をおこなった。その

合 計

結果、東京をみると、国民経済規模に応じた国内

出所：ATKearney (2018) “ 2018 Global Cities

金融の中枢管理機能立地が集中する一方で、国際

Report ” をもとに作成。

金融の中枢管理機能は、グローバル競争の中で、

注：2018 Global Cities Report の調査対象となっ

新興国の国民経済規模増大・都市国家の地域経済

ている 135 都市を対象としている。

規模の増大により、東京のポジションが相対的に
低下したことを指摘した。

この中で、アフリカ・中近東の都市で、ランキ

持続可能性を考慮する上で、グローバル都市の

ングの対象となっている都市の一覧が表２、表３

成長を、国内要因と国際要因に区分することは、

に示されている。エジプトのカイロは、AT カニー

重要である。一般的に、世界恐慌、アジア通貨危

社が、ランキングを公表しはじめた当初から、ラ

機、リーマンショックなどグローバルな影響を与

ンキングに入っている。

える事象の、変動を受けにくい前者と、逆に大き
く影響を受ける後者とを区分することで、持続可

図表２ アフリカの世界都市

能性について考えていきたい。

都市名

（2） 研究対象地域

Abidjan アビジャ

既存のグローバル都市論の研究枠組みから、エ

ン

ジプトを対象として、カイロ・アレキサンドリア

Accra アクラ※

などの都市の変動と、その要因を、国内外に分け

Addis Ababa アジ

てから考察する。用いるデータは、各種シンクタ
ンク、グローバル都市論のランキングや、OECD、
IMF、エジプト政府が発表する資料である。

Cape Town ケ ー
プタウン

一般的に言われるグローバル都市は、シンクタ

Casablanca

ンクなどの独自の集計によりランキング化され

カサブランカ

ている。シンクタンクである AT カーニー社によ

Johannesburg ヨ

るランキングでは、アフリカと中近東も、それぞ

ハネスブルグ

れ 13 都市で、合計２６都市が調査対象となって

Khartoum

いる。全体に占める比率は、19.2%である。エジ

ハルツーム※

プトは、このうち中近東に含まれている。
地域

グローバル都市の地域別構成（2018）
対象都市数

Alexandria
アレクサンドリア

3．研究結果・論文執筆状況

図表１

ス・アベベ※

比率（％）
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Kinshasa
キンシャサ※

国名

順位

コートジボワール

９０

ガーナ

９２

エチオピア

１０７

エジプト

１１９

南アフリカ

７３

モロッコ

９７

南アフリカ

５３

スーダン
コンゴ

１２
９
１０４

Lagos ラゴス
Luanda ルアンダ
※
Nairobi ナイロビ
※
Tunis チュニス※

ナイジェリア
アンゴラ

８３

の中核・反周辺、２次都市の中核・半周辺と、都

１２

市を４階層に区分しているが、中近東・アフリカ

６

では、この世界都市間結合のネットワークに加わ

ケニア

７６

チュニジア

９６

っている都市は、南アフリカのヨハネスブルグの
みであった。しかし、Taylor, Peter J.（2004）で
は、アフリカ大陸の都市は、７都市が分析対象と
されている。行政・企業・研究機関による諸統計

出所：図表１に同じく。

が整備されてきたという面もあるが、アフリカの
都市自体が、成長してきた面もある。その成長は、

図表３ 中近東のグローバル都市

Abu Dhabi
アブダビ
Ankara アンカラ
Baghdad バ グ ダ
ッド
Cairo カイロ
Doha ドーハ
Dubai
ドバイ
Jeddah ジェッダ
Kuwait City
クウェート
Manama マナーマ
Muscat マ ス カ ッ
ト

国名

順位

成長のように投資主導型であることが戦後のケ
アラブ⾸⻑国

６８

トルコ

７５

イラク

１２１

エジプト

６５

カタール

６３

アラブ⾸⻑国

２８

サウジアラビア

７４

クウェート

成長率と投資の対 GDP 比率をみると、
この中で、アフリカ側の統計を見てみると、表
４に示される通り、投資規模と経済成長の間には
相関関係が見られる。
図表４ 投資と経済成長率の関係
16
14

７７

バーレーン

１００

オマーン

１０９

サウジアラビア

６６

Tehran テヘラン

イラン

９４

ブ

ースでは多いが、アフリカ諸国の 2014 年の経済

12

Riyadh リヤド

Tel Aviv テルアビ

途上国の場合は、国民経済の成長は、NIES の

イスラエル

GDP growth %

都市名

国内的要因と国際的要因によって分けられる。

Equatori
al Guinea

Angola

10

Chad

Sierra
Leone

8
6

São
Tomé
and
Príncipe

4
2
0

0

20

40

60

Investment as % of GDP

５７

出所：OECD(2014)を基に作成。

出所：図表１に同じく。

図表４は、各国別の投資比率に関する統計であ
るが、アフリカ全体で見た場合の、海外からの流

シンクタンクによる都市格付に先行し、
1980 年

入における内訳を表しているのが、図表５である。

代から、世界都市論は、経済地理学分野・都市地

線グラフは、国際収支における収入の対 GDP 比

理学分野で、すでに言及されてきたが、

率を表しているが、この比率は、2006 年の 12.3%

Friedmann（1986)の世界都市仮説では、１次都市
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をピークとして、2014 年には 9.3%と低下してい

たが、今後は、グローバル都市の拠点となってい

る。その点から、国際的要因による経済成長の寄

る国をピックアップし、それらの国家と、都市成

与は横ばい、もしくは若干低下していると読み取

長が、どのように関連しているのかを明らかにす

れるものの、投資の絶対額そのものは、増加して

る、グローバル都市論のアプローチに加え、行政

いる。
2014 年で約 604 億米ドルにのぼっている。

がどのように企業の立地に影響を与えるのかと

ただし、それに近い額で、海外送金（約 671 億米

いう、行政・企業関係論のアプローチからも、ア

ドル）
、ODA（552 億米ドル）も計上されている。

フリカ諸国の都市成長の要因を明らかにしてい

このことから、アジア NIES のように単純に、２

きたい。図表６に今後の計画を記しているが、ア

１世紀の経済成長は、投資主導型とは言えない構

フリカの国家を区分し、エジプト、ナイロビ、南

図がある。

アフリカなどアフリカでは高所得水準の国家に
おけるグローバル都市を対象として、今後の調査

図表 5 アフリカ大陸における海外からの資本流

を進めていく。

入と対 GDP 比率
図表６ 今後の現地調査の計
Current
USD, billion

% GDP

250

第1回

20%

調査時期

調査内容

2019 年 5-8 月

英語・アラビア語文
献調査

18%

200

第2回

16%

150

2019 年 9 月

ル都市（カイロ・ナイ

12%

ロビなど）の現地調

10%

100

査

8%
6%

50

アフリカのグローバ

14%

第3回

2019 年 11 月

学会発表

第4回

2019 年 12 月

発表内容の論文執筆

4%
2%

0

参考文献

0%

・Berhanu Abegaz (2018) “Industrial Development in

-2%

-50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(e) (p)

Africa”, Routledge.

-4%

・OECD (2014) “African Economic Outlook 2014 ”,

Remittances

OECD publishing.

Official development assistance

・Peter J. Taylor, Ben Derudder (2003) “ World

Portfolio investments

City Network: A Global Urban Analysis ”,

Foreign direct investments

Routledge;.

% GDP

・土屋一樹「エジプトにおける海外直接投資と企
業の海外進出」『中東企業の国際事業展開（土

出所：図表 4 に同じく。

屋一樹編）調査報告書』アジア経済研究所。
・藤本典嗣（2017）
「グローバル都市システムにお
ける東京の地位変遷―金融面からの検証を中

４．今後の計画

心にー」
『経済地理学年報（経済地理学会）』
63-4、18-28 。

国民経済レベルで、経済成長の国際性をみてき
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平成 30 年度国際共生社会研究センター 研究概要

アフリカ・アジアにおけるインフォーマルな都市化に関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員
小野

悠

Research on Informal Urbanism in Africa and Asia
包括的開発が焦点となっている。

1. 研究の背景と目的（はじめに）
現在、アフリカは世界で最も急速に都市化が進

ここで地域住民の居住環境改善の取り組みの前

行している地域である。都市に住む人口の割合は

提となる住民間の関係性を醸成する場としてパ

1960 年にはわずか 15%であったが、2010 年まで

ブリックスペースの役割が期待される。インフォ

に 40%に増加し、2050 年までには 60%になると

ーマル市街地は住民自らの手で自生的に形成さ

予想されている。このような急激な都市化にもか

れたが故に、地域の固有の文化を反映し、人々の

かわらず、都市計画は経済・行政の中心地区や富

暮らしに根ざした空間が形成される場でもある

裕層が居住する住宅地区など都市の一部で機能

（写真 1, 2）
。道路では露天商が商いを営み、路地

しているにすぎない。そのため、正規の土地所有

裏では子どもたちが駆け回り、水汲み場では女性

権がない、あるいは正規の開発許可手続きに則ら

たちの井戸端会議が行われ、広場は葬式や結婚式

ずに開発されたインフォーマル市街地に都市人

の会場となるなど、パブリックスペースでは人々

口の 30～70%が居住している。Berner（2000）

の暮らしに根ざした様々な活動が展開され、住民

によると新規に建設される住宅の 85%が無許可

間の社会的関係性が自生的に生成・進化する場と

であり、アフリカの市街化プロセスの大部分が都

なっている。一般に、政府やデベロッパーによる

市計画の枠外で生じている。また、一般的にスラ

計画や規制がないインフォーマル市街地では、パ

ムと呼ばれる貧困層が居住する劣悪な環境の市

ブリックスペースは開発圧力の下で容易に失わ

街地だけでなく、中高所得層の住まいもまた都市

れると考えるのが自然であるが、実際にはさまざ

計画の枠外で形成されており、アフリカでは社会

まなタイプのパブリックスペースが形成・維持さ

的・経済的階層を超えたインフォーマルな都市化

れ、人々の生活や生業、交流の舞台となっている。

が進行していると言えよう。

これは、パブリックスペースを形成・維持する何

ところで、インフォーマル市街地は未確定な土

らかの制度が、住民間の社会的関係性の中で生

地権利、脆弱な建築構造、道路舗装・水道・排水

成・発達し、機能していることを示唆する。また、

等の基本的な生活インフラ・サービスの未整備な

著者のこれまでの調査経験から、インフォーマル

ど多くの問題を抱えているが、近年、政府やデベ

市街地ではパブリックスペースが確保されてい

ロッパーによる正規の住宅供給が決定的に不足

るものの、自然発生的に生成し、共同体の規範に

する中で、拡大する住宅需要の受け皿として機能

よって秩序が維持されているところ、住民組織が

しているという点においてインフォーマル市街

管理するところ、管理を外部委託しているところ、

地の役割が認められるようになっている。住民主

あるいは、パブリックスペースが計画的に形成さ

体の漸進的な取り組みによる居住環境改善を通

れたものの、ゴミが堆積したり、汚水が溜まるな

じて地域の経済的・社会的水準が向上するような

どして住民の利用が阻害されているところなど、
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2．研究対象地

多様な管理・運営の実態が見られる。

（1）ナイロビの概要

以上から、本研究の問いは、インフォーマル市
街地におけるパブリックスペースがどのように

ケニアの首都ナイロビは東アフリカにおける

形成され、管理・運営されているのか、また、そ

第３次産業の中心地として発展してきた。
1963 年

のようなマネジメント機能がいかなる住民間の

の独立以来、人口増加率は年平均約５%を維持し、

社会的関係性の中で生成・進化してきたのか、と

現在、314 万人（2009 年）の人口を抱える中核的

いう点にある。また、パブリックスペースが人々

な大都市である。同都市は、図 1 に示すよう、中

の生活や生業、交流の舞台となり、人と人との関

高所得層の居住するフォーマル市街地が広がる

係性を醸成するなど空間的媒介としていかなる

西と、低所得者層の居住するインフォーマル市街

役割を果たしているのか、空間が有する社会的機

地が広がる東というように、所得水準に基づいた

能について検討する。本研究は、急激な都市化が

空間的な分離が見られる。とくに住宅地のわずか

進むケニアの首都ナイロビを対象に、インフォー

5.2%を占めるスラムには人口の 55〜60%以上が

マル市街地におけるパブリックスペースのマネ

居住するなど、住宅需要の重要な受け皿になって

ジメントと社会的機能の実態を明らかにし、両者

おり、50,000 人/㎢を超す極めて高密度な住環境

の関係性を検討することを目的とする。その上で、

を形成している。

パブリックスペースのマネジメントのあり方の

（2）ムクル・クワ・ンジェンガの概要
本研究では、ナイロビの主要なインフォーマル

示唆を得たい。

市街地のひとつであるムクル・クワ・ンジェンガ
を調査対象地として選定した（図 1）
。ナイロビ中
心部から約 18km に位置し、現在、面積 1 ㎢に約
15 万人が居住しているとされる。植民地期は白人
入植者が所有する大規模農場であったが、後に政
府が買収して産業地区となり、大部分の土地が
1980 年代に民間個人に売却された。購入者の多
くは投機目的で土地を所有し、開発を行わずに放
置していたため、就業機会や手頃な住まいを求め
て農村からやって来た人々が占有を始めた。
写真 1 子どもたちの遊び場

ムクル・クワ・ンジェンガは８ビレッジで構成
される。1950 年代に居住が始まったサイザルに
続いて 1990 年代にはミリマニ、ベトナム、ゾー
ン 48（北部）が、1998～2000 年にかけてジュア
カリ（ベトナム内）
、ゾーン 48（南部）
、リアラ、
ワペワペ、モトモト、MCC の開発が始まった。こ
れらの中にはトタンでできた掘建小屋が雑然と
立ち並ぶビレッジもあれば、コンクリート造高層
集合住宅が整然と立ち並ぶビレッジもあり、異な
る開発形態が混在する。ナイロビでは一般的に土
やトタンでできた仮設の建物が立ち並ぶ市街地
はスラムと呼称されるが、ムクル・クワ・ンジェ

写真 2 家事をしながら井戸端会議
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図 1 調査対象地の概要
ンガ内には一般的に呼ばれるところの“スラム”

b.パブリックスペースの抽出

だけでなく、コンクリート造の恒久的な建物が立

道路、路地、広場、オープンスペース、水場、市

ち並ぶ“都市的な”市街地も混在している。本稿

場といったパブリックスペースを抽出する。

では、これらを正規の開発手続きを経ていないと

（2）パブリックスペースのマネジメントに関す

いう点からまとめてインフォーマル市街地とし

る実態把握

て研究対象地とする。

調査地において、

（1）で抽出した個別のパブリックスペースにつ
いて、住民リーダーや近隣住民、パブリックスペ
ースの管理・運営者に対して下記項目のヒアリン

3．調査概要

グを行い、マネジメントの実態を明らかにする。
a.形成経緯

本調査は執筆段階で未実施のため、予定してい

パブリックスペースが形成された経

る調査内容について記述する。まず、調査期間は

緯を把握する。宅地の残地として自然発生的に生

2019 年 2 月 5 日〜10 日の 6 日間、調査は以下に

成したのか、あるいは、計画的、意図的に形成さ

示すように (1)パブリックスペースの抽出、(2)パ

れたのか。また、誰がどのような形で形成に関わ

ブリックスペースのマネジメントに関する実態

ったのか。関連する文献資料や航空写真も用いて

把握、(3)パブリックスペースの社会的機能に関す

形成経緯を明らかにする。

る実態把握、(4)まとめ、の順に進める。

b.土地所有の所在

（1）パブリックスペースの抽出

有者を明らかにする。法的な所有者のみならず、

a.形成経緯の把握

法的な所有権を持たず土地を占有する者につい

調査地の形成経緯を把握する

ても把握する。

ため、住民リーダーへのヒアリングを行う。
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パブリックスペースの土地所

c.管理・運営方法

パブリックスペースがいかに

を有するアフリカ都市やアジア都市のインフォ

日常的または非日常的に管理・運営されているの

ーマル市街地においても同様の調査を実施する

かを明らかにする。管理・運営者の属性・活動目

ことで、インフォーマルな都市化が進むアフリ

的、管理・運営の内容（清掃や排水、盛り土など）
、

カ・アジアにおけるパブリックスペースのマネジ

管理・運営費の調達方法について具体的かつ詳細

メントと社会的機能の関係性を体系的に明らか

に明らかにする。

にし、インフォーマル市街地の包括的開発に向け

（3）パブリックスペースの社会的機能に関する

た空間的媒介としてのパブリックスペースのあ

実態把握

り方の示唆を得ることができると考える。

（1）で抽出した個別のパブリックスペースにお
ける日常的または非日常的な利用や交流の実態
について把握を行い、空間が有する社会的機能を

参考文献

明らかにする。

1) Berner, E.: Learning From Informal Markets:

a.日常的な利用

Innovative Approaches to Land and Housing

パブリックスペースを利用する

Provision, 2000

個人またはグループに対して利用行動に関する

2) 小野悠, 城所哲夫: インフォーマル市街地にお

アンケート調査を実施し、空間の利用実態を把握

ける開発形態の特質 ナイロビのインフォーマ

する。
b.日常的な交流

さらに、パブリックスペースを

ル市街地における空間マネジメントに関する

利用するグループに対しては、グループおよびそ

研究（１）, 日本建築学会計画系論文集, 第 83

のグループ内の人に対してグループの属性（民

巻第 743 号, pp.83-91, 2018

族・出身州・性別・来訪距離・居住年数・住宅タ

3) 梶原悠, 城所哲夫: アフリカ都市におけるイン

イプ）
、グループ間の関係性（他に何グループ利用

フォーマル市街地の形成と土地制度の特質に

しているか・周囲のグループの認知・周囲のグル

関する研究 -ナイロビ、ルサカ、ダカールを事

ープとの会話の有無）に関してアンケート調査を

例に-, 日本都市計画学会学術研究論文集 48-3,

実施し、交流場所としての空間の特徴を把握する。

pp.225-230, 2013.10

c.非日常的な利用

本稿の第 2 章は文献 2 及び文献 3 に加筆・修正し

地域の祭りや葬式、結婚式、

たものである。

選挙活動、宗教活動など、オープンスペースの非
日常的な利用について、住民リーダーや近隣住民
にヒアリングを行い、一年を通じてどのような利
用があるのかを把握する。
（4）まとめ
最後にまとめとしてパブリックスペースのマ
ネジメントと社会的機能の実態についてそれぞ
れ特徴と傾向を把握した上で、両者の関係性につ
いて類型化を行い、パブリックスペースマネジメ
ントのあり方に資する知見を得る。
４．今後の展開
今年度はナイロビのインフォーマル市街地で調
査を実施するが、異なる都市化動向や歴史的背景
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Ⅰ．設立主旨と研究総括

9

10

「これまでの成果と今後の展望」
東洋大学国際共生社会研究センター
センター長 北脇 秀敏
1. センターの経緯
東洋大学国際共生社会研究センターは、文部科学省の私立大学学術研究高度
化推進事業であるオープン・リサーチ・センター整備事業として平成 13 年度に
当初５年間の予定で国際地域学研究科に設置された。その５年間に開発途上国
（タイ、バングラデシュ、東ティモール、ベトナム、カンボジア、フィリピン、
ウズベキスタン、中華人民共和国内モンゴル自治区等）や日本国内各地のフィー
ルドにおける調査研究、ニュースレターの発行による情報発信、公開講座や海外
の著名人を招いての国際シンポジウムの開催、研究員の分担執筆による書籍の
発行など多角的な研究活動を続けて来た。平成 18 年度から活動継続が同省より
認可された。平成 22 年度からセンターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略
的研究基盤形成支援事業として採択され 26 年度まで実施してきた。平成 27 年
度からは、センターのこれまでの知見や経験を活かし拠点形成を拡大させてい
く活動計画が再採択され、さらに５年間の予定で新たに始動した。以下、便宜的
に平成 13 年度～17 年度を「第一期」、平成 18 年度以降から終了に至る 20 年度
までを「第二期」、平成 22 年度～26 年度までを「第三期」、平成 27 年度から終
了に至る令和元年度までを「第四期」と称してその活動を紹介する。
2．センターの目標と研究プロジェクト
センターの活動内容については発足当初から「研究者の養成、高度専門職業人
の養成、研究成果の公開」を目標に第一期・第二期を通じて一貫した活動を行っ
て来ている。第三期からは、これに加えて、
「研究拠点形成」を新たな目標とし
活動している。研究プロジェクト・研究グループに関しては第一期、第二期にお
いて当初の目的を達したテーマや、新しくニーズが生じた研究テーマ等を考慮
して第三期に大きく改変を行った。その概要を以下に示す。
センター発足時の第一期には研究プロジェクト３本を設定した。すなわち「プ
ロジェクト１：アジア大都市圏地域を対象とした定住環境の形成・整備」、
「プロ
ジェクト２：環境共生社会論の体系化」、
「プロジェクト３：地域開発データベー
スと計画作成・評価支援シミュレータの開発・整備」を平行して研究を進めてき
た。
これに対し第二期ではよりセンターの活動の統合性を持たせるためにプロジ
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ェクトを１本とし、新たなプロジェクト「環境共生社会の形成方策とその新たな
展開」の下に課題・研究グループを置いた研究体制としている。すなわち第一期
の３つのプロジェクトを「課題１：環境共生社会の形成方策の研究」として集約
し、これまでの研究路線を継承してさらに深く研究している。課題１の中には環
境共生社会形成手法の基礎的な研究を行うグループと、個々の課題を応用的に
研究するグループに分けて効率的な研究を進める体制をとっている。これに加
え、第二期の新課題として「課題２：国際共生社会形成のための新たなパラダイ
ムに関する研究」を設定し、複雑さを増す国際社会において対応を迫られる重点
要支援段階の国々や重点要支援地域に関する研究を行っている。すなわち昨今
の世界情勢から必要性が増している「紛争集結国などの変遷・移行期における共
生社会実現のための研究」に加えて「重点要支援地域における共生社会実現のた
めの研究」においてアフリカ地域の支援や途上国の農村開発に関する研究を行
った。
平成 21 年度は同事業の実施期間終了に伴い一時活動を休止したが、平成 22
年度になり、センターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支援
事業として採択され、５年間の予定で新たに始動した。新たな研究テーマは「ア
ジア開発途上地域における内発的発展支援手法の開発」であり、このテーマのも
と「研究拠点を形成する研究」の研究観点からアジア諸国を中心とする国内外の
研究拠点の形成と連携とに重点を置いた活動を行った。より具体的には、開発途
上国を自立的に発展させるためには先進国からの外部援助に頼る構造から脱却
し、途上国内部の人的・物的資源を活用した内発的発展の考えに基づくことが重
要であり、第三期センターはその支援手法を開発・実践することを主目的とし
た。第三期センターには常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研
究助手、事務局員等から構成され、３つの研究サブグループがあった。これらの
組織を中心に、センターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国
際シンポジウム／ワークショップを毎年開催し、また国内に向けた市民や実務
者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ
ースレターの発行、年次報告書の発行を行った。最終的には、アジアにおける内
発的発展の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展支援の実施、
研究成果の社会への還元などを実施した。
第四期センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにおける地域に根ざし
たグローバル化時代の国際貢献手法の開発」のもと「研究拠点形成する研究」の
観点からアジア・アフリカ諸国を中心とする国内外の研究拠点の形成と連携と
に重点を置いた活動を行う。さらに途上国協力においてポスト MDGs の新たな
指標となる、持続可能な開発目標（SDGs)の実施に向けた国際貢献のあり方に関
する研究と実践とを行うことを目標としている。研究対象地域も従来から活動
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してきたアジア地域にアフリカ地域も加え、グローバル化時代に即した内発的
発展を社会インフラの充実を通して実現する普遍的手法の開発を目指している。
センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、事
務局員等から構成され、３つのテーマを持っている。これらの組織を中心に、セ
ンターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国際シンポジウム／
ワークショップを毎年開催する予定としている。また国内に向けた市民や実務
者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ
ースレターの発行、年次報告書の発行を行う。さらにアジア・アフリカにおける
SDG 支援や国際貢献の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展
支援の実施、研究成果の社会への還元などを構想している。
3. 拠点形成
当センターは、当該テーマに関するアジア地域の研究拠点形成を推進する目
的から、平成 23 年度において、バングラデシュ工科大学、タイ国・コミュニテ
ィ組織開発機構との学術交流協定を締結した。平成 24 年度においては、インド
ネシア国シア・クアラ大学付属津波災害復興研究センターと学術交流協定を締
結した。平成 25 年度においては、河南科技学院と学術協定を締結。平成 26 年
度は、四川大学香港理工大学災后重建与管理学院（中国）との学術交流協定を結
んだ。
4. 人事
（１）センター長
センターは東洋大学大学院国際地域学研究科に本拠を置くため、センター長
は原則として国際地域学研究科内の者が担当している。すなわち第一期は松尾
友矩（現常務理事、発足当時国際地域学研究科委員長）、第二期、第三期、第四
期は北脇秀敏（現副学長）となっている。
（２） センター研究員
センターの研究員数の変化は以下の通りである。
・平成 13 年度に国際地域学研究科の 12 名（藤井、赤塚、北脇、坂元、山下、
小浪、長濱、中嶋、古田、橋本、松尾、金子）で発足。
・平成 14 年度に国際地域学専攻から１名（高橋）、国際地域学部より１名（安）
を追加、計 14 名。平成 14 年度末をもって２名（赤塚、中嶋）退職。
・平成 15 年度に国際地域学専攻から３名（池田、太田、久留島）、国際観光学専
攻から２名（薄木、佐々木）追加、国際観光学科より１名（松園）追加、計 18
名。平成 15 年度末をもって２名（小浪、山下）退職。
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・平成 16 年度は研究員の構成に変化なし。
・平成 17 年度末をもって２名（古田、佐々木）任期終了。
・平成 18 年度に国際地域学専攻から３名（吉永、張、中挾）追加 計 16 名。
・平成 19 年度に国際観光学専攻から２名（堀、東海林）追加 計 18 名。
・平成 20 年度に国際観光学科から１名（松本）追加 計 19 名。
・平成 22 年度に国際地域学専攻から１名（稲生）追加 計 20 名。
・平成 23 年度末をもって２名（秋谷、川澄）退職。平成 24 年度に国際地域学
専攻から１名（岡村）、国際地域学部から１名（眞子）追加。
・平成 24 年度末をもって２名（松園、吉永）退職。平成 25 年度に国際地域学
研究科より松丸、藪長、国際観光学科から１名（金）追加 計 21 名。
・平成 25 年度末をもって２名（金子、薄木）退職。平成 26 年度に国際地域学
研究科より２名（志摩、中島）、国際観光学科から１名（藤稿）追加。
・平成 26 年度のメンバーは以下の通り。国際地域学研究科より荒巻、安、池
田、稲生、岡村、北脇、久留島、坂元、髙橋、張、バレスカス、藤井、国際
地域学部より眞子、国際観光学科より薄木、島川、古屋、堀、金 計 19 名。
・平成 27 年度からは以下の通り、メンバーを再構成した。国際地域学研究科
より荒巻、岡村、岡本、北脇、バレスカス、松丸、藪長、志摩、坂元、杉
田、島川、藤稿、徳江、堀、国際地域学部より花田、眞子、金 計 17 名。
・平成 28 年度末をもって２名（金、バレスカス）退職。平成29年度に国際学
部から３名（柏崎、沼尾、藤本）、経営学部から１名（石井）、情報連携学
部から１名（花木）追加。１名（杉田）退職。計18名。
・平成29年度末をもって１名（坂元）退職。平成30年度に国際学部から１名
（中村）、国際観光学部から１名（永井）追加。計19名。
・平成30年度末をもって３名（石井、永井、堀）退職。計 16 名。

（３） 研究助手
研究助手は１名を常時採用している。現在までの研究助手は以下の通りであ
る。
・平成 14 年４月～平成 14 年９月：薬袋奈美子（平成 14 年 10 月より福井大学
工学部建築建設工学科）
・平成 15 年４月～平成 16 年３月：國分圭介（平成 16 年４月より国際経済労働
研究所）
・平成 16 年４月～平成 17 年３月：近藤久洋（平成 17 年４月より東京国際大学
国際関係学部）
・平成 17 年４月～平成 19 年３月：伊藤徹哉（平成 19 年４月より立正大学地球
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環境学部講師）
・平成 19 年４月～平成 20 年３月：松本尚之（平成 20 年４月より本学国際地域
学部助教）
・平成 20 年４月～平成 21 年３月：高林陽展（平成 21 年４月より学術振興会特
別研究員）
・平成 22 年８月～平成 25 年３月：高林陽展（平成 25 年４月より清泉女子大学
文学部史学科講師）
・平成 25 年４月～平成 27 年３月：岡崎匡史（平成 27 年４月より麗澤大学）
・平成 28 年４月～令和２年３月：眞子岳（令和２年３月より一般社団法人サス
テナブリッジ）
（４）ＲＡ（リサーチ・アシスタント）
平成 15 年４月、当センターが母体とする東洋大学大学院国際地域学研究科に
博士後期過程が発足したのを受けて、博士後期課程の大学院生をＲＡとして採
用してきた。在職者は以下の通り。
・平成 15 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野
・平成 16 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵
・平成 17 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、湯
・平成 18 年度：七五三木、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、洪
・平成 19 年度：七五三木、矢光、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、周、田
・平成 20 年度：蔵、王、川澄、周、申、吉田、小早川、金、其、劉
・平成 22 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田
・平成 23 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田、張、付
・平成 24 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew
・平成 25 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan
・平成 26 年度：貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan
・平成 27 年度：貫、Hoang Le Quan、Thapa Sakhila、井上
・平成 28 年度：貫、Thapa Sakhila、井上、森、成實、Le Truc、加藤
・平成 29 年度：貫、Thapa Sakhila、井上、森、成實、Le Truc、加藤、Puri
Bhakta、松島、柴田
・平成 30 年度：Le Truc、Puri Bhakta、周、松島、柴田、湯浅
・令和元年度：Puri Bhakta、周、湯浅、薗畠、Paudel Sundar、柴田、Cherki
Mohamed Hamza、Nguyen Linh
（５）招聘外国人研究員
センターが海外の研究者との研究ネットワークを構築するために毎年外国人

15

研究員を１名招聘している。招聘者は以下の通り。
・平成 15 年度：バングラデシュ工科大学（バングラデシュ）の Dr. Mafizur
Rahman（環境工学部准教授）
・平成 16 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms. Yasmin
Suriansjah（建築学部上級講師）
・平成 17 年度：ディリ大学（東ティモール）の Mr. Martin Benjamin（土木工
学科専任講師）
・平成 18 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms.
Bernadetta Kwintiana Ane（工業技術学部上級講師）
・平成 19 年度：社会労働とコミュニティ開発調査相談センター（ベトナム）の
Ms. Ay My Tran（上級職員）
・平成 20 年度：ベトナム国立大学情報工科大学（ベトナム）の Dr. Nguen Phi
Khu（博士）、ウズベキスタン科学アカデミー水問題研究所環境医療・衛生研
究室長（ウズベキスタン）の Dr. Dilorom Fayzieva（医学博士）
・平成 23 年度：タイ・タマサート大学イノヴェーション・カレッジ プロジェ
クト・スペシャリストの Kanokrattana Netlomwong 氏
・平成 24 年度：インドネシア津波・災害対策研究センターの Dr. Muhammad
Dirhamsyah センター長
・平成 26 年度：ミャンマー連邦共和国畜水産村落開発省村落開発局の Dr.
Zarni Minn 副局長
・平成 28 年度：ジョモケニアッタ農工大学（ケニア）の Dr. Patrick G. Home
准教授
・平成 30 年度：サンパウロ総合大学（ブラジル）の橋本りか教授
（６）客員研究員
センターでは第二期より積極的に客員研究員を任命し、共同研究を行ってい
る。平成 18 年 10 月には（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐
在員である片山恵美子氏を客員研究員に任命した。平成 19 年までに招聘した外
国人研究員（６を参照）に加え、ベトナム国立大学情報工学大学の Dr. Nguyen
Phi Khu（科学運用・国際協力学部長）を任命した。
第三期においては、研究拠点形成の目的の下、客員研究員の積極的な任命を行
い、
（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在員である片山恵美子
氏、横浜国立大学教育学部准教授松本尚之氏、バングラデシュ工科大学教授 M.M.
ラーマン氏等を平成 22 年度に客員研究員に任命した。平成 23 年度においては、
大阪大学学際融合教育研究センター准教授松行輝昌氏、寧夏大学講師蔵志勇氏、
本学博士号取得者周慶生氏を任命した。平成 24 年度においては、本学博士号取
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得者其其格氏、劉励敏氏を任命した。平成 25 年度においては、本学客員教授金
子彰氏、本学博士号取得者劉蘭芳氏を任命した。平成 26 年度においては、早稲
田大学博士後期課程清水由賀氏を任命した。
第四期の初年度である平成 27 年度は、金子彰（東洋大学元教授）、松行輝昌
（大阪大学准教授）、Md. Mafizur Rahman（バングラデシュ工科大学教授）
、久
留島守広（東洋大学国際地域学部客員教授）、劉蘭芳（東洋大学博士後期課程修
了）、永井恵一（東洋大学国際地域学部国際観光学科産学連携観光人材育成プロ
グラム開発チーム研究員）、島野涼子（横浜国立大学博士課程後期修了）、矢田部
暁（一般財団法人国際観光サービスセンター主任研究員）を任命した。平成 28
年度は、伊地哲朗（元関西学院大学法学部准教授）を平成 29 年３月 31 日まで
任命した。村上淑子（元株式会社イー・アール・エス課長）、其其格（内蒙古自
治区社会科学院経済研究所）、劉励敏（浙江師範大学講師）、Heiko Fritz（リン
ネ大学講師）。平成 29 年度は藏志勇（寧夏大学）、岡田未来（国際協力機構）、杉
田映理（大阪大学）、マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス（東洋大学元教授）。
平成 30 年度は加藤聡（株式会社長大）、Thapa Sakhila（東洋大学大学院博士後
期課程修了）、岩崎真紀（筑波大学）、松藤康司（福岡大学元教授）、松本重行（独
立行政法人国際協力機構）、井上常史（東洋大学大学院博士後期課程修了）
、小野
悠（豊橋技術科学大学講師）、坂元浩一（ノースアジア大学教授、東洋大学国際
学部元教授）、呉海鍾（東洋大学国際学部非常勤講師）、朴美善（東洋大学国際学
部非常勤講師）。令和元年度は豊田良眞（東洋大学国際学部非常勤講師）、Pierre
Flamand（東洋大学大学院博士後期課程修了）、周慶生（鄭州師範学院副教授）、
眞子岳（一般社団法人サステナブリッジ）を任命した。
（７）事務局職員等
事務局の運営については、第一期、第二期、第三期、第四期を通してフルタイ
ムのアルバイト事務要員を通年で雇用し、適宜学生アルバイト等を追加雇用し
た。
5. 活動内容の概要
（１） 事務運営
これまで、センターの研究活動の運営を円滑に行うべく、週１回、研究員若干
名、研究助手および事務要員で構成される事務局会議を、また月１回、研究員、
研究助手、事務要員、大学教学課職員等で構成される全体会議を開催してきた。
なお「東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱」に記載されている「運
営委員会」とは、両会議の総称である。
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（２）研究プロジェクト
プロジェクトの目的に沿って研究員による海外調査や国内での資料収集等、
また外国人研究員、RA、研究助手等との共同作業による研究を継続して行って
来ている。詳細は当報告書第二部の通りである。
（３）研究成果の公表
①シンポジウムの開催
平成 14 年度～20 年度に各年１回ずつ開催してきた当センター主催の国際シ
ンポジウムは、国際共生社会に関する理解を深める場として定着している。平成
22 年 12 月にはセンター活動再開記念シンポジウム「アジアの内発的発展のた
めに」、平成 23 年 10 月には、国際シンポジウム「観光と内発的発展：持続可能
な観光地づくりを目指して」を開催した。平成 24 年７月には「アジア地域にお
ける震災復興と内発的発展」を開催した。平成 25 年７月には「ソーシャルビジ
ネスと内発的発展-カンボジアと世界の経験から-」を開催した。平成 26 年 10 月
10 日には、国際シンポジウム「国際開発と内発的発展」、平成 27 年度 12 月 11
日に、国際シンポジウム「グローバル化時代の国際貢献」を開催した。平成 28
年度 11 月 11 日に、国際シンポジウム「アフリカにおける開発と環境-技術と社
会の連携を目指した人材育成」を開催した。平成 29 年 11 月 25 日に、国際シン
ポジウム「国際的なネットワーキングによる広域的な人材を通した SDGs の実
現に向けて」を開催した。平成 30 年 11 月 23 日に、「アジアとラテンアメリカ
における SDGs の実現に向けて―日本とブラジルの絆」を開催した。令和元年６
月２日に、シンポジウム「開発途上国における生活環境改善による人間の安全保
障の実現」を開催し、令和元年 11 月 22 日に、シンポジウム「国際貢献と SDGs
の実現―持続可能な開発のフィールド」を開催した。
②研究成果物の刊行
平成 15 年度に図書『環境共生社会学』出版、平成 17 年度に続編『国際環境
共生学』を朝倉書店より出版、さらに平成 20 年８月には、３冊目となる『国際
共生社会学』を同書店より刊行した。平成 24 年度８月には『国際開発と環境―
アジアの内発的発展に向けて』を同書店より刊行した。平成 26 年９月には『国
際開発と内発的発展―フィールドから見たアジアの発展のために』を同書店より
刊行した。平成 29 年９月には『持続可能な開発目標と国際貢献―フィールドか
ら見た SDGs―を同書店より刊行した。令和元年 10 月には『国際貢献と SDGs
の実現―持続可能な開発のフィールド』を同書店より刊行した。
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③ワークショップ・公開講座の開催
センターの研究内容を広く一般に紹介するためのワークショップや公開講座
を毎年開催してきた。第三期初年度である平成 22 年度には、平成 23 年１月に
「都市整備のグリーン化に関するワークショップ」を開催した。同年９月には、
フィリピン・セブ市において「アジアのコミュニティー開発」、同年 10 月には
国際ワークショップ「観光と内発的発展：持続可能な観光地づくり」を開催した。
平成 24 年７月にはワークショップ「アジア地域における災害復興と国際協力」、
平成 25 年１月 29 日には「研究拠点ネットワーク化のためのワークショップ」
を開催し、前者では自然災害からの内発的な復興支援方法の開発を、後者では国
際的な研究拠点のネットワーク化について知見を深めた。平成 25 年７月 20 日
にはワークショップ「ソーシャルビジネスと内発的発展」、平成 26 年１月 28 日
には昨年度に引き続き「研究拠点ネットワーク化のためのワークショップ」を開
催した。平成 26 年 10 月 11 日には国際ワークショップ「国際開発と内発的発
展」を開催した。平成 27 年度１月８日には国際ワークショップ“Sustainable
Development and International Contribution for African Countries”を実施、
平 成 28 年 １ 月 29 日 に は 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ “Responsible Tourism for
Sustainable Development”を開催した。平成 28 年 10 月７日には「アジアにお
ける国際貢献手法の開発―ミャンマーにおける NGO の活動事例―」
、同年 11 月
14 日には国際ワークショップ“Toward International Collaborative Research
between JKUAT and TOYO”、平成 29 年２月 23 日には国際ワークショップ
“Sustainable Development and Tourism ―Case in Cambodia―”を開催した。
平成 29 年６月 24 日と 25 日には国際ワークショップ“ What Can We Do for
Sustainable Development? Sharing Experiences between Kenya and Japan” 、
同年７月４日には“Disaster Resilience and Recovery―Asian Experience and
Research Opportunities in Italy―”を開催した。平成 30 年３月７日から９日ま
でミャンマーにおいて“インレー湖における環境教育ワークショップ”を開催し
た。平成 30 年 11 月 29 日には、特別セミナー：SDGs と社会的包摂「社会的不
利な状況にいる人のエンパワメント」を開催した。令和２年１月 11 日には文京
区においてオープンセミナー「フィンランドの実践から学ぶ“孤育て”を防ぐ家族
支援」を開催した。令和２年２月６日にはミャンマーにおいてワークショップ
「ミャンマー連邦共和国インレー湖における環境保全と環境教育」を開催した。
④行事の共催・後援
平成 26 年 11 月８日と９日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された「く
らしの足をみんなで考える全国フォーラム 2014」を後援した。同年 12 月９日
にカンボジア・プノンペンで開催された「カンボジアセミナー」
（国際港湾交流
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協力会主催）を当センターは後援した。
平成 27 年 10 月 24 日と 25 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム 2015」を後援した。同年 11 月８日に開催されたワークショップ「ものづくり
と BOP ビジネスアイデア創出」を共催した。
平成 28 年４月 15 日「アジアにおける都市の水管理：その課題と可能性」、同
年 10 月 29 日と 30 日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された、「くらし
の足をみんなで考える全国フォーラム 2016」を後援した。
平成 29 年 10 月 28 日と 29 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム 2017」を後援し、同年 11 月 25 日と 26 日は国際開発学会第 28 回全国大会を
共催した。
平成 30 年 10 月 27 日と 28 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム 2018」を後援した。
令和元年５月 10 日は国際シンポジウム「サステナブルツーリズム：理想から
実現へ」を後援した。同年６月２日は「開発途上国の廃棄物処理における適正技
術」を共催した。同年 10 月 26 日と 27 日は「くらしの足をみんなで考える全国
フォーラム 2019」を後援した。同年 12 月７日と８日は国際会議「SDGs×適正
技術×アジア―持続可能な開発のための適正な技術選択に関する包括的フレーム
ワーク」を共催した。
⑤ニュースレターの発行
センター発足当初より、センターの研究報告やシンポジウム等の案内のため
にニュースレターを和文と英文で交互に作成し、国内外の専門家等にセンター
の活動内容を紹介している。
⑥ホームページの運営
センターの活動を紹介・公表する目的で平成 14 年度にホームページを立ち上
げ、第四期の初年度にあたる平成 27 年度は、英文サイトを構築、全面的にリニ
ューアルした。毎年度、最新情報を掲載・更新している。
（４）センター活動の外部評価
センターでは学内外の有識者に委嘱し、外部評価委員会を組織している。評価
委員会は年１回開催され、センターの運営に対してアドバイスを行う諮問機関
としてその任に当たってきた。
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Ⅱ．研究組織
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東洋大学

国際共生社会研究センター研究員

名前 Name

専門分野／Profession

国際貢献（テーマコーディネーター：松丸亮）

◎

荒巻 俊也
Shunya ARAMAKI

都市環境工学
Urban and Environment Engineering

岡村 敏之
Toshiyuki OKAMURA

都市計画
Urban Planning

岡本 郁子
Ikuko OKAMOTO

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

柏﨑 梢
Kozue KASHIWAZAKI

都市計画
Urban Planning

藤稿 亜矢子
Ayako TOKO

自然環境学
Natural Environmental Studies

沼尾 波子
Namiko NUMAO

経済学、経済政策
Economics, Economic Policy

松丸 亮
Ryo MATSUMARU
藪長 千乃
Chino YABUNAGA

災害マネジメント
Disaster Management
社会保障・地域福祉
Social Policy, Comparative Welfare State

持続可能なビジネス（テーマコーディネーター：北脇秀敏）
◎

北脇 秀敏
Hidetoshi KITAWAKI

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

島川 崇
Takashi SHIMAKAWA

観光学
Tourism Study

徳江 順一郎
Jun-ichiro TOKUE

ホスピタリティ・マネジメント
Hospitality Management

花木 啓祐
Keisuke HANAKI

環境学、環境動態解析、環境影響評価・環境政策
Environmental policy and environmental impact assessment

インクルーシブ・アフリカ（テーマコーディネーター：志摩憲寿）
◎

志摩 憲寿
Norihisa SHIMA

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

中村 香子
Kyoko NAKAMURA

文化人類学
Anthropology

花田 真吾
Shingo HANADA

比較・国際教育学
International Comparative Education

藤本 典嗣
Noritsugu FUJIMOTO

経済学、経済政策、都市システム
Economics, Economic Policy, Urban System

注） ◎ テーマコーディネーター
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名前 Name

専門分野／Profession

客員研究員/Visiting Researcher
金子 彰
Akira KANEKO
松行 輝昌
Terumasa MATSUYUKI

都市と複合した交通インフラ開発による新たな国際貢献方策の研究
A study on new contribution method on transportation infrastructure development
combined with urban development
アジア・アフリカにおけるソーシャルビジネスの比較制度分析
Comparative Institutional Analysis on the Sustainable Development through Social
Business in Asia and Africa

MD. Mafizur RAHMAN

バングラデシュにおける水供給に関する研究
Study on water supply in Bangladesh

久留島 守広
Morihiro KURUSHIMA

水素エネルギー社会へ向けたアジア諸国等との連携・共生の在り方
Research on International Regime for Climate Change

劉 蘭芳
Lan-Fang LIU

ア ジ ア 途 上 地 域 に お け る 国 際 観 光 交 流 振 興 に 関 す る 研 究 Research
on international sightseeing exchange promotions in Asian on developing area

島野 涼子
Ryoko SHIMANO

途上国 の防災能力強化に おける障 害者支援のあり方 に関する 研究 Study
on disability support in the ability for disaster prevention of the developing countries

矢田部 暁
Satoru YATABE

インバウンド・ツーリズム
Inbound Tourism

村上 淑子
Yoshiko MURAKAMI

水供給施設の普及が河川水質に与える影響についての検証
Study on Effects of Water Supply Facility Dissemination on River Water Quality

其其格
Qiqige

中国内モンゴル農村地域における水資源不足状況及び農牧民の家庭生計に与
える影響に関する研究 The Impact of Water Shortage of Agricultural and Pastoral
areas on the Livelihoods of Farmers and Herdsmen in Ineer Mongolia of China

劉 励敏
Limin LIU

中国における 6 次産業化による農業農村の活性化に関する研究
A study on Rural Activation by the Faculty of "Sixth Industry" in China

Heiko FRITZ

開発途上国における資源管理と地域経済統合に関する研究
Management and governance of natural resources and regional economic integration in
developing countries

Maria Rosario PiqueroBALLESCAS

途上国におけるジェンダーとコミュニティー開発に関する研究
Gender and Sustainable Community in Developing Countries

藏 志勇
Zhiyong ZANG

中国・寧夏における脱貧困の問題と対策に関する研究
Research on Anti-poverty Problems and Countermeasures in Ningxia of China

杉田 映理
Elli W. SUGITA

アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究 Research on Social
Development Related to Water, Sanitation and Hygiene in African Societies

岡田 未来
Miku OKADA

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

坂元 浩一
Koichi SAKAMOTO

アジア・アフリカにおける内発的発展に関する研究
Research on Inward Development in Asia and Africa

松藤 康司
Yasushi MATSUFUJI

福岡方式による埋立地の改善及び浸出水処理に係わる技術移転
Research on Waste Management in Developing Countries

小野 悠
Haruka ONO

アフリカ・アジアにおけるインフォーマルな都市化に関する研究
Research on Informal Urbanism in Africa and Asia

松本 重行
Shigeyuki MATSUMOTO
加藤 聡
Satoshi KATO

途上国における水道事業の経営改善と無収水削減に向けた望ましい国際協力
の研究 A Study on International Cooperation for Improvement of Water Supply
Utilities and Non-Revenue Water Reduction in Developing Countries
アジアの開発途上国における地域開発の手段としての PPP に関する研究
A Study on PPP as a New Means of Regional Development in Asian Developing
Countries
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岩崎 真紀
Maki IWASAKI

中東・北アフリカ、宗教学に関する研究
Research on Middle Eastern Studies and Comparative Region

Sakhila THAPA

ネパールの青少年教育のためのソーシャルネットワークサービスの分析
Research on Social Networking Service for Youth Education in Nepal

呉 海鍾
HaeChong O

環 境 共 生 都 市 開 発 に 向 け た 水 圏 環 境 再 生 に 関 す る 研 究 Research on
Hydrosphere Restoration for Environmental Symbiosis Urban Development

朴 美善
Meishan PIAO

北東アジア地域における共生的発展に関する研究
A Studies on Symbiotic Regional Development in Northeast Asia

井上 常史
Tsuneshi INOUE

ASEAN 地域を中心とした廃棄物環境問題の研究
Research on the Waste and Environmental Issues in and around ASEAN Areas

豊田 良眞
Lama BAHBOUH

多文化共生と市民参加に関する研究
Research in Multicultural Coexistence and Citizen Participation

Pierre FLAMAND

開発途上国における汚泥収集の最適化に関する研究―ベトナムの腐敗槽を中
心に A Study on Septage Management Efficiency in Developing Countries

周 慶生
Qing-Sheng ZHOU

ゴミ分別処理および再生資源化に関する研究
Research on Waste Separation Processing and Recycling

眞子 岳
Gaku MANAGO

開発途上国における安全な水供給に関する研究
A Study on Safe Water Supply in Developing Countries

リサーチアシスタント／Research Assistant
Puri BHAKTA

ネパールにおけるコミュニティー開発に関する研究
Community Development in Nepal

周 可
Ke ZHOU

中国における都市生活ゴミの削減・分別に対する国民の意識に関する研究
A Study on Public Awareness for Garbage Reduction and Separation in China

湯浅 岳史
Takashi YUASA
薗畠 ひとみ
Hiromi SONOHATA
Paudel SUNDAR
柴田 京子
Kyoko SHIBATA
Cherki Mohamed HAMZA

Nguyen LINH

開発途上国の湖沼を対象とした環境改善意思決定メカニズムの解明に関する
研究：ミャンマー国インレー湖を対象に
Study on Elucidation of the Environmental Improvement Decision-Making Mechanism
for Lakes in Developing Countries: A Case Study of the Inle Lake, Maynmar
熱帯地域における媒介動物の感染のモデル化に関する研究―廃棄物との関係
を中心に― A Study on the Vector Modeling of Infectious Diseases in Tropical Area:
Focusing on the Relationship with Solid Waste
日本の技術転換によるネパールでの適切な住宅構法の提案について
Proposition for Suitable Housing System in Nepal by Introducing the New Technology
from Japan
ミャンマーの農村開発における住民組織化に関する研究
Study on the Rural Development and Self-Organization in Myanmar
モロッコ都市部における廃棄物コンポスト化の費用便益分析にする妥当性の
検討 A Study on the Feasibility of Solid Waste Composting Through Benefit to Cost
Analysis Within the Context of an Urban Area of Morocco
廃棄物管理イニシアティブに関するコミュニティベース・アクションプランの
枠組み構築について：リサイクルモデルを通して
Establishing a Framework for Community Based Action Plan from a Waste
Management Initiative: A Collective Recycling Model

事務局/Secretary
板倉 由利子
Yuriko ITAKURA

事務運営
Secretary

注） ◎ テーマコーディネーター
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Ⅲ．2019 年度（令和元年度）活動記録
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1.

セミナーの開催

テーマ：開発途上国の廃棄物処理における適正技術
日 時：2019 年６月２日（日）
会 場：JICA 東京 セミナールーム
講演者：
・桜井国俊 氏（沖縄大学名誉教授）
・松藤康司 氏（福岡大学名誉教授）
・北脇秀敏 氏（東洋大学国際共生社会研究センター長、副学長）
参加者：約 100 名
2.

シンポジウムの開催

テーマ：開発途上国における生活環境改善による人間の安全保障の実現
日 時：2019 年 10 月９日（水）
会

場：東洋大学白山キャンパス 125 記念ホール

講演者：
・北脇秀敏 教授（東洋大学国際共生社会研究センター長、副学長）
・荒巻俊也 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・松丸亮 教授（東洋大学国際共生社会研究センター副センター長）
・中村香子 准教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・藤本典嗣 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・岡村敏之 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
参加者：約 200 名
3.

シンポジウムの開催

テーマ：国際貢献と SDGs の実現―持続可能な開発のフィールド
日 時：2019 年 11 月 22 日（金）
会

場：東洋大学白山キャンパス スカイホール

講演者：
・横山正 氏（独立行政法人国際協力機構 理事)
・北脇秀敏 教授（東洋大学国際共生社会研究センター長、副学長）
・内藤智之 氏（独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員）
・藪長千乃 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・柏崎梢 助教（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
参加者：約 200 名
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4.

国際会議の開催

テーマ：SDGs×適正技術×アジア―持続可能な開発のための適正な技術選択に関する包括的
フレームワーク
日 時：2019 年 12 月７日（土）
、８日（日）
会

場：東洋大学白山キャンパス 125 記念ホール

講演者：
・田中直 氏（特定非営利活動法人 APEX 代表理事）
・アントン・スジャルウォ 氏（ディアン・デサ財団ディレクター）
・エストレーラ・カタラータ 氏（SIBAT 代表）
・北脇秀敏 教授（東洋大学国際共生社会研究センター長、副学長）
・トゥリ・ムンプニ 氏（IBEKA 代表）
・レベッカ・マライ 氏（PRRM アドボカシー・開発協力ディレクター）
参加者：約 100 名
5.

オープンセミナーの開催

テーマ： フィンランドの実践から学ぶ“孤育て”を防ぐ家族支援
日 時：2020 年１月 11 日（土）
会

場：地域連携ステーション フミコム（文京区社会福祉協議会）

講演者：
・藪長千乃 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・ユハ・ホルマ 氏（ユヴァスキュラ大学教授）
・スサンナ・シッランパー 氏（ファミリーサポートセンター代表）
参加者：約 30 名
6.

ワークショップの開催

テーマ： ミャンマー連邦共和国インレー湖における環境保全と環境教育
日 時：2020 年２月６日（木）
会

場：ミャンマー国ニャウンシュエ

講演者：
・松丸亮 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・岡本郁子 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・藤稿亜矢子 准教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
参加者：約 50 名
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7.

調査・研究活動

(1)

岡本 郁子

平成 31 年４月 26 日～令和元年５月３日
目的：ミャンマー シャン州およびカヤー州山間部の土地利用に関する調査研究
場所：ミャンマー
(2)

眞子 岳

令和元年５月 16 日～23 日
目的：地下水ヒ素汚染の研究
場所：カンボジア
(3)

桜井 国俊

令和元年６月１日～３日
目的：研究打合せおよび第 6 回適正技術フォーラム出席
場所：沖縄→白山
(4)

松藤 康司

令和元年６月１日～６日
目的：研究打合せ、フォーラムへの参加
場所：福岡→白山
(5)

山本 匡位

令和元年６月２日
目的：第 6 回適正技術フォーラム 会場運営補佐
場所：幡ヶ谷
(6)

松丸 亮

令和元年６月 13 日～16 日
目的：国際開発学会への参加、および現地調査
場所：岩手県
(7)

志摩 憲寿

令和元年６月 18 日～30 日
目的：まちづくりに関する現地調査
場所：コロンビア
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(8)

柏﨑 梢

令和元年７月 13 日～14 日
目的：熊本震災復興に関する研究
場所：熊本県
(9)

北脇 秀敏

令和元年７月 21 日～22 日
目的：玉城町との協定、および現地調査
場所：三重県
(10)

眞子 岳

令和元年７月 21 日～22 日
目的：玉城町との協定、および現地調査
場所：三重県
(11)

花田 真吾

令和元年７月 29 日～８月 22 日
目的：SDGs に関する調査研究
場所：カナダ
(12)

眞子 岳

令和元年８月６日～14 日
目的：地下水ヒ素汚染に関する研究
場所：ミャンマー、カンボジア
(13)

中村 香子

令和元年８月６日～９月 18 日
目的：ケニア現地調査
場所：ケニア
(14)

岡本 郁子

令和元年８月 14 日～８月 24 日
目的：ナウルにおける経済開発に関する研究
場所：ナウル
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(15)

柏﨑 梢

令和元年８月 31 日～９月５日
目的：イタリア中部地震被災地であるイタリア中部の都市カメリーノを訪問し、カメ
リーノ大学の研究者と意見交換を行うとともに、カメリーノおよび周辺の小規
模集落にて聞き取り調査を行い、復興状況を確認する。
場所：イタリア
(16)

藤本 典嗣

令和元年９月 13 日～14 日
目的：日本計画行政学会 参加（ワークショップ報告）
場所：徳島県
(17)

薗畠 ひとみ

令和元年９月 14 日～15 日
目的：パナマ人カウンターパートとの研究打ち合わせ
場所：北九州市
(18)

眞子 岳

令和元年９月 14 日～19 日
目的：農村地域発展に関する研究
場所：三重県
(19)

Puri Bhakta

令和元年９月 16 日～10 月 15 日
目的：ネパールにおけるコミュニティ開発に関する研究
場所：ネパール
(20)

小野 悠

令和元年９月 18 日～10 月４日
目的：ルワンダの都市計画とインフォーマル市街地の開発動向に関する調査
場所：ルワンダ
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(21)

久留島 守広

令和元年 10 月 19 日～24 日
目的：国際エネルギー機関 IEA 主催・新エネルギー技術会議出席、及び欧州における
同技術動向・途上国への技術移転可能性調査他
場所：ドイツ
(22)

柴田 京子

令和元年 10 月 23 日～31 日
目的：ミャンマー農村における住民組織に関する調査実施
場所：ミャンマー
(23)

藤本 典嗣

令和元年 11 月 22 日～30 日
目的：再エネ電力事情に関する研究
場所：エジプト、ウクライナ
(24)

湯浅 岳史
令和元年 12 月 13 日～18 日
目的：インレー湖における現地調査（水質調査、流量観測等）
場所：ミャンマー

(25)

眞子 岳
令和元年 12 月 26 日～27 日
目的：玉城町の地域づくりに関する調査打合せ
場所：玉城町

(26)

眞子 岳
令和２年１月５日～６日
目的：ミャンマーワークショップに関する打合せ
場所：佐賀県
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第二部

研究報告

Ⅰ．国際貢献
Ⅱ．持続可能なビジネス
Ⅲ．インクルーシブ・アフリカ
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2019 年度国際共生社会研究センター 活動概要

活動概要

国際貢献

国際共生社会研究センター

1.

テーマコーディネーター（国際貢献）
大学院国際学研究科（国際学部）教授
松丸 亮

はじめに
東洋大学国際共生社会研究センター（センター）が「アジア・アフリカにおける地域に

根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開発」を全体テーマとして掲げ、「国際貢献」
がサブテーマの一つとなってから、本年度末で５年が経過し、文部科学省私立大学戦略的
研究基盤形成事業（戦略基盤）による活動が最終年度となった。また、センターは、本年
度より東洋大学重点研究研究プロジェクト資金（重点研究）を獲得し、本年度より 3 年間
の活動を行うこととなっている。本年度は、戦略基盤の最終年度であり、重点研究の初年
度であるため、各研究員は、昨年度までの研究の継続と発信、センター行事への協力とと
もに、戦略基盤の成果である書籍の執筆、次年度以降の研究計画の立案なども実施した。
国際貢献テーマグループとしての活動は、NPO 法人地球市民の会との共同で 2017 年度
より継続している「ミャンマーのインレー湖の住民参加型環境改善プロジェクト」（三井物
産環境基金による研究助成）に加え、
「2016 年イタリア中部地震からの復興に関する研究」
を行っている。ここでは、グループとしての活動の概要を示すとともに、各研究員の研究
状況の概要を示す（紙幅の都合により、客員研究員および RA の研究概要は割愛している）
。
なお、研究員・客員研究員・RA の研究状況の詳細は、本報告書の「各研究員からの報告」
部分に示している。
2.

国際貢献テーマグループとしての活動

① 「ミャンマー・インレー湖における環境悪化要因の分析と住民主体の参加型環境改善
手法の構築プロジェクト」
（三井物産環境基金による研究助成）
特定非営利活動法人地球市民の会（以下、TPA）と共同で実施中のプロジェクトで、本年
度が最終年度に当たる。3 年間の研究期間において、１）事業予定地であるインレー湖の環
境汚染の状況、環境改善にかかる住民意識を明らかにし、２）環境改善に係る全体ビジョ
ンおよび個別の改善目標を設定したうえで、３）インレー湖の環境改善対策にかかる住民
参加型で実践的な循環型環境改善手法の構築を目指すものである。
本年度は、インレー湖の状況を詳細に把握するため、ラボでの水質調査、各種機器（水
位計、気象観測装置など）の設置、初期水質シミュレーションなどを行った。これらの結

41

果は、来年度以降、査読付きの学会発表などの形にしていく予定であるため、本報告では
内容の詳細については省略としたい。結果の一部については、本年度すでに発表をしてお
り、それについては、湯浅 RA の研究報告を参考にされたい。
② 「2016 年イタリア中部地震からの復興に関する研究」
この研究は、昨年度より松丸研究員と柏崎研究員が国際貢献グループとしての活動とし
て実施しているものである。
今年度は、共同研究の成果が、都市計画学会誌に査読付き論文として掲載された。その
概要については、柏崎研究員の研究報告を参照されたい。
3.

各研究員の研究テーマと研究活動

 荒巻俊也 研究員
荒巻研究員は「低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究」をテーマ
に引き続き研究をおこなっている。具体的事例として、ハノイ市郊外やスリランカ・ゴー
ル市での水利用実態と適切な水供給インフラ形態の検討、ナミビアやフィリピンにおける
エコスクール事業による環境教育に関する研究、ボツワナのサファリ観光地における廃棄
物による環境影響とその改善に関する研究、ハノイ市およびセーシェルにおいて廃棄物の
適正処理に関する関係者の意識と行動の調査などを実施してきた。これらの成果のうち、
セーシェルの事例は、2019 年 7 月に富山で行われた土木学会地球環境シンポジウムにて公
表されている。
 岡村敏之 研究員
岡村研究員は、途上国のこれらの旅客輸送サービスに着目した研究を行ってきた。途上
国における都市交通計画の観点からの問題意識として、①貧弱な公共交通と歩行空間、②
スポット的高層高密度開発による都市発展、③私的交通と公共交通の革新、の 3 点があり、
これらを踏まえ、1）私的交通に依存しすぎない都市交通体系、2）私的交通から公共交通
への誘導方策、3）公共交通と徒歩をより重視した都市計画と交通計画の連携方策、を提示
することを研究目的としている。今年度は、
「ヨハネスブルグ近郊のハウトレイン駅周辺の
公共交通指向型開発（TOD）の現状と可能性」および「フィジー国ラウトカ市をケースス
タディとした途上国都市における駐車マネジメントの現状」についての研究を行い、その
成果は、ソウルで開催された Asian-Pacific Planning Societies 2019 にて公表されている。
 岡本郁子 研究員
岡本研究員は「途上国農村開発における住民組織化と地域社会」をテーマに主としてミ
ャンマーの農村を対象に研究を行っている。本年度は、国際貢献グループのとしての研究
活動であるミャンマー・インレー湖プロジェクトへ参画したことに加え、個人での研究活
動として「ミャンマー山岳地域の住民の生計戦略と土地利用の変化に関する研究」を行っ
ている。この研究では、近年のミャンマーにおける大きな経済変化に対して、山岳地域（チ
ン州およびシャン州）の住民がどのように土地を利用し、そして生計戦略を変えつつある
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のかを明らかにすることを目的としている。調査の結果、チン州では慣行的な土地利用が
継続する一方で、現金収入の必要性から換金作物栽培が急速に拡大していた。また、従来
にはあまりなかった土地権の移動（土地の売買や貸借）も拡大しつつあることがわかり、
これらが、現行のミャンマーの土地法制の下でどう保障されるかが今後問題になる可能性
があると指摘している。一方、シャン州では、経営面積がかなり小さくなることから、農
地の保有面積が小さい世帯は休閑期を設ける余裕はなく連作を行なわざるをえないこと、
農外・非農業就業機会が非常に限られているということが問題となっていることがわかり、
それが土地の収奪的利用につながっていることが推察される結果となった。
 柏崎梢 研究員
柏崎研究員は、もともと「アジア都市におけるコミュニティ開発およびガバナンスに関
する研究」をテーマに研究を進めていたが、2017 年度より、2016 年イタリア中部地震の被
災地において、被災コミュニティの再生に係る研究を行っている。イタリアでは、被災時
の緊急時対応として多くの調査研究がなされているのに対し、山岳地帯の広域にわたる長
期復興プロセスに関するものや、住民生活に直接関わる仮設住宅の展開を含む復興課題を
扱ったものが少ない。本年度は 2019 年 2 月および 8-9 月の調査の結果、１）中央と地方自
治体の関係、２）カメリーノにおける主体間の関係などを明らかにした。本研究の成果は
前述のように、都市計画学会誌に掲載されている。


藤稿亜矢子 研究員

藤稿研究員は「環境保全型ツーリズムの開発手法に関する研究」をテーマに研究を行っ
ている。藤稿研究員は、国際貢献グループのとしての研究活動であるミャンマー・インレ
ー湖プロジェクトにおいて、インレー湖の保全施策と周辺の観光産業との関連性調査を担
当するとともに、本年度は、カンボジアのエコツーリズムに関する研究を実施している。
カンボジアでは都市化の傾向が見られるものの、人口の約７割が農村に暮らしており、そ
の一方で、観光が国の長方形戦略の優先分野の一つとされ、地域社会に経済的利益をもた
らすことと環境保全においてエコツーリズムが果たす役割が期待されている。研究報告で
は、カンボジアにおけるコミュニティベースエコツーリズム（CBET）の現状と Chambaok
村をケーススタディとした CBET についての調査結果が報告されている。


沼尾波子 研究員

沼尾研究員は「持続可能な社会経済システム構築に向けた自治体の役割に関する研究」
をテーマに研究を行っている。今年度は、奈良県川上村の取組みについて分析を行うとと
もに、途上国に地域のコミュニティ・プラットフォーム構築支援の手法について検討すべ
く、長野県飯田市の事例（フィリピンのレガスピ市を対象としたもの）について情報収集・
聞き取り調査を実施した。その結果、長野県飯田市のみならず、岩手県紫波町や奈良県川
上村を含め、途上国から、地域づくりの手法を学びに、視察研修に訪れる例が増え、研修
を通じて、自然環境を保全しながら、自主的に管理運営できる技術を用いて、地域づくり
を住民参加型で実施する取組みを学んでいること、さらに、受入先の地域や自治体にとっ
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ても、途上国からの専門家や政府関係者の訪問を機に、自らの取組みを再評価するととも
に、新たな関係を構築する一つの機会となっていることを明らかにした。
 松丸亮 研究員
松丸研究員は「防災・災害復興分野における国際貢献手法に係る研究」をテーマに研究
を行っている。本年度の主たる活動は、フィリピンでの台風ヨランダからの復興調査結果
のまとめと発信、インレー湖プロジェクトおよび 2016 年イタリア中部地震からの復興に関
する研究の継続であった。ヨランダからの復興調査では、集団移転地におけるコミュニテ
ィ形成について、今後考えるべき示唆として、移転におけるコミュニティの同一性の必要
性、孤立する住民への対応などを示した。また、インレー湖プロジェクトとイタリアの復
興研究については、他の研究員とともに現地調査を行い、様々な検討を行い、学会発表な
どの発信につなげることができた。
 藪長千乃 研究員
藪長研究員は北欧の福祉政策に着目した研究を行ってきた。本年度は「途上国への福祉
政策の技術支援を通じた生活向上に関する研究：フィンランド・ベイビートレイルプロジ
ェクトの他国への導入可能性の検討」をテーマに、人々の生活や福祉の向上を目的として
研究を行った。具体的には、フィンランドで実践されているデジタル教育ゲーム「ベイビ
ートレイル」を事例に、その機能と日本への適用可能性についての検討を試みた。ベイビ
ートレイルは、主にこれから親になるカップルに対し、親子関係や子どもの福祉、日々の
家庭生活に関する情報を提供し、思考を広げることで、子育てを支援することを目的に開
発されたものであるという。2020 年 1 月にはフィンランドから子育て支援関係の学識者を
招き、東洋大学国際共生社会研究センターの主催でセミナーを行った。
4.

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

究テーマについての概要をまとめた。
これまで述べてきたように、本年度は、各研究員が個別にその専門分野で研究を深化さ
せたことに加え、複数の研究員が参画する 2 件のプロジェクトがそれぞれ一定程度の成果
（学会発表、学会誌掲載）を出せたことが大きな進歩であるといえる。
戦略基盤が終了し、重点研究が始まったが、これまで同様、研究成果の積極的な発表に
も取り組んでいく予定である。今後の研究展開に期待されたい。
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２．研究報告
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低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
荒巻

俊也

Establishing Low-carbon, Sound Material and Water Cycle Social Systems
する内容は，著者自身の現地調査の結果と 2019

1. これまでの研究
開発途上地域においては、水供給や衛生施設の

年 7 月に富山で行われた土木学会地球環境シンポ

整備、廃棄物管理の高度化などにより生活環境の

ジウムにて発表した内容 1)を基にまとめたもので

改善が求められているが、省エネや省資源、温室

ある。これらの調査および検討は，博士前期課程

効果ガスの排出削減など今日的な地球規模での

学生（2019 年 9 月修了）の Solenn Le Borgne と

環境問題への対応も同時に考えていく必要があ

共同で実施したものである。

る。このような中で、水供給や排水・廃棄物処理
などの環境インフラの形成において、行政側から

2.セーシェルにおける廃棄物問題と市民の意識

のトップダウン的なアプローチだけでなく、地域

に関する調査

住民の意識や選好などを考慮したボトムアップ

(1) はじめに

的なアプローチのもとに問題を検討していくこ

循環型社会の形成を考えるうえで，離島はその

とも求められている。

人口規模から効率的なリサイクルシステムを構

そこで、途上国における低炭素社会・循環型社

築するのに不利な環境にある。筆者らは以前伊豆

会、あるいは健全な水循環の構築に向けて、内発

諸島の八丈島を対象とした循環システムの研究

的発展という視座のもと、地域住民の主体的な

を実施したことがあるが，一人当たりごみ排出量

（ボトムアップの）取り組みによる可能性や課題

が全国平均と比べて 4 割程度大きく，また資源ご

について検討を行うことを目的として研究を進

みは島外に移出されている状況であった 2)。

めている。

インド洋の島国セーシェルも人口規模が小さ

具体的な事例として，ハノイ市郊外やスリラン

い一方で周辺国から隔絶されており循環型社会

カ・ゴール市での水利用実態と適切な水供給イン

の形成に不利な状況であるが，ビーチリゾートを

フラ形態の検討、ナミビアやフィリピンにおける

中心とした観光業が経済の中心であり，廃棄物の

エコスクール事業による環境教育に関する研究，

適正な管理は重要な課題である。そこで，廃棄物

ボツワナのサファリ観光地における廃棄物によ

の収集処理処分の現状と課題を探るとともに，排

る環境影響とその改善に関する研究，ハノイ市お

出者である市民の意識についての調査を行った。

よびセーシェルにおいて廃棄物の適正処理に関
する関係者の意識と行動の調査などを実施して

(2)対象地域の状況
セーシェルはアフリカ大陸から約 1300km 離

きた。
ここでは、これらの成果のうち，セーシェルを

れた西インド洋にある大小さまざまな島によっ

対象とした廃棄物の収集処分状況および関係者

て構成されている国で，人口約 8.6 万人、面積

の意識に関する調査結果を紹介する。ここで報告

455km2 と小規模な国である。首都ヴィクトリア
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がある最大の島マヘ島に人口や経済活動が集中

ことによって埋立量の削減を行うことを検討し

している。観光業と水産業が主要な産業であり，

ているとのことであった。
処分場は 2 つの区画からなり，埋立中の区画を

一人当たり GNI は 14000 米ドルを超えていてア
フリカ諸国の中では 1 位である。

視察したところ，家庭や商業施設からのごみが直

このようにセーシェルは典型的な離島からな

接投棄されている状況が確認された。ペットボト

る国家であるが，国の成り立ちにも特徴がある。

ルやグラスを回収するウェストピッカーも活動

18 世紀半ばにフランスが探検隊を送り込んだの

をしていたが，食品廃棄物等の生ごみは家庭内で

ちに領有権を主張した後，イギリス，フランスと

処分されていることが多いためかそれほど多く

の間で領有権が移った後，1976 年に独立したの

なく，臭気やハエなどについてはそれほど問題と

ち一党独裁の下での社会主義政権を経験し，1991

なる状況ではなかった。埋立地は海に面している

年以降に複数政党制に移行し，市場も自由化した。

ため，ごみの飛散等がないように埋め立てた後に

このような歴史的経緯から，アフリカ系，アジア

砂をまいているが，十分な量を撒いているとは言

系，ヨーロッパ系のさまざまな移民から構成され

えない状況であった。金属系のものについては別

ており，古くからのコミュニティが形成されてお

にヤードを設けて手作業で選別後，スクラップに

らず，このことがごみの収集も含めてさまざまな

して他国に輸出しているとのことであった。

市民意識にも影響を与えている。
(3)廃棄物の収集処分状況の調査
実際の廃棄物の収集状況を確認するとともに，
環境省や廃棄物管理局など行政当局の担当者に
ヒアリングを行った。さらに埋立処分場など廃棄
物処理処分業務を委託している民間企業にヒア
リングを行うとともに，実際の運用状況の視察を
行った。
前述したように，古くからのコミュニティが形
成されていないこともあり，市民の感情としてご
写真 1 各地区に設置されたゴミ回収箱

みの問題はコミュニティの問題より国の仕事，と
いう意識があるとのことであった。実際に，一般
廃棄物の収集は，地区ごとに写真 1 のようなゴミ
箱が設置してあり，市民は分別せずに随時排出し
ていた。
収集された廃棄物や商業施設等からの廃棄物
はマヘ島中部の海外沿いにある埋立処分場にて
処分されている。当初の予定より早いペースで埋
立が進んでおり，埋立量の削減が重要な課題とな
っている。剪定枝等の有機系廃棄物の破砕および
堆肥化施設が併設されていたが，破砕施設の機器
が故障して稼働していない状況であったが，有機

写真 2 埋立処分場での有価物の回収

廃棄物だけでなく，さまざまなごみの破砕を行う
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向が異なる項目もあり，例えば廃棄物の問題の重
要な課題としてリサイクルの仕組みがないとい
った問題を挙げている回答者が高学歴層では見
受けられた（図 3）
。

写真 3 埋立処分場での処分の様子
(4)一般市民へのインタビュー調査
共同研究者により，一般市民へのインタビュー
調査を 2019 年 3 月に実施した。首都であるマヘ
市街地中心部のバスターミナル，およびビーチエ
リアにおいて無作為に市民を選んでインタビュ
ーを実施し，43 名から回答を得た。43 名は男女
ほぼ半数ずつであるが，30 代から 40 代の回答者
が多くなっており，65%の回答者が独立戸建住宅
図１ 収集ステーションからの距離と満足度の

に住んでいた。
ごみの排出は 86%の回答者がごみの排出には

関係

地区ごとにある収集ステーションを利用してい
た。ごみの収集ステーションは約半数が徒歩で 3
分以内の距離にあり，8 割以上が 5 分以内の距離
にあるとのことであった。なお，図 1 に示す通り
収集ステーションへの距離が遠い家庭で，ごみ収
集への満足度が低い傾向にあった。なお，排出頻
度では，週 3 回以上ごみを排出する家庭が半数を
占めた。
家庭での分別については図 2 に示すように半数
以上は全く分別しておらず，4 割くらいの家庭は
台所ごみをペット用の食事やコンポストに利用

分別（有機性廃棄物，資源化物）

するために分けているとのことであった。

分別（有機性廃棄物のみ）

自然資源を利用した観光地であることを反映

分別なし

してか環境問題への意識は高い傾向にあり，約
図 2 家庭での分別の状況

60%の回答者はこの地域におけるごみの処分状
況なども理解しており，88%の回答者がごみの問
題の重要性を認識していた。学歴により回答の傾
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(6) NPO による意識の啓発
ごみの問題に対する市民の意識啓発について
は，学校教育等の他に NPO が重要な役割を果た
すこともある。ここでは，クリーンアップ活動を
展開している NPO についてヒアリング調査を行
った。これまで学校と提携してのクリーンアップ
活動が実施されてきているが，マンパワーや財政
的観点からも不十分な状況にあり，今のところ大
きな広がりとはなっていないとのことであった。
3. まとめ
セーシェルにおける廃棄物問題は，前述したよ
うに独特の社会環境が影響を与えており，その適
正な処理処分において障害となっているようで
はあった。一方で観光地としてごみや環境問題に
対する意識は高い状況にある。よって，廃棄物の
収集，処理処分，リサイクル施設などのハードな
図 3 廃棄物問題において重要な課題

仕組みの整備とともに，市民の意識啓発などのソ
フトな対策の必要性を積極的に行っていく必要
性が示唆された。

(5) 行政機関へのインタビュー調査
市民へのインタビュー調査と並行して，環境・
エネルギーおよび気候変動対策省，土地および廃

参考文献

棄物管理庁等の行政機関の担当者にインタビュ

1) Solenn Le Borgne and Toshiya Aramaki (2019)
Challenges in Waste Management faced by an

ーを実施した。
廃棄物については，収集，埋立地での処分とも

Island State - A case study in Seychelles -, 土木学

民間企業に委託している状況であり，それを監督

会第 27 回地球環境シンポジウム講演集，
97-102

することを主たる業務としていた。行政側の問題

2) 白井浩介, 栗栖聖, 齊藤修, 荒巻俊也, 花木啓

として，政治的な動きに影響を受けることと，市

祐（2015）マテリアルフローからみた八丈島の

民側の問題として，ごみによる問題は認識してい

特性評価，環境情報科学学術研究論文集，29，

るものの当事者としての意識や取り組みが不足

171-176

していることが挙げられていた。このことは，先
にも述べた複雑な歴史的背景のもとに古くから
のコミュニティが形成されていないことが影響
を与えているのではないかと示唆された。
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生活環境改善に向けた途上国の都市交通整備の方向性に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
岡村 敏之
Perspectives of urban transport development for improving living environment in developing world
に、一見すると「フォーマル」な公共交通機関と

1. これまでの研究
途上国の都市では、大量高速輸送が可能な軌道

いえる路線バスであっても、無数のバスオーナー

系交通機関やそれに準ずる高度なバス交通（Bus

による組合により供給されているものや、比較的

Rapid Transit :BRT）とそれに接続する体系的な

大きなバス事業者であっても「歩合制」の運転手

フィーダー公共交通機関が未発達であることか

や乗務員による運行が少なくなく、紅葉形態の観

ら、自然発生的に発展してきたインフォーマル性

点からは極めてインフォーマル性が高いケース

の強いバス交通や、小型車両を用いた「パラトラ

も少なくない。
これらの「インフォーマル交通」の多くは、途

ンジット」が主たる公共交通機関となっている。
筆者はこれまで、途上国のこれらの旅客輸送サ

上国の住民にとっては欠くことはできない重要

ービスに着目した研究を行ってきた。パラトラン

な公共交通として定着している。一方でこれらの

ジットで使用される車両は様々で、無動力(Non-

交通は、車両の性能やメンテナンス水準が低い場

Motorized)の「人力車」から、単にオートバイの

合が多く、またとくに旅客需要の高い都市中心部

後部に客を乗せるものやオートバイに座席を取

などにはこの種の車両が集中し、さらに路上での

り付けたもの、三輪型の小型バイク／自動車（例：

客待ち駐停車も多いことから、大気汚染や交通混

タイのトゥクトゥク）、小型トラックの荷台を改

雑の直接的な原因ともなっている。利用者にとっ

造した車両、中古車両の部品を用いて新たに組み

ての安全性や快適性にも問題は多く、運賃の不透

立てたもの（例：フィリピンのジープニー）やワ

明さやルート等のわかりにくさへの不満も高い。

ゴン車によるものなどがある。これらは、タクシ

このような背景から、途上国のパラトランジッ

ーのような個別の旅客のリクエストによる「需要

トは、新たなものが登場するたびにいわば後付け

応答型」
（例：トゥクトゥク）と、バスのようなル

で制度的に位置づけられ、規制や抑制の対象にも

ートが決まっている「路線固定型」
（例：ジープニ

なってきた。制度面でのフォーマル性という観点

ー）とに大別される。

からみると、一般的に行われている規制として、

途上国では、労働力が豊富なことに加え、車両

特定の地区への乗り入れや客待ちの禁止、個々の

が小型で現地での製造または改造が可能なため

事業者や事業者組合の届出・登録制度、
「路線固定

初期投資額が低いこと、フォーマルな公共交通シ

型」の場合はルートの届出、行政による運賃の規

ステムが構築されていなかったこと、狭い道路も

制、使用車両の規制などがある。これらの規制の

走行できること、などの理由から、これらのパラ

適用状況や運用状況、実効性は、国や地域でまさ

トランジットの多くが自然発生的に生まれ、法令

にさまざまであり、実質的にかなりフォーマルに

や各種制度による位置づけのないインフォーマ

なっている都市もあれば、きわめてインフォーマ

ル性の高いサービスとして供給されてきた。さら

ル性が高いままの都市もある。また、業態として
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のフォーマル性という観点では、上記のような行

となる。バイクタクシーは、多くの国で制度上は

政の規制がない場合には零細事業者による組合

位置付けられておらず輸送の質の担保がなかっ

等がルール（とくに参入のルール）を定めている

たものが、民間事業者による配車アプリの登場で

ケースは多く、そのため業界がマフィア的な組織

それが可能となった。

になることもあり、行政が直接的にかかわりにく
い面がある。このように制度上の位置づけやビジ

2．現在の研究の進捗

ネスとしてのインフォーマル性の度合いは、それ

（1） 背景と目的、念頭におく対象地域
途上国における都市交通計画の観点からの問

ぞれの国や地域で様々である。

題意識として以下の 3 点を挙げておきたい。

都市交通計画の観点からは、上記のようにパラ
トランジットを大気汚染や交通混雑、交通事故な

①貧弱な公共交通と歩行空間

どの問題の根源ととらえて、いわば「いずれはな

自動車や自動二輪車に対抗しうる公共交通が

くすべきだが、現実には需要が高いため、当面の

未発達であることから、公共交通の利用者の多く

存続を前提として現状の問題の緩和のために行

は「公共交通を利用せざるを得ない人々」である。

う施策」として、これまでパラトランジットのフ

自動車や二輪車を保有する人々の多くは私的交

ォーマル化が進んできたともいえる。しかし都市

通に依存することとなる。先進国に比べて私的交

交通計画の考え方の「潮流」は変化しつつあり、

通手段の保有率がたとえ低くても、途上国の都市

パラトランジットが抱える現状の個々の問題を

の方がむしろ私的道路交通への依存度はむしろ

解決していくのみならず、フォーマルな公共交通

高く、また現状の都市空間構成も自動車中心であ

（バスや鉄道）による交通システムの中にパラト

る。都市内の道路インフラは自動車中心であり、

ランジットを積極的に位置づけていくべき、と捉

歩行者のための空間のインフラ水準は低く、また

えられつつあり、必ずしもパラトランジットが

都市内での各種施設への徒歩によるアクセス性

「都市の厄介者」という存在ではなくなっている。

も低い。そのため、軌道系の新たな都市交通が導

さらに近年では、
「配車アプリ」とよばれる乗客

入されても、その駅への徒歩でのアクセス性が必

とドライバーとの仲介サービスが、いくつかの国

ずしも安全には確保されていないような、自動車

ではタクシーだけでなくパラトランジットサー

中心の道路構造および道路利用形態となってい

ビスでも開始され、急速に普及しつつある。たと

るところが多い。また、駐車施設や路上駐車マネ

えば、バイクの後部座席に旅客を乗せる「バイク

ジメントが不十分で、駐車車両が道路空間を占拠

タクシー」は、もともとは市場や交差点などで客

することで歩行空間や歩行環境を圧迫している。

待ちをして料金交渉により乗車するものである。

②スポット的高層高密度開発による都市発展

これが「配車アプリ」によると、乗車希望場所ま

前述の事項とも関連するが、面的に新たな都市

で配車してもらうことができ料金も予約時に自

開発がなされる場合も、それぞれの建築物は極め

動的に決定される。客待ちの必要がないため実車

て近代的で質が高いものの、近隣の地区とは必ず

率が上がるため、既存のバイクタクシーより割安

しも連動した開発とはなっておらず、また街路に

な料金でもドライバーの収入は上がるとされる。

建物の地上階が直接面していないような閉鎖的

さらにこのアプリ提供会社がドライバーと契約

な街区構成となっている。これらの「新市街地」

する際には、たとえば Grab 社の場合は、採用面

は、いわばスポット的な高層高密開発となって、

接ののち安全のための講習を受け、ヘルメットと

都市全体としての良質な都市空間の形成にはつ

保険をドライバーに支給することで、ドライバー

ながっていないケースは多く、またそれらは公共

の一定の質をアプリ提供会社が保証するかたち

交通や徒歩でのアクセス性を軽視した開発とな
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っている。物理的には新たな軌道系交通の駅に隣

との中心市街地と、大企業や外国資本の企業の中

接したものであっても、空間的には連続性や一体

枢機能が立地する新興の市街地とが存在してい

性の低く地区内と歩行環境も貧弱で、「疑似的公

る。これらの中心市街地や住宅地は、その地域の

共交通指向型開発」とよぶべきものも少なくない。

所得水準に関わらず、極めて自動車依存型の構造
となっている。加えて治安に対する懸念から、そ

③ 私的交通と公共交通の革新
上述の懸念とは別に、アプリによる個別交通の

れぞれの建物は街路に直接面さずに、周囲を塀や

発展や Bus Rapid Transit（BRT）の導入などの

フェンスで囲い出入り口を限った構造となって

動きは進んでいる。これらが、より体系的で環境

いるものが多く、市街地の賑わいは商業施設敷地

性能も高い交通システムの構築に資するのか、む

内に留まっている傾向がみられる。

しろ、私的交通の助長やインフォーマル的な小型

本研究では、新興国の都市鉄道駅周辺開発とし

車両による交通の温存となるのか、現状ではその

て南アフリカ共和国のヨハネスブルグ都市圏の

分岐点の手前にあると言える。

Gautrain の駅周辺地区(Midrand, Sandton and

以上をふまえ、本研究では生活環境改善と持続

Rosebank)を対象として、これらの地区の都市計

可能な都市発展を目指して、アジアアフリカの途

画の現状と経緯を理解したうえで、特に歩行環境

上国を念頭において、

の観点から TOD が含むべき原則をこれらの地区

1）私的交通に依存しすぎない都市交通体系

が有しているか評価することを目的としている。
現地調査では、
3 地区について駅から半径 500m

2）私的交通から公共交通への誘導方策
3）公共交通と徒歩をより重視した都市計画と交

程度のエリアを調査地区に設定し、全ての街路区

通計画の連携方策

間を対象に、街路に面する建物について 1)建物の
開口部が通りに直接面している 2)建物の開口部

を提示することを大きな研究目的とする。

が面していない(壁や駐車場出入り口)3)塀やフェ
ンスで囲まれている、の 3 パターンに分類して計

3．現状での研究成果の概要
今年度に行った 2 つの研究成果の概要を示す。

測を行った。また、都市ディベロッパーとプラン
ナーを対象として TOD の観点から都市計画制度

(1)ヨハネスブルグ近郊のハウトレイン駅周辺の
公共交通指向型開発（TOD）の現状と可能性 1)

及び開発の現状についてインタビューを行った。

公共交通指向型開発(TOD)とは、土地利用計画

以上から、開発途上の Midrand は個々の開発

と交通計画とが一体となった持続可能な開発と

地と駅との接続性が弱い配置となっていること、

して、公共交通の駅や停留所の周辺に徒歩で移動

Sandton は鉄道駅周辺高密度開発という観点か

可能な生活圏を形成するものである。新興国にお

らは TOD と解することができる一方で、建物と

いては、新たな軌道系交通の駅隣接型の高層高密

街路との関係性が弱く街路の賑わいが乏しいこ

度開発をもって TOD と称されている傾向があり、

と、Rosebank は歩行環境の観点から 3 地区では

TOD がもともと目指している開発地内の生活圏

最も TOD らしい開発である一方で、それらの多

内での歩行環境形成の思想およびその実態が乏

くが単一の開発地の民有地内のプロムナードで

しい開発が少なからずみられる。

あり、純粋な街路上の賑わいの創出としては課題

南アフリカ共和国の都市の構造は、過去のアパ

があること、などが明らかとなった。これらより、

ルトヘイト政策に起因した特異なものであり、低

TOD と称されている３地区が本来の TOD らしい

所得者層が居住するタウンシップと高所得者が

開発とはやや異なっている現状を明らかにし、歩

居住する良好な住宅地に実質的に区分され、さら

行環境を重視した地区計画制度や何等かの開発

に中心業務地区(CBD)は、一時は荒廃したもとも

インセンティブの導入可能性について言及した。
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(2)途上国都市における駐車マネジメントの現状

び時間帯によってはほぼすべてが占有されてい

フィジー国ラウトカ市をケーススタディに 2)

る一方で、とくに市街地中心部では一台あたり

市街地での駐車場および駐車スペースは、交

の駐車時間はそれほど長くなく、稼働率の高さ

通および都市空間の両面で基本的かつ重要な構

と利用状況の場所および時間帯別の違いが明ら

成要素である。多くの途上国の中心市街地で

かとなった。２）場所別に駐車料金を変えるこ

は、自動車台数の増加とそれに伴う交通量の増

とや、最大駐車時間の設定は、市民から比較的

加、人口増加、高密度な開発の進行などによ

高く受容されることが明らかとなった。また駐

り、駐車に関連する様々な課題が生じている。

車料金を高く設定することで、一定数が公共交

さらに、路外駐車場や路上駐車管理の不備によ

通への転換意向もあることが明らかとなった。

り、道路交通の錯そうだけでなく、道路空間及

これらから、今後の駐車マネジメントの方向性

び都市空間の不適切な利用、危険で貧弱な歩行

を示した。

者空間などの負の影響がさまざまな都市活動に
４．今後の計画

も及んでいる。これらの課題に対処するため、

現状では、カンボジア国プノンペンを対象とし

関連する様々なステークホルダーを包含した駐

て、新たに運行を開始した都市内公共バスに対す

車マネジメント施策が求められている。
本研究は、途上国市街地の駐車政策の現状を

る意識に関する研究を行っている。これは、現状

整理したうえで、フィジー国ラウトカ市をケー

で私的交通である二輪車が増加している状況下

ススタディとして、中小都市の中心市街地にお

で、私的交通保有者のバスおよびその他の交通手

ける様々な関係主体による駐車マネジメント

段に対する意識を明らかにすることで、公共交通

（とくに路上駐車管理）の現状と今後の方向性

への誘導方策を見いだすとともに、過度に私的交

を明らかにすることを目的としている。ラウト

通に依存しない都市交通体系を構築することに

カ市の中心市街地は、路上パーキングメーター

資する知見を得ようとするものである。2020 年以

の設置、比較的良好な歩行者空間の存在がある

降も本研究を継続する。

一方で、中心市街地への自動車流入が増加しつ
つあり、駐車空間不足も進行しつつある。 本
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1. 研究の背景と目的

東南アジアの山岳地帯は J.スコット（
『ゾミア

た。

ー脱国家の世界史』2013）によって「ゾミア」

しかし、ミャンマー政府の農業政策が一貫し

と呼ばれ、平地に拠点をおく国家の支配から戦

て平野ビルマを主な対象としてきたことから

略的に逃避してきた多様な民族が居住する地

研究の関心が平野部に集中しがちであったこ

域とされる。しかし、20 世紀半ば以降、周縁に

と、またそもそもミャンマー山岳地域の少数民

位置する山岳地域への平地国家の支配、あるい

族と中央政府の対立のためつい最近まで研究

は影響力が拡大するようになり、この地域は大

者の入域が困難な地域が多かったことから、そ

きな社会経済変容を経験することとなる。

の社会経済の実態はこれまで十分解明されて

ミャンマーの山岳地域もこの「ゾミア」の一

いるとは言い難い。

角をなす。多くの少数民族が居住しそれぞれが

これらの山岳地域の住民の多くは、伝統的には

固有の言語、社会、慣習をもつこの地域は、英

移動式焼畑農業を営んできた。そうした伝統的な

領期には平野部とは分断され異なる形での統

慣行に基づく土地利用の実態はこれまで余り着

治が行われた。独立後もこれらの山岳地域は固

目されてきておらず、部分的にしか解明されてい

有の伝統的統治機構を保持しつつ、いくつかの

ない（髙橋

少数民族は中央政府の強引な国家統合戦略に

年に「無占有地・休閑地・未開墾地法」が制定

反発し武力闘争を開始した。

され、それが使用されていない土地の企業によ

しかし、1988 年以降の軍事政権下でその状況

2013, Boutry 2017）
。しかし、2012

る活用を推進することが一つであったことか

は大きく変わる。中央政府が市場経済化を掲げ、 らにわかにこうした山岳地域の住民の伝統的
並行して反政府少数民族組織との和平戦略に

な土地利用慣行が注目されるようになった。な

転じたことによって、山岳部の一部地域は国民

ぜならば、彼らが利用している土地の多くは、

国家のなかの取り込まれるようになり、それは

同法の対象となる土地と認識されているか、も

政府機関・軍・国内外の民間企業等の外部者に

しくは国が管理する森林地であり、彼らの伝統

よる山岳地域の資源（eg.材木、鉱石、水、土地）

的慣行に基づく土地利用は何ら法的な裏付け

の収奪という形につながることが増えた。そし

がない、不安定なものであることが浮き彫りに

て、2011 年に成立したテインセイン政権による

なったからである。

民主化と経済開放政策がミャンマーの国際経

そうした土地利用権の不安定化と並行して、市

済との統合を強めた結果、山岳地域での外部者

場経済化、すなわち現金を要する生活形態が拡大

による資源収奪は加速化するとともに、市場経

するなかで、余剰生産が難しい粗放的な焼畑耕作

55

のみで生計を維持することが困難になってきて

村（Kwe Lone Tar 村、Htay Pan 村、Htwe Lin

いる地域が多い。本研究は、そうした大きな経済

村）を訪問し、そのうちの 1 村（Htay Pan 村）

変化に対して、山岳地域の住民がどのように土地

にて世帯調査を実施した。3 ヶ村ともいずれもム

を利用し、そして生計戦略を変えつつあるのかを

ン族の村で、それぞれ 24 世帯、29 世帯、32 世帯

明らかにすることを目的としている。

と平地の村に比較するとかなり規模の小さな村

今年度は、ミャンマー北西部のチン州ミンダ郡

である。村の調査では、村長などの有力者から農

及 び北 東部の シャ ン州ヘ イホ ー郡で それ ぞれ

地利用を中心に、同地域で生産されている主な作

2019 年 2 月 25 日～3 月 2 日と４月 30 日～31 日に

物や農業以外の生業など、経済活動に関する基礎

調査を実施した。

的な情報を収集した。Htay Pan 村での世帯調査

シャン州の調査は、三井環境研究基金の助成を

では、全世帯に対して家族構成、土地所有・利用、

受け、東洋大学国際社会共生センターと NPO 法

農業・非農業就業の実態、生活インフラ環境等を

人地球市民の会が実施している共同研究「ミャン

個別に聞き取りを実施した。

マー・インレー湖における環境悪化要因の分析と

同地域の農地利用の大きな特徴は、彼らが「先

住民主体の環境型環境改善手法の構築」の調査の

祖代々の土地」
（ムン族の言葉で「Buhiko」
）と呼

一環でもある。

ぶ土地では自給目的の陸稲やとうもろこし栽培
が行われているということである。この土地は必

図１ 調査対象地域

ずしも村の共有地という意味ではなく、いずれか
の世帯に属する土地となる。換言すれば、耕作可
能な土地はいずれかの人の「Buhiko」となってい
るのである。とはいえ、ミャンマー政府の土地法
制上はあくまで森林地あるいは無占有地、未開拓
地ということになる。
焼畑は１年～３年栽培を続けた後に次の土地
に移動する。休閑期間はかつては 10 年ほどの場
合が多かったものの、人口増加に伴い 5-6 年に退
縮される傾向があった。
図 2 火入れの様子

2．チン州ミンダ郡における調査の概要と結果
チン州はミャンマーの最貧困地域とされる州
である。今回の調査ではチン州南部のなかでは大
焼畑の作業（火入れなど）は共同で行う必要

きい町といわれるミンダ周辺に立地する３つの
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た。

があるため、
「Buhiko」のどの地区で耕作するか

現金を多く要する生活形態はますます浸透し

は村長と農地所有者などの合議等によって毎年
決められる。ただ、
「Buhiko」をそもそも持たな

ていくことは間違いなく、それと同時に伝統的な

い世帯、あるいはその決められた場所に

土地利用慣行は次第に失われ、一方で常畑化した

「Buhiko」がない世帯は、いずれかの世帯から

土地の権利が現行のミャンマーの土地法制の下

農地を借りることとなる。チン州では一般的に

でどう保障されるかが今後問題になる可能性が

借地をする場合収量の 10％程度が地代の水準と

ある。

なっているとのことであった。
３．シャン州での調査の概要と結果

これらの村では、こうした慣行的な土地利用が
継続する一方で、現金収入の必要性から換金作物

2018 年度に土砂流入が特に顕著に認められる

としてこんにゃく栽培が急速に拡大していた。こ

とされるインレー湖西岸の上部に位置する山間

んにゃく栽培を行う土地は常畑化する傾向があ

村を数村訪問し、住民の生計活動と土砂流入の関

り、収穫物の運搬などを考慮し村に近い土地が利

係に関する基礎情報の収集を行った。そこで、今

用されていた。また、こんにゃく芋栽培の浸透に

年度はより詳細な分析を行うためその中から 1 村

並行して、従来にはあまりなかった土地権の移動

を選び、悉皆調査を実施した。対象村は Kyaungna

（土地の売買や貸借）も拡大しつつある。

村である。
Kyaungna 村はタウンヨー族の村である。世帯数
42 の村であるが、出稼ぎ、健康状態などのため回

図 3 乾燥させているこんにゃく芋

答を得ることが困難であった４世帯を除く、38 世
帯から回答を得た。チン州での調査と同様、家族
構成、土地所有・利用、農業・非農業就業の実態、
生活インフラ環境等が主な調査項目である。
同村は指定林地（Reserved Forest）内に立地す
る。したがって、農業利用されている土地であっ
ても法的には農地として認められてはいないこ
ととなる。しかし、全世帯が、
「先祖代々の土地」
と認識する区画での耕作権を有している（屋敷地
内の菜園も含め）。基本は親・兄弟世帯との合意の
そうした土地権の移動が起き始めている背景

もとでどの区画を中心に利用するかが決まって

の一つに、海外出稼ぎ者からの送金に生計を依存

いるようである。その面積は 0.2 エーカーから 15

する世帯が増えていることが挙げられる。送金は

エーカーとかなり差がある（単純に平均すると 1

家の建設、農地の購入、こんにゃく芋の栽培費へ

世帯あたり約４エーカー）。これは各世帯が耕作

の充当（たね芋の購入に費用を要する）、耐久消費

する権利を有する区画の数が影響しており、大き

財の購入などに使われている。海外出稼ぎ者が増

い面積の土地権を持っている世帯の場合、５～７

えることで、従来のような「Buhiko」
（特に村から

の区画となる。逆にいえば、一つの区画は総じて

離れた地区）での焼畑耕作を無理して行う必要は

小さい。平均保有面積としてはドライゾーンの農

なくなり、一つの村では 3～４マイル程度の距離

家の保有面積とほぼ等しいが、実際には休閑にし

にある約 200 の区画（一つが２～４エーカー）を

ている土地もあるため経営面積は平均約 3 エーカ

過去 15 年ほど使用されていないとのことであっ

ーとなり、かなり小さいこととなる。保有面積が
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同村の住民が抱えるもう一つの問題は、農外・

小さい世帯は休閑期を設ける余裕はなく連作を

非農業就業機会が非常に限られているというこ

行っている。

とである。チン州ミンダの事例とは対照的に同村
図４

Kyaungna 村周辺の土地利用の様子

では国内外への出稼ぎはほとんど見られなかっ
た。シャン州内の建築労働に従事する１人のみで
海外出稼ぎ者は皆無であった。同村は、ニャウン
シュエ、ヘーホーという大きな町へのアクセスも
悪くないにもかかわらず、短期のものに限っても
労働移動がほとんど起きていないのである。一方
で、村内では屋根材作りのような低収益の作業や
年間 10 日以下の農業雇用労働、小商いなどの就
業機会しかない。こうした農外就業機会が限定さ
れていることがますます土地の収奪的利用につ
ながっているといえるだろう。

基本的に同村ではすでに農地としての新規開
４．今後の計画

拓の余地はなくなっている。村から遠く離れた場
所に立地していたり、あるいは傾斜が急なため作

今後、チン州においてはさらに伝統的な土地利

業が行いにくい土地は放置されていたりするケ

用慣行がより濃く残っていると考えられるイン

ースもあるが、むしろそれは例外的といえる。

ドに近いライレンピー地域、またシャン州ではイ

同村の主な作物はしょうが、陸稲、マメ類、メ

ンレー湖東岸山間部にて調査を実施し、山岳部の

イズであるが、主な換金作物として重要なのはシ

住民の生計戦略及び土地利用の変化をより広域

ョウガである。ただ、ショウガは連作すると収量

で捉えることを目指す。

が落ちるため、一定期間休閑した土地で栽培する
のが望ましい。一部の農家はそれは十分理解しな
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1. これまでの研究
2017 年 7 月以降、2016 年イタリア中部地震の

を整理したうえで、2016 年の中部地震によって浮

被災地を対象とした調査研究を実施している。本

き彫りとなった復興プロセスの特徴と課題を分

年度は 2019 年 2 月に引き続き、2019 年 8-9 月に

析する。

調査を行い、データ収集を進めた。また本年度は

調査は被災地のなかでも、自治組織間の連携が

投稿論文執筆のため、既往研究レビューに基づく

比較的明確であったマルケ州を対象とし、連携の

本研究の位置付けを明確にすることや、これまで

中心的役割を担っている Camerino（カメリーノ）

収集したデータの整理や分析に特に注力して作

基礎自治体を事例対象として取り上げている。こ

業を進めた。既往研究は国内外のもの（特にイタ

れまでの調査時期、対象者、調査種項目は表１の

リア国内の論文）を中心にレビューを行った結果、

通りである。

被災時の緊急時対応として多くの調査研究がな
表1

され、国際的に高い評価を得ている一方で、2016

聞き取り調査概要

時期
2017 年
7 月 4 日-6
日

年イタリア中部地震のような山岳地帯の広域に
わたる長期復興プロセスに関するものや、住民生
活に直接関わる仮設住宅の展開を含む復興課題

2018 年
4 月 16 日
-30 日
2019 年
2 月 18 日
-21 日

を扱ったものはほとんど見られないことが分か
った。これまでの大型地震と比較して、人口減少
および高齢化が進む中山間地域の小規模都市に
おける復興の実態および課題の解明は、質の高い
復興を目指す災害大国・超高齢化社会の日本にと

2019 年
8 月 319月5日

って有意義な示唆を得られるものと期待され、本

対象者
-カメリーノ大学(教員、学生、計 6 名)
-コンテナ型仮設住宅避難生活者(2 名)
-仮設商業施設(2 名)
-Dipartimiento della Protezione Civile（市民
防護局）（研究員、職員、計 3 名）
-カメリーノ大学（教員、研究者、計 3 名）

-カメリーノ大学（教員、学生、計 6 名）
-カメリーノおよび近隣 3 コムーネ（市長
および長期耐震住宅避難生活者、計 10 名）
-仮設商業施設（経営者 1 名）
-マルケ山岳部共同体（事務員 2 名）
-カメリーノ大学（教員、学生、計 4 名）
-カメリーノおよび近隣 3 コムーネ（市長
および長期耐震住宅避難生活者、計 2 名）

調査主項目
被災状況、仮
設住宅の実
態
災害後体制、
関連法制度
カメリーノ
における復
興の特徴
復興状況、仮
設住宅の実
態、復興プロ
セス課題
仮設住宅の
実態、復興プ
ロセス課題

研究を継続していくに至っている。
これらの調査分析より、本報告では、2016 年イ
2．現在の研究の進捗

タリア中部地震を対象に明らかとなった１）イタ

（1） 背景と目的

リア共和国における地方自治体制がもたらす震

本研究では、これまで調査対象として着目され

災復興対応の特徴を整理し、２）調査対象地域の

てきた発災直後の緊急対応ではなく、復興期に焦

復興プロセスにおいて見られた、「中央と地方自

点をあて、主に住宅供給および市街地復旧段階に

治体」
、
「山岳部コムーネ間」、
「カメリーノにおけ

おける関係組織間の連携に着目して調査分析を

る主体間」という 3 つの連携の特徴と課題を明ら

行う。論文構成としては、近年法規制の改正を伴

かにすることを目的とする。
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（2） イタリアの地方自治と災害時体制

テントやコンテナ型の仮設住宅の設置、ホテル等

イタリアの地方自治における組織は、Regione（州）
、

での被災者受け入れ、使用可能な家屋への割り振

Provincea（県）
、Comune（市町村などの基礎自治

りを進め、長期滞在型の仮設住宅を各コムーネに

体。本論では統一してコムーネと示す）に大きく

設置したうえで、復興・復旧が数年をかけること

分かれており、新地方自治法（1990 年法律第 142

が見込まれていた。

号）第 2 条より、地方自治組織として前出の３つ
に加え、大都市、大都市圏、地区、Comunita montane

3．仮設住宅の特徴

（山岳部共同体）、Unioni dei Comuni（コムーネ共

2016 年の復興ビジョンで新しく見られた特徴は、州

同体）が自治組織として単位に加えられるように

レベルでの広域の連携が特に注力されたことと、長

なった。この新地方自治法を基礎とし、1990 年代

期滞在型の仮設住宅モデルとして「緊急住宅ソリュ

は自治権の拡大、住民参加制度、情報へのアクセ

ーション」
（Soluzioni di alloggiamento di emergenza、

ス権、地方自治体内の分権化、など、さらなる分

通称 S.A.E.）が新たに取り入れられたことである。

権化が勢力的に進められてきた（小谷、2014）。

2009 年のラクイラ地震では、市民防護局が強く介入

さらに 2001 年に地方自治に関する憲法改廃が行

する形で、初めて長期滞在型の仮設住宅として免震

われ、地方行政のそれぞれの主体が憲法上同じ地

低層集合住宅「持続可能な免震エコ住宅コンプレッ

位を有すると位置付けられた。特に地方財政に関

ク ス 」 （ Complessi

する規定は大幅に変更され、これまでは州が財政

ecocompatibili、通称 C.A.S.E.）や、木造耐震住宅「仮

に関する自治権を持ち、国、県、コムーネの間で

設住宅モジュール」Moduli Abitativi Provvisori、通称

財政調整を行うことが定められていたのに対し、

M.A.P.）が建設され評価を得たが、S.A.E.は M.A.P.

新しい憲法では、州、県、コムーネが、予算に関

に近いかたちで、全て平屋の木造耐震住宅として建

する一定の自治権を持つことが示された。

設が進められた。間取りは 40 ㎡、60 ㎡、80 ㎡の 3

antisismici

sostenibili

ed

進む自治権の対等化をうけ、災害時における体

種類あり、世帯の人数によって分かれている。これ

制もより自治組織の自治権と連携が重要視され

らの間取りや仕様は中央政府によって統一されてお

るようになっている。1982 年に首相府に設置され

り、施工時期の短縮やコストの削減を可能としてい

た市民災害防護庁（のちの市民防護局）を統括組

る。一方で、詳細な立地や戸数、配置や業者の入札

織とし、1992 年法律第 225 号「市民防護に関する

などは、コムーネを主とする自治組織が主体となっ

法律」をはじめとする防護対策が進められていっ

て行われており、特に小規模なコムーネが多く、被

た。これらの経緯の中で、市民防護の最も大きな

害状況も異なる今回のケースでは、柔軟な対応を可

特徴は、「補完性（sussidiarietà）の原理」と呼ば

能としている点で評価することできる。

れる（小谷、2014）。災害レベルによってその主

間取りはキッチンスペースを含むリビングダイニ

体となる自治体、行政機関および対策、最高責任

ング（面積には廊下のスペースが含まれる）
、寝室、

者が変わり、相互に補完し合うことを狙いとして

バスルーム、テラスであり、リビングにはキッチン、

いるのは、イタリアならではの特徴といえよう。

テーブル、椅子、ソファー、テレビ等が備え付けら

2016 年中部地震においては、最高レベルの体制

れ、寝室にはベッド、クローゼット、化粧鏡等、バ

がとられ、市民防護局を最上部組織とし、軍、赤

スルームには洗濯機など、生活に必要な家具が備え

十字、各自治体との連携体制が敷かれた。被災者

付けられている。

への住宅支援に関して提示された復興ビジョン
4．カメリーノの仮設住宅の特徴

では、緊急時の数時間〜数日で救命、救助にかか

2017 年 7 月にはカメリーノの外縁部に、被災者が

る対応を行い、その後の数週間の間に避難・救護
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S.A.E.に移転するまでの一時的な滞在施設として、

の存在も明らかとなった。表 2 は聞き取り調査より

コンテナ型の仮設住宅が３箇所設置され、約 300 人

明らかとなったカメリーノの居住地変化をまとめた

が居住を開始した。コンテナ型仮設住宅が設置され

ものである。

たのは、近隣のコムーネのなかでもカメリーノだけ
であった。仮設住宅内には共同部屋と共有のトイレ

表2

とシャワーが設置され、また公共スペースとして食

8 月・10 月 地震発生
① 発生直後（2016 年 8 月・10 月）
体育館や広場などで過ごす。食事などの配給のための支援は当日
到着。簡易ベッドも用意された。
② 被災後～数日間
旧市街地は立ち入り禁止のため、どこかに避難するよう求められ
る。親戚宅や友人宅に避難した住民も多い。冬が寒く被災者が劣
悪な環境で過ごすことのないよう、沿岸部に行くことも推奨され
る。
③ 被災後数ヶ月～1 年数ヶ月
春になってコンテナ型仮設住宅もできたが、多くの住民はカメリ
ーノから離れた地域で避難生活を続ける。カメリーノまでの往復
バス（一日数便）を政府が提供。
④ 被災後 1 年数ヶ月
S.A.E.の建設が進み、沿岸部などに避難していた住民もカメリー
ノに戻ってくるようになる。仮設住宅の質は良く、退去期限も決
められていない。
⑤ 5 年以上
旧市街地の再建を待って、帰還。旧市街地の再建について社会的
合意が形成されていると思われる。

堂、多目的スペースが設置されていた。しかし、コ
ンテナ型仮設住宅の供給数は限られていたため、多
くの被災者は、カメリーノから遠く離れた場所での
避難生活を余儀なくされていた。S.A.E.の建設が進
み、住民の移動が完了した 2018 年夏からは、コンテ
ナはカメリーノ大学の学生寮やキオスクやバーなど
の簡易商業施設として使用されている。
2017 年に入りカメリーノでの S.A.E.の建設計画が
定まり、もともと畑であった場所を中心に建設が始
まった。カメリーノ市役所では、2017 年夏から入居
希望者の申請を受け付けており、高齢者、乳幼児連

住民の居住地変化の概要

れの世帯などを優先する形で、12 月に抽選を実施し、

５．まとめと考察

2018 年 5 月以降に完成した建物から入居が始まって

本調査分析を通して明らかになった点について、2

いる。

つの連携に着目して以下に整理する。

カメリーノの S.A.E.は市街区域内の 3 箇所に分か

（１）中央と地方自治体

れており、建物の正面が山に向かって配置されてい

まずは緊急時において、2016 年イタリア中部地震

るのが特徴的である。レッドゾーンとなった旧市街
地に住んでいた住民はもともと顔見知りであったり、

による広域な被災状況においても、中央政府の市民

共通認識を多く持っていたことから、抽選によって

防護局による迅速な被災後の対応がなされ、リーダ

バラバラに入居したものの近隣トラブル等はなく比

ーシップが発揮されたことを明記したい。アクセス

較的スムーズに生活が開始している。また、同じ間

の良くない中山間地域の小規模なコムーネであって

取りの棟が並んでいるため、世帯構成が似た住民同

も、発災当日に届く中央からの救護や情報提供は、

士で新たな近隣関係を築きやすい点も明らかとなっ

被災者にとって大きな支えとなり、その後、他地域

た。入居者への聞き取り調査から、比較的若い世帯

への避難も含めた長期的な避難生活への移行をスム

（主に夫婦と子供の 2 世代）は、仕事という経済基

ーズにしたといえる。

盤の確保が優先で、復興に関して高い期待を持って

復興期においては、仮設住宅（S.A.E.）の供給に

いることが分かった。しかし高齢者、特に旧市街地

おいて中央での標準化と地方での建設実施という連

に生活基盤を持っていた住民は、近隣コムーネと同

携がみられ、この縦の連携は被災者の公平性という

様に、時間が経つにつれジレンマを抱える傾向がみ

点で貢献したと考えられる。今回導入された S.A.E.

られた。地震を繰り返すたび恐怖感を持ち、旧市街

は、耐震だけでなく電化製品や家具、防寒設備など、

地に戻るのではなく S.A.E.で安全安心を優先して過

仕様や設備も生活の質が保たれており、こうした水

ごすことを望む被災者や、修復が遅々として進まな

準が中央政府によって標準化され現地に受け入れら

い旧市街地に対し、将来の不安を感じている被災者

れたことは評価される点である。

61

補注

（３）カメリーノにおける主体間
カメリーノでは、段階的に仮設住宅や商業施設が

本報告中で触れている論文は、当センターの助成研究であ

作られてきているが、そのプロセスにおいて官学と

ることを明記のうえ、(社)日本都市計画学会学術論文とし

いう主体間の連携が重要となっていることが分かっ

て掲載(2019 年 10 月)されたものである。

た。被災直後から、大学は中央政府からの支援金を
受け活動を継続し、学生によるボランティア活動な
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商業施設の設計や建設に大学の建築系の教員や学生
が関わるなど、実質的な復興活動へとつながってい
る。また、一時避難施設として建設されたコンテナ
型仮設住宅を、住民の退去後には学生寮として使用
したり、学生が高齢の避難者向けに音楽や手芸など
のイベントを主催し招待したりなど、相互に恩恵を
与える形で新たな関係性が構築されつつある。
今後、旧市街地の長期復興計画やコムーネ全体の
復興プロセスにおいて、知的貢献を行う重要な組織
として、関係各機関とどう連携していくかは、今後
の復興における官学連携の試金石となることから、
その関係性の変化についても注視が必要といえる。

図：従来の体制（左）とカメリーノの体制（右）

これまでの調査では、コムーネレベルでの復興ビ
ジョンを明示的に提示しているところはみられない。
復興の長期化が避けられない中、コムーネレベルで
の復興ビジョンを示す重要性がますます高まってき
ているが、そのためにも本調査分析で明らかになっ
た縦・横・主体間の連携はより推進していく必要が

あり、今後の研究課題としたい。
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A study on sustainable tourism development for conservation: Cases from ecotourism in Cambodia
based approaches gained attention during the early

1. Introduction
The author has been doing research of

seventies, especially in the field of conservation,

sustainable tourism development, which is expected

when the results of large-scale, capital-intensive,

for

and

contributing

to

conservation

of

natural

centrally

planned

development

in Cambodia and in Myanmar where most of

expectations on these previous approaches to

population is still depending on natural resources

natural resource management (Kellert et al. 2000).

and that conservation is crucial for both people's

Yet, substantial studies have revealed that highly

livelihood and biodiversity. In this article, the

decentralized schemes also caused problems;

author

of

especially, the lack of human or financial resources

community-based ecotourism in Cambodia, which

in local communities is crucial (Rose 2002).

is one of the forms of sustainable tourism

Ecotourism, of which the concept was developed

development. Although there is a slow but steady

during

trend of urbanization in Cambodia, about 73% of

development to provide economic benefits for local

people still live in rural areas and they are directly

community,

dependent on natural resources (Ministry of

environmental education is supposed to strengthen

Planning, 2014). Furthermore, tourism has been

the community-based conservation approaches to

identified as one of the priority sectors in the

tackle the issues explained above.

focuses

on

the

case

eighties

for

funds

discouraged

and

environment. Current research is mainly conducted

especially

projects

conservation

supporting
for

further

sustainable

conservation,

and

Rectangular Strategy of the country (Royal
2．Summary of results

Government of Cambodia, 2012). This on-going
national strategy includes “Growth, Employment,

(1) Current situation of CBET in Cambodia

Equity and Efficiency”. Thus, both natural resource

Cambodia has 24 provinces and each province is

management and tourism development are directly

divided into 185 districts, which is further divided

related to and affect on the nation’s welfare. In such

into communes totaling 1,621. The commune are

cases, community-based ecotourism (CBET) is

then divided into villages with approximately

often expected to contribute to economic benefits

13,694 occurring in the country (SCW, 2006), but

for local community as well as to conservation of

villages are not in the administrative order. A

local natural resources, as it could give alternative

Commune with several villages are the major actor

income and incentives for sustainable natural

for CBET in Cambodia. Currently, there are 55

resource management. Historically, community-

CBET (including Community-based tourism, which
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focuses more on cultural resources and traditional

in the world, attracts many people from different

livelihood ) sites in 16 provinces. According to the

countries. The on-water local villages in the Tonle

interviews with the Ministry of Tourism, the coastal

Sap Lake (Fig.1) are also one of popular

zones such as Koh Kong and Kampot have become

destinations. This area includes the UNESCO

progressively popular and the easy access from

Biosphere reserve, which needs more strict

Phnom Penh increase the tourism market potential

conservation rules for bird-cenctuary and tourism

for those areas. There remains submontane and

development for local communities. The activites

lowland evergreen dense forests in those areas,

such as bird-watching and restaurants in this area

especially

subsequently,

are managed and run by the local communities that

endangered wildlife species are still living there

live within the reserve. The CBET in this area is

including the elephants (SCW, 2014). Because of

regarded as one of successful and sustainbale cases.

such abandoned biodiversity, Chi Pat CBET in this

However, it is revealed by the field inspections that

province, supported by Wildlife Alliance, is now

the

reagrded as the best CBET site in the country.

communities such as wastes and waste-water is far

Along the Mekon River, Kampi in Kratie province

from enough, which must effect the core area of the

is also popular CBET site thanks to Irrawaddy

bird sanctuary. It is indicated that much more

Dolphin. The dolphine, endangerd and rare species

environmental education programme will be needed

in

Koh

Kong,

and

environmental

management

by

local

for local communities.
On the other hand, the northeastern part has great
potential for CBET as well, but the area has more
environmental problems such as forest degradation
caused by large scale concessions on forest land on
the border. More than one interviewee mentioned
that land concessions are one of the biggest issues
for CBET in Cambodia since local communities
suddenly lose their forests, an important tourism
resources for them, because of the concessions, and
it often happens even while a CBET project is in
process. Not a few CBET projects have failed to be
sustainable for this reason. Therefore a major task
of the goverment for success of CBET is giving
official licenses legaly to the local community.
Fortunately, the three ministries (of environment,
tourism, and agriculture) have already started to
jointly discuss the framing of a law for CBET and it
should includes the license issue.
Fig.1 Local villages on the Tonle Sap Lake

(2) A case study in Chambok commune

(UNESCO Biosphere reserve):

Chambok commune is in Phonom Sruich district,
Kampong Speu Province with 9 villages and it is
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located at the inner border of the Kirirom national

but this additional income is contributing to their

Park situated in the Northern Cardamon Mountain

livelihoods. A local guide is also trained how to

area. Turton (2004) mentioned that charcoal

give interpretation of this area but he learned

constitutes the main income earning livelihood

English by himself in order to do the guide in

strategy with producers claiming it is more

English without any translation (Fig. 3). He also

profitable than agriculture in provinces such as

mentioned that income from CBET is supporting

Kampong Speu. In fact, several households were

many

engaged in charcoal trading, which was causing

conservation efforts, e.g. villagers are often willing

serious damage to forest resources of the National

to be involved in forest patrol because of a few

Park (Mlup Baitong2003;

income from the patrol, and this payment comes

Prachyuthy 2006),

community

activities,

especially

the

from the revenue of CBET.

because hundreds of trees were consumed every
day to make charcoals in that area (Moeurn, 2008).
The CBET was established to manage ecotourism
activities in the commune in order to provide
alternative income sources for such a forest
dependent community after the ban of making
charcoals. These activities started by initial supports
from Mlup Baitong (MB), a local environmental
NGO, with several foreign donors. MB, who has
been patiently and deeply communicated with the
community, played an important role and they have

Fig. 2 Local women’s groups were trained for

particularly focused on awareness raising and

serving local cooking for tourists

capacity building. Outside support ceased in 2010,
since when CBET and NRM in Chambok have been
operating

independently

management

under

committees

in

their

the

elected

community

(Pichidara, 2013): firstly electing 9 leaders from 9
villages, and then selecting 1 community leader
from those 9 village leaders, which leads to
community democracy for discussing everything
within

community

including

ecotourism

management, forest use, conservation issues and

Fig. 3

A local guide is explaining the traditional

benefit distribution. The income from CBET has

livelihood in the community.

been increasing and recently stable, and the growth
3．Future plans

of income mostly stem from foreign tourists.
Women's groups in the communities are trained by

The author has conducted several field research

the local NGO so that they could serve local

of conservation and ecotourism in Cambodia and in

cooking for tourists (Fig. 3) Interviewee women

Myanmar, and had already published some papers.

mentioned that their income from CBET is not large

As for future plans, the author firstly choose and

65

Review, Vol.17 (3), 1~7.

target some representative cases (both successful
and unsuccessful) and do further quantitative

6) Prachvuthy, M. (2006) Tourism, Poverty, and

surveys such as network analysis, multivariable

Income Distribution: Chambok Community-Based

analysis, cluster analysis, aiming to identify factors

Ecoutourism Development, Kirirom National park,

that affects the sustainability of ecotourism

Kompong Speu Province, Cambodia. Journal of

development by local communities.

GMS (Greater Mekong Subregion) Development
Studies, Vol.3 (1), 25~40.
7) Rose, C.M. (2002) Common property, regulatory
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A study of Local Governance and Community Management for 3R-Oriented Sustainable Society
とともに持続可能な社会経済システムの構築を

1. 2019 年度の活動報告
持続可能な地域の社会経済循環システムの構

図る自治体について、ガバナンスとマネジメント

築とそのプロセスについて、今年度は奈良県川上

の両面から、成果を上げる要件について考察を行

村の取組みについて考察を行った。また、途上国

うとともに、途上国の参加型開発モデルと比較し

に地域のコミュニティ・プラットフォーム構築支

ながら、開発手法の途上国への移出のあり方つい

援の手法について検討すべく、長野県飯田市の事

て検討することとした。

例について文献収集を行うとともに、ヒヤリング
（2） 研究対象地域

を実施した。

日本国内で地域経済循環の構築を通じて、社会
2．これまでの活動状況

経済基盤の確立を図る取組みを行っている地域

（1） 研究背景と目的

を研究対象としている。具体的には、岩手県紫波

日本の条件不利地域のなかで、地域資源を生か

町、奈良県川上村などを調査対象地域とした。ま

した産業創出と経済循環を創出し、限られた財源

た、地域ガバナンスの構築手法の途上国への伝達

を効果的に活用しながら、持続可能な社会経済シ

について、2005 年より始まった長野県飯田市に

ステムの構築に向けた取組みを推進する事例が

おけるフィリピン・レガスピプロジェクトにおけ

出ている。地元で新たな雇用創出を図るとともに、

る公民館システムの輸出を通じた住民の自治意

食料やエネルギー自給を含めた経済循環構築を

識創出と自治制度・規範創出への取組み事例から、

図ろうとする取組みを通じて、人口減少を抑制し

地域ガバナンスモデルの移出について、考察する

たところもある。またその取組みに際し、行政が

こととした。

単独で施策や事業を担うのではなく、地域の事業
者や住民などと連携・協働して取組みが進められ

3．研究結果・論文執筆状況

ている。

（1）岩手県紫波町の事例

近年、こうしたいわゆる条件不利地域における

昨年度に実施した岩手県紫波町での調査研究

「小さな拠点」の構築や、地域運営組織の取組み

から、持続可能な社会経済システムの構築に向け

を通じた地域ガバナンスの構築を図る動きが各

て、域外と連携を図りながら地域資源を生かした

地で活発化している。また、こうした地域づくり

エネルギー循環や経済循環の仕組みづくりとと

の取組みについて、JICA などの仲介により、途

もに、それ運営する「場」
（プラットフォーム）と

上国からの研修・視察が増えている。

して駅前開発を推進したことが確認された。また

本研究では、人口減少が進む地方圏にあって、

開発にあたり、役場企画課が、100 回以上もの市

独自の地域づくり政策を推進し、人口減少の抑制

民参加のワークショップを開催するとともに、そ
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こで出された意見を、専門家による会議体を通じ

ともに、村内の経済循環を構築する仕組みを築い

て具体化する方法を模索し、計画案を策定してい

た。移動スーパーには保健師も同行し、食生活を

る。さらにその案を議会で検討することで、多角

含めた見守りを行っている。
このほか、住民生活に必要なクリーニング店、

的に議論を重ねながら、町の将来像を創りあげて
いた。その形は、駅前開発オガールプロジェクト

ガソリンスタンド、土建会社など、さまざまな事

として結実し、繋がりの形が「見える化」される

業者の継業や営業支援にも乗り出している。民間

空間が整備されている。オガールベースには、情

のガソリンスタンド閉店の際には、かわかみらい

報交流拠点機能としての図書館やミーティング

ふが公設民営サービスステーションとして、事業

ルーム、スタジオが整備され、カフェや産直マー

を引き継ぎ、燃料販売を担うとともに、防災拠点

ケット、宿泊施設、バレーボールコートをはじめ、

として燃料供給機能も担っている。自治体が、域

多様な活動を支える場が形成されている。この地

外の民間事業者に業務をアウトソーシングする

域は木材チップによる熱供給システムが導入さ

のではなく、地域内に事業と雇用を創出し、域外

れており、エネルギー自給によるまちづくりのモ

事業者との良好な関係を構築することで、地域内

デルにもなっている。

経済循環を強化する仕組みを創り出している。
③地域課題の検討と行政対応

近年では、地区のなかで地域運営組織を立ち上
げ、住民主体の街づくりを推進する動きが出てき

川上村では、地方創生に向けた「まち・ひと・

ており、行政がそれをサポートしながら主体的な

しごと総合戦略」の取組みが始まる以前から、独

まちづくりが進められていることが確認された。

自の人口シミュレーションを行い、持続可能な村

（2）奈良県川上村の事例

のあり方について対応を検討してきた。若手職員

①村の概要

が村の課題を整理し、村を分析する勉強会を重ね

奈良県川上村は、紀伊半島南東部に位置する人

た。具体的には、各戸への訪問調査を通じて集落

口 1300 人規模の山村である。和歌山から流れる

単位での人材カルテや住宅カルテ、村の全事業所

紀ノ川（吉野川）上流に位置し、大阪市を上回る

のカルテを作成し、人・住まい・事業の現状と将

面積を有するところに、26 の集落が点在する。奈

来について見える化を図った。

良県南部の人口減少は目覚ましく、人口規模とそ

そのうえで、廃業を検討する事業者への継続支

の減少率から、消滅可能性の最も高い自治体と称

援を含め、必要なサービスを整理し、村の拠点を

される山村である。川上村は吉野杉の産地として

整備するとともに、必要な支援を行うための事業

知られ、林業が主要産業であった。しかしながら、

を立ち上げている。
しかしながら、医療・介護・教育などのサービ

林業の衰退とともに、人口減少が進む。また、村
には特定多目的ダムとして大滝ダムが整備され、

スにおける専門職をすべて村単独で確保できる

集落移転が進められた地域でもある。

わけではない。近隣市町村との協働、県の支援を

②地域経済循環の構築

受けて専門職の確保を図ることも行っている。
④かわかみらいふの取組みを通じた条件不利地

川上村では、株式会社かわかみらいふを立ち上

域における PPP 戦略

げ 4 年が経過した。この会社は、村人の暮らしを
支える様々なサービスを提供する事業を展開す

村民の暮らしを維持するには消費環境を整え

る。具体的には日用品や食品、灯油などの宅配や

る必要があるが、川上村では、たとえ外出が難し

移動スーパーを運営するほか、同時に高齢者宅を

い人でも、日用品やガソリン・灯油などが調達で

訪問し、見守りや健康管理の支援を行っている。

きる環境が整う。そこで活躍するのが、村も出資

これにより、スタッフ 16 名の雇用を確保すると

して創設された一般社団法人かわかみらいふで
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ある。県内の生協やスーパーと提携して、商品の

される」。しかしながら、ひとたびファシリテータ

宅配や販売事業を担い、点在する集落を回る。各

ーが撤退すると、事業が継続できなくなるケース

地区を回る際には、顔を合わせた住民の様子など

も多い。日本国内でも、補助金交付終了により事

を日報に記し、ケアが必要という場合にはすぐに

業が立ち行かなくなるなど、域外の資源や人材に

関係機関につなぐ。ガソリンスタンド事業も担い、

依存した事業の継続には課題も多く、主体的な参

灯油の販売も行う。

加を通じた地域開発の仕組みづくりが模索され
てきた。

規模拡大と流通ネットワーク構築で成長して
きたスーパーなどが、採算の面で参入しづらい地

大濱（2007）によれば、開発の基本的 3 要素と

域であっても、かわかみらいふが配達などの業務

して、資源・組織・規範が挙げられており、資源

を担い、同時に住民の見守りも行う。それにより

（人・モノ・カネ）だけを提供しても、それを運

地域に雇用が生まれ、地域の暮らしを支える経済

営する組織と運営ルールとなる規範とが必要で

循環が維持される。

あると説明される。そして、そこに住民が主体的

このように川上村では、村内に村出資の法人を

に参加する参加型開発が持続可能な地域づくり

立ち上げ、生協や圏域スーパーとも連携しながら、

に結びつくと提起する。この参加型開発とは、
「開

生活に必要な購買環境を整え、かつ地元雇用を創

発の調査、計画、実施、評価のあらゆる活動へ主

出している。さらに、福祉や見守りなどの支援も

体的に関与し、その中で意識の変革・組織の形成・

同時に行いながら、トータルな生活支援を行う体

能力の育成・ネットワークの構築を自らの経験に

制を構築している。

基づき内在化していく経験的学びのプロセスを

(3)途上国における住民参加型開発とその支援

促進し、さらに、そうした活動の蓄積により民主

①先行研究の整理

的な社会経済構造の変革に向けた社会的基盤・環

・参加型開発

境を段階的に構築していく開発手法」と説明され
る。

途上国援助においても、住民参加型の開発がい

さらに大濱（2007）では、参加型開発を構成す

われるが、飯田市（2018）では「参加型社会開発
（PLSD）
」について大濱（2007）等を手掛かりに、

る基本要件として(1)意識化、(2)組織化、(3)能力育

その特徴と課題を整理している。

成、(4)ネットワーキングの 4 つを掲げており、レ

住民参加による開発は「現在までに国際機関や

ガスピプロジェクトを通じて、飯田市の公民館制

NGO、また、現地政府が実施する開発プロジェク

度という住民自治の実践現場のなかで、一連の研

トにも広く採用されるようになっ」ており、また、

修が行われている。
（飯田市（2018））

「典型的なパターンは農村開発や都市スラムの

・フィリピン・レガスピプロジェクト

生活環境改善などに見出されるが、それらは政府

飯田市では 2005 年よりレガスピプロジェクト

や NGO の担当者がファシリテーターとして地域

を実施しており、その取組みは進化を遂げている。

コミュニティに入り込み、そこで住民との対話を

当初、レガスピ市の貧困地帯とされるプロ村、

重ねた後に住民組織を立ち上げ、この住民組織を

エスタンザ村の開発、特に飲用水確保において、

主体として問題解決に向けた開発事業を計画・実

参加型開発の手法を導入したという。飯田市では

施するというスタイルをとる」と説明される。具

研修生を受け入れ、公民館活動や簡易水道、財産

体的な事業として「灌漑用水路、農村・市場道路、

区、集会施設などの共有財産自主管理の手法につ

水道設備建設などの小規模インフラ整備や、マイ

いて研修する機会を提供した。そこでは 3 つの目

クロファイナンス、保健・衛生事業、生計向上活

標とともにプログラムが実施された。(1)地域貧困

動など、地域住民のニーズに合わせたものが実施

層住民のニーズである生活飲料用水確保のプロ
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ジェクトを参加型手法により計画実施し､住民の

いる。研修を通じて、自然環境を保全しながら、

能力形成・組織強化・意識改革を促進する。(2)参

自主的に管理運営できる技術を用いて、地域づく

加型地域社会開発｣研修の開発・実施を通して地

りを住民参加型で実施する取組みを学んでいる。

方政府､開発諸組織､NGO の業務遂行能力の向上

受入先の地域や自治体にとっても、途上国から

と意識変革を実現する。(3)地域住民組織と外部支

の専門家や政府関係者の訪問を機に、自らの取組

援組織の間に効果的な参加・協議システムを構築

みを再評価するとともに、新たな関係を構築する

し､地域自治の基礎要件の構築強化を図る｡（飯田

一つの機会となっている。

市(2018)）
プロジェクトは、2013 年以降、台風の甚大な被

４．今後の計画

害による被災者の再定住区となったタイサン村

引き続き、持続可能な社会経済システム構築に

タイサン再定住区に対し、公民館を核としたコミ

向けた政策を推進する自治体を訪問し、行政体制

ュニティづくりにシフトする。ここに公民館を核

ならびに地域の産業構造と経済循環について考

とした住民自治の仕組みを構築したことで、3 年

察を行い、持続可能な社会経済システムの構築に

間で住民自身が掲げた 11 の地域課題解決につな

向けた自治体の施策と、その推進体制について、

がる成果に結びついているという。（(1)汚水タン

さらなる検討を行うとともに、途上国へのノウハ

ク(2)ゴミ処理(3)集会所の不在(4)地域を代表する

ウの移出について検討を行う。

住民組織の不在(5)同棲(6)非定住者(7)市場(8)保健

飯田市は、公民館を通じた住民自治組織による

所(9)世帯人数(10)野犬(11)防犯）。
（飯田市 2018）

地域の自主管理運営において成果を上げている

タイサン再定住区には「KOMINKAN」が建設

地域である。しかしながら、紫波町や川上村にお

され、住民による管理運営とともに、公民館を拠

いては、役場が大きな役割を担っており、行政と

点として様々なコミュニティ活動が行われてい

住民組織との役割分担や連携の在り方は異なる。

る。「台風襲来時には組織として防災活動に取組

途上国における住民参加型開発について検討

み、被害を最小化させるとともに、住民自身によ

するうえで、地方政府と住民との関係のあり方や、

る復興活動を行うなど、地域の自治組織として着

技術移転の方策について、今後、更なる整理と検

実な進歩が見られる。」
（飯田市 2018）また、住民

討をすすめる。

組織が「レガスピ市長と交渉し、再定住地全体を
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2019 年度 国際共生社会研究センター 研究概要

2019 年度の研究活動を振り返って
国際共生社会研究センター

副センター長

大学院国際学研究科（国際学部）教授
松丸

亮

Review of Research Activities (FY2019)

１. はじめに

本年度も、共生センター資金および他の研究資金

著者は、東洋大学国際共生社会研究センター

などを利用し多くの現地調査を行った。以下、活

（以下、共生センター）のプロジェクト「アジア・

動内容の概要を述べる。

アフリカにおける地域に根ざしたグローバル化

2.1

東北復興調査

時代の国際貢献手法の開発」において、国際貢献

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から

グループに所属しており、主に、防災・復興分野

7 年の年月が経過しているが、被災地は依然とし

での国際貢献手法の開発に関する研究を行って

て復興の途上にある。今回の調査（2018 年 6 月 16

いる。2018 年度は、防災・復興分野での研究に加

日～17 日にかけての 2 日間）では、特に岩手県沿

えて、2017 年度より開始した、三井物産環境基金

岸部（山田町、大槌町、釜石市）の住宅、産業等

による研究助成「ミャンマー・インレー湖におけ

の復興状況について確認した。また、盛岡市にお

る環境悪化要因の分析と住民主体の環境型環境

いて、震災時の報道に関し、岩手日報において聞

改善手法の構築」
（NPO 法人地球市民の会と共同で

き取り調査を実施した。

実施）を継続するとともに、今後の研究展開の検
討を行うために、カンボジアにおける衛生意識の
向上に関する調査を行ってきた。
2019 年度も 2018 年度に引き続き、防災復興分
野の研究、ミャンマー・インレー湖の環境改善に
かかる研究を継続している。
本研究活動報告では、これまでの成果のうち、
2013 年に発生した台風ヨランダ（国際名：Haiyan）
写真１

からの復興におけるコミュニティ形成に関する

山田町の市街地の復興状況

調査結果を紹介する。ここで報告する内容は、著
者自身の現地調査の結果と 2019 年 6 月に陸前高
田で行われた国際開発学会春季大会で発表した
内容 1)を基にまとめたものである。これらの調査
および検討は、学部学生（2019 年 3 月卒業）の金
子沙希と共同で実施したものである。
２. 防災・災害復興分野における国際貢献手法に
写真２

係る研究
本研究テーマは、著者の主たる研究分野であり、
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養殖漁業の復興状況調査

山田町では、復興担当の職員からの聞き取りに

日にかけての 6 日間（現地 4 日）
、学部 4 年生 2 名

加え、市街地の復興の状況（写真 1）を確認する

が同行）を行った。

とともに、水産業の状況について養殖漁業者から

昨年度の調査は、被災者の居住環境に関する満

の聞き取りと現地調査を行った（写真２）。

足度に着目したものであったが、今年度の調査は、

写真からわかるように、震災後 7 年を経過してい

市街地の沿岸部の No Build Zone 外（写真５）に

るが、市街地の嵩上げと区画整理が終わり、住宅

住む住民の防災意識と集団移転団地（写真６）に

の再建が始まったところであり、生計の再建はこ

おけるコミュニティ形成に着目して行った。

れからであるといえよう。一方、漁業についても、

その結果、No Build Zone 外住民の防災意識で

被災前の収穫高までは戻っていないとのことで

は、同じ No Build Zone 外という災害に対して脆

あり、真の復興にむけた道半ばであることが分か

弱な地域に住む住民でも、住民の被災経験や居住

った。この調査では他にも、大槌町において、震

地の地形などによって、防災意識（Yolanda 災害

災遺構として保存が検討されていた町役場（取り

後に取った対策、今後政府に希望する対策など）

壊しが決定、写真３）
、移転再建を行った住宅地、

が異なることが明らかになった。

釜石市の学校からの避難における教訓の聞き取
り、鵜住居地区の復興と復興スタジアム（ラグビ
ーワールドカップ会場予定地、写真４）などの視
察を行った。
一連の調査により、東北の復興状況と現時点に
おける課題が確認できた。

写真５

写真３

No Build Zone 外の市街地の状況

旧大槌町役場庁舎

写真６

集団移転団地の様子

一方、集団移転団地のコミュニティ形成では、
同じ集団移転団地内でも、いくつかの建物を単位
としたブロックと呼ばれる単位で、住民のつなが
り方（町内会的組織や情報提供、イベントのやり
写真４

2.2

建設中の鵜住居復興スタジアム

方など）が違い、その違いがブロックの雰囲気と
して表れていることが分かった。また、居住年数

フィリピン復興状況調査

や出身地が同一であること、居住戸数などが、住

昨年度に引き続き、本年度も 2103 年対の台風

民のつながりをソーシャルキャピタル的な視点

Yolanda 災害後のタクロバン市および郊外部の集

で見たときに影響を及ぼす要因でありそうなこ

団移転団地において調査（2018 年 8 月 16 日～21

とが分かった。さらに、ソーシャルキャピタル的
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な分析から、住民の中には住民のネットワークか
商業施
設

ら外れている住民が少なからず存在するが、そう
いった住民も、同じブロックには信頼できる友人
がおり、そういうエントリーポイントを利用する
ことで、孤立する人に対しても様々なサービスを
提供できる可能性があることが分かった。

レストランコン
プレックスの一
部が営業をして
いたが、ほとん
どは建設途上で
あった。

た。
レッドゾーン近くに、2
か所の商業施設（レス
トランコンプレックス
とショッピングモー
ル）が営業開始してい
た。

来年度も引き続き現地調査を継続し、長期間に

この結果は同行した 2 名の学生の卒業研究とし

わたる仮住まいなどに関する意識調査を行うな

て卒業論文に取りまとめられている。今後も、タ

ど、長期化が想定される日本の大規模災害からの

クロバン市での調査は継続し、台風 Yolanda から

仮設暮らしにおける知見を蓄積していきたい。

の復興の状況、経年変化により発生する新たな課
題などを確認していきたい。
2.3

2.4

イタリア復興状況調査

熊本地震復興状況調査

今年度は、センター予算での調査は実施しなか

2016 年年に発生したイタリア地震からの復興

ったものの、調査・研究は継続している。

調査は、昨年度より柏崎研究員と共同で実施して

熊本は、熊本地震の発生から約 3 年が経過した

いるものである。

が、仮設住宅から復興公営住宅（写真７、写真８）

今年度は、別資金により著者が 9 月に現地調査

への移転が開始されたばかりである。

（学部 4 年生が同行、結果を卒業論文に取りまと
めた）を行った。加えてセンター予算にて、2019
年 2 月 17 日から 23 日にかけて、柏崎研究員と著
者が現地調査を行う予定である。
昨年度調査からの大きな変化は、カメリーノに
おける仮設住宅の完成と入居開始、アマトリーチ
ェにおける仮設住宅の供給拡大と商業施設の営
業開始である。2017 年の状況との違い（主なもの）
を表 1 にまとめた。
表１
市

写真７

復興公営住宅（西原村）

昨年度調査との状況比較

項目
レッド
ゾーン

2017 年 7 月調査
立入禁止

仮設住
宅

なし

被災住民が利用

商業施
設

テントでの営業
のみ。

レッド
ゾーン
仮設住
宅

立入禁止
2017 年 2 月頃よ
り入居が始ま
り、順次入居が
進んでいた。

生活が落ち着いてきた
印象がある。聞き取り
調査では特に大きな不
満は挙げられなかっ

カメリーノ

中間避
難所

2018 年 9 月調査
一時期立入禁止が解除
されたが、8 月時点で
は立入禁止。
建設が進み、入居が開
始している。
仮設住宅の仕様は、ア
マトリーチェのそれと
ほぼ同じであるが、細
かいところで異なって
いる。
一部の住民が退去し、
その部分についてカメ
リーノ大学の学生寮と
して利用
営業状況は変化がない
が、商業施設の建設が
計画されている。
立入禁止

写真８

復興公営住宅の集会所（左側の建物）

現在は、みなし仮設住宅に居住する被災者の今
後の生活に関する不安の解消が現在の課題の一
つである。建設型仮設住宅においては、一定のコ
ミュニティ形成と情報の提供がなされているの
に対し、被災者がバラバラに居住する形のみなし

アマトリーチ
ェ

仮設では、コミュニティ形成や情報の伝達がうま
くいっていないところも多く、生活に不安を抱え
ている被災者が多い。みなし仮設に居住する被災
者が多いこと、居住期間が長くなって来たことに
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より出てきた課題であり、行政や支援団体が、新
たな課題に取り組む必要に迫られていることが

４. カンボジアにおける衛生意識の向上に関す
る調査

明らかになった

今後の水衛生分野での国際貢献手法の検討に
３.「ミャンマー・インレー湖における環境悪化要

係る研究展開を行うために、2019 年 2 月中旬にカ

因の分析と住民主体の環境型環境改善手法

ンボジアで現地調査を行う予定である。

の構築」の進捗状況

この研究は、特に幼児・児童・生徒の水に起因

昨年度より、特定非営利活動法人地球市民の会

する疾病の防止のための方策の検討と外部から

（以下、TPA）と共同で三井物産環境基金の研究の

の技術支援の在り方を検討するもので、今回の現

助成による「ミャンマー・インレー湖における環

地調査では、観光地としても成長が著しいシェム

境悪化要因の分析と住民主体の環境型環境改善

リアップしにおいて、幼児・児童・生徒の水衛生

手法の構築」を実施してる。プロジェクト期間は、

に関する意識についての基礎情報を収集するこ

本年から 3 か年で、
来年度が最終年となっている。

とを目的としている。

昨年度および今年度に実施した水質調査（2017

現地調査によって得た情報を分析し、今後の研

年 6 月、8 月、2018 年 8 月の 3 回）
、現地踏査、

究をどのような形で進めるか検討していきたい。

聞き取りなどから、以下のことが明らかになって
５. おわりに

きており、今後は、より詳細な水質形成機構の解

本年度も昨年に引き続き、防災・復興関連研究、

析をしていく予定である。

インレー湖の環境改善事業などを実施してきた。

 インレー湖の COD は非常に高い値を示してお

インレー湖プロジェクトについては、国際会議

り、日本の代表的な湖沼と比較しても最も汚染

にて研究の中間報告ができることは大きな成果

が進んでいるレベルとなっている。

であるといえよう。

 通常日本では、COD が 10mg/L を超えると、濁

共生センタープロジェクトは、来年度が最終年

度が高くなり清澄性が失われるが、インレー湖

であることから、今年度までの成果をより多く発

は、透明度は高く、濁度は低い。また湖心の清

信できるように、それぞれの研究課題に取り組ん

澄性は高く、湖底を目視確認することができる

でいきたい。

ほか、沈水植物が高密度で繁茂していることも
確認できた。

５. 参考文献

 COD の高さに比べ湖水が清澄に保たれている
要因の一つに、湖内に大量に繁茂する水生植物、
特に沈水植物による浄化効果が考えられる。
 この効果については、濁度が限界値を超えると
水生植物が失われ、濁度が一気に高レベルとな
る機構（カタストロフィック・シフト）の存在
が指摘されており、インレー湖は、この「シフ
ト」直前の状況にあることが懸念される。
なお、上記の内容を含むこれまでの研究成果の
詳細について、2019 年 3 月に西安で開催される、
IASUR（International Alliance for Sustainable
Urbanization and Regeneration）が主催する国
際会議、「the 2nd International Conference of
IASUR」において報告される予定である。
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1) 松丸亮（2019）「台風ヨランダ被災者の再定住
地おけるコミュニティ形成に関する考察」
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途上国への福祉政策の技術支援を通じた生活向上に関する研究
フィンランド・ベイビートレイルプロジェクトの他国への導入可能性の検討
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
藪長 千乃
On the improvement of people’s lives through the welfare innovation in the post-industrial societies
Finnish edugame, BabyTrail: applicability and adaptability to Japan and other countries
the expenses of the newcomers and labour market

1. Previous research
The main content of this research is to collect

outsiders. The post-industrial reform enforces the

examples of the development of welfare policies and

policies that enhance the employability of those who

technological innovation of social welfare services in

are excluded from the old industrial labour market,

developed countries and to examine their applicability

addressing the environmental change in a post-

to developing countries. The main objective of this

industrialised society. Both directions of the reform

study is to contribute to the improvement of people’s

have vectors to the positive side and the negative side

life and well-being.

so that the features of those reforms are able to be
plotted on the matrix of the welfare reform. (Yabunaga

Previous research focused on the change and

2019)

transformation of the welfare provision in Nordic
countries and Japan (Yabunaga 2019). It pointed out the
four types of welfare transition in the post-industrial era

2. Research in 2019

of the developed countries.

(1) Background and Objectives

Since the 1990s, changes in the nature of the welfare

According to the main aim of the activities of Center

state have been due to many factors, including austerity,

for Sustainable Development Study, it is meaningful to

ageing, transformation into a competitive nation

consider the applicability of good practice of one

through globalisation, the emergence of new risks that

society to another and its contribution for the

should be covered by the welfare states, and essential

improvement of people’s lives, especially in the

changes in the industry. Häusermann (2006, 2010, 2011,

developing countries.
In Finland, researchers developed a digital “edugame”

2012) organised the discussions on the transformation
of the welfare state into two types. One is the

named “BabyTrail” with professionals and a venture

orientation of the social welfare reform towards social

company. The BabyTrail was as one of the technical

insurance/work protection type (industrial reform),

tools as a new way to respond to the parent’s needs. It

which is based on the employment system in the old

was also expected as an interface or a device for support

industrial society; the other is social protection/need-

and to collect data for research.
This research focused on the edugame, BabyTrail,

based activity and an activation type (post-industrial
reform)

that

enhances

non-contributory

evaluated its function and examined its applicability to

social

Japan is considered.

protection. The industrial reform preserves the rights of
the regular and standard workers and their families at
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insufficient or fails to meet the needs of today’s parents

(2) Target: BabyTrail, a digital “edugame”
BabyTrail is a digital game for education to

(e.g. Entsieh & Hallström, 2016; Henshaw et al., 2018).

expecting couples and new parents with the element of

Primary maternity care is provided at communal

amusement and expectation to motivate them to learn.

maternity health clinics in Finland, but the organization

It Gives information and enhances reflection on

of services (e.g. family education) varies a lot (e.g.

parenthood, child wellbeing and daily family life. It

Tuominen et al., 2014). At the same time, there is a

aims to support co-parenting and family well-being

pressure to cut off public resources for family education

during the transition to parenthood. Content of the

and support. With those factors, the BabyTrail was

BabyTrail is based on family research and game-based

developed.
The content of the BabyTrail includes five essential

learning.

themes based on academic research such as; 1.

BabyTrail was developed as a new technical tool to
respond to parent’s needs based on research results

BabyPark:

Positive

parenting

and

parent-child

which shows advantages of edugame such as Glimer’s.

relationship 2. Parental Lane: Parental wellbeing and

(Technological tools work well in conjunction with

agency

personal guidance by professionals, allowing parents to

couple relationship 4. Network Avenue: Social

set their own goals and reflect their experiences.)

networks 5. Work-Family Square: Work-family

3. Partnership Boulevard: Coparenting and

reconciliation and family benefits
Key activities in the game are reflective questions,
practices and multiple choice (knowledge + reflection
+ practices), tips and quizzes. The player can choose
between five signposts and types of activities. The story
of BabyTrail invites parents to throw themselves for a
trail/journey to parenthood. There are five stages. Two
of them are about expectancy and three are about the
year with a baby. The player’s progress via successes in
quizzes leads issues and topics get more challenging.
Figure1: Overview of the game and the levels to play

However, the atmosphere and landscapes create

of the BabyTrail (Source: Rönkä et. al., 2019)

positive feelings and humour.
The developer team concludes from the developing
and reflection from the action research using the

It is common challenges in many societies that

BabyTrail as follows (Rönkä et. al., 2019);

ambivalent expectations of parenthood, discontinuities
in family relations and individualisation of lifestyles

There is a great need to develop parental education

cause pressure to new parents. Working life has become

to meet the needs of today´s parents. Gamification can

more insecure, making it more challenging for parents

be utilized as a way to develop services more flexible,

to reconcile work and family life. At the same time

motivating and accessible. First results show that

becoming parents is associated with declining couple

parents find the content of the BabyTrail relevant.

relationship adjustment. Expectant couples and new

BabyTrail can also support reflection, normalize, evoke

parents are generally willing to receive information and

discussion and offer emotional support. There are still

support, but very often the support available is either

many obstacles to overcome until the game will be a

76

doctor or the midwife during the perinatal period. There

natural part of family education.

is no official contact between those delivery places and
community health centres regarding pregnant mother’s

(3) Results

information.

Given condition to apply the BabyTrail to Japan
could be listed as followings.
-

-

-

-

Mothers usually give birth at the maternity clinic.

Report to the municipality by an expecting mother

Before the delivery, the main advisor for expecting

In Japan, in the case of pregnancy, with advice by

couples is a medical doctor and midwives of the

the doctor, the pregnant women will go to the city hall

maternity clinic.

or the public health office (the community health

When mothers are in pregnancy, they should report

centre) of the residential area for reporting their

to the municipality office and receive a handbook

pregnancy (the notification of pregnancy). At the

and information package. Childbirth education is

acceptance of the report, the expectant mothers receive

offered by the community health centre operated by

the Child Health Handbook, “Boshitecho” and start

the municipality.

recording filling out the forms on every page of the

After the delivery, the community health centre and

Handbook with 49 pages. In the case of Tokyo, the

a community health nurse support the family

municipalities also give information package including

periodically. The main target of support is the

vouchers for prenatal checkups (14 times) and some

mother and her baby.

gifts selected by the municipality.

The information source for life and family planning
is limited and fragmented school education.

-

Total fertility rate in Japan (2017) is 1.43 and main
reasons of having fewer children are high cost, low
income of young generation, long hour work
tradition and limited support for the new and young
family both in cash and in-kind.

Delivery is in the clinic or hospital.
Expecting mothers can choose their place of
delivery from these options; an obstetrics department

Figure 2: Stages for a transition to parenthood in

of a hospital, a maternity clinic, a maternity centre

Japan (Source: Author)

(Midwife home) and their home. The choice of a
hospital or a clinic for delivery is open to mothers.

Community health centre

Home/area doctor arrangement system is not accessible

Big and medium-sized municipalities have own

in Japan. The cost of delivery operations and treatment

public health offices. Operation of this office covers

is not covered as a medical treatment. Still, the family

public health services, Food hygiene, area and

can receive a lump-sum benefit for delivery from social

environmental sanitation including animal health issues.

insurance which covers average expenses of the

Community health centre (or community health service

delivery at a hospital/clinic.

division) often belongs to the office.
The community health centre offers health services

Mothers receive health advises mainly from the
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for perinatal families. Perinatal home-visit service,

midwife) is weak. Besides, young couples need

health guidance, prenatal (childbirth) education course

supports also in Japan. The number of working women

is also provided by the centre. Receiving services and

is increasing because of wage stagnation, unstable

participation in the course are voluntary based.

labour market and significantly high cost of child-

Postnatal home-visit service by a community health

rearing. They need chance and support to discuss for

nurse of the centre, childcare consultation and

reconciliation and sharing roles between work and

providing forum for exchange among families are

family responsibility.
However, there are considerable challenges to

substantive functions of the centre.

overcome. How to adjust the differences between
Finland and Japan regarding public support system,

Introducing Japanese NEUBORA (neuvola) system
In 2017, the Ministry of Health, Labour and Social

food, home structure, facility, the cultural background

Welfare started to introduce Comprehensive Maternal

and so forth. Contrary to the Finnish simple support

and Child Health Center system at each municipality.

system during the period of a transition to parenthood,

Preceding pilot cases call themselves, Japanese

the Japanese complicated and fragmented support

NEUBORA (neuvola) Project. The development from

system needs a shaffling a considerable amount of

the previous system provided by the community health

information. Practical barriers are also become the

centre is the combination of the existing maternal and

challenges such as preferences of the smartphone than

child health promotion from the public health approach

PC, cartoonish icon than real avatar and so forth.

and the parenting support from the community
4. Further research plan

development approach. The system extending the
target from the mother and her child to the family, in

In January 2020, the developer of the BabyTrail

addition to the changes from the group setting based

come and visit the Center for the intensive seminar. The

support to the support for individual cases. From

process of the game development and method of

another aspect, the centre intends to provide seamless

applying scientific research will be discussed. With

support from the before pregnancy phase to children’s

results of the seminar, the comparative study will be

K12 phase. However, the system has just started.

conducted with similar Japanese tools also focused on
their applicability.

Discussion: Possibilities and challenges
References

In Japan, there seems a welcome atmosphere for the
Finnish system. The measurement of low birthrate is
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mood, the BabyTrail can cover information pitfalls for

Yabunaga, Chino (2019) Finnish Reforms of the Local

expecting couples. Young couples have a few
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opportunities to get knowledge for considering their

after the 2000s and a comparison with Japan’s,

life courses and family plan. Main sources of the
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information are limited school education, website and
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magazines. The communication between expecting
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family and a community health centre (nurse and
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地球温暖化問題への各国の対応と政策‐COP21 からの道程と方向‐
国際共生社会研究センター

客員研究員

国際学部

客員教授

久留島

守広

Research on the policy and actions against the Climate Change under the Paris Agreement
１． これまでの活動報告

ブリッジをなしアジアの中心たる当地にて、建設

以下の地域などにて、調査・情報収集活動を行

業の高度化さらには連携する新産業の創造へ向

ってきた。

け、活発な教育訓練・交流・情報発信を行うとと

（１）独エネルギー機関 DENA・年次総会

もに、産業界・研究者・行政との意見交換・協創

2018 年 11 月 26 日～17 日に独・ベルリンにお

の中核となす所存。

いて上記会合に参加し、「都市とコミュニティの
脱炭素化：エネルギー転換とは」のパネルにて発

２． 本年度の活動

言した。今回の会合では、特に都市計画・建築・

以下の会合に出席、情報交換・収集等を行った。

交通分野における都市の政策に焦点があてられ、

（１）会議名：IEA Experts’Group on R&D Priority

独・各地の専門家からその先進的な動きを紹介す

Setting and Evaluation

るとともに、その推進方策、規模・範囲の拡大等

（２）主催：IEA 国際エネルギー機関

につき議論がなされた。

（３）開催場所：パリ・IEA 国際エネルギー機関

また、当地 JETRO、産業人、大学教員及び欧州

本部

連合エネルギー総局の担当官他と、国際共生社会

（４）開催日時：２０１９年１０月２１日（月）

への方向・方策等につき意見交換等を行った。

‐２２日（火）
（５）参加者：各国政府関係者、産業界、研究者

（２）建設自動化技術移転事業・同拠点開所式

等約３０名

2018 年 12 月 26 日～29 日にミャンマー・カイ

（６）目的・議事次第

ン州・パアン市において開催・参加し、カイン州

国際エネルギー機関（IEA）が、関係者間の情報

首相とともにその概要と期待される成果につき

交換と共有を図るため、各機関から推薦の招待者

スピーチを行い、同国政府関係者・産業人・当地

にて、パリ・IEA 本部にてワークショップを開催

JETRO 所長他と今後の運営方策、規模・対象事業

した。

の拡大等につき議論を行った。

本ワークショップでは、国際的な次世代燃料開

本件は、わが国「自動化施工のトップランナー」

発及び市場動向と気候変動対応政策に関連する

たる企業によるもので、NEDO 事業として太陽光発

課題等を議論する政府、企業、その他ステークホ

電適地等を、ドローン自動測量＞造成最適解を AI

ルダーのための現状報告・意見交換等の機会とな

解析＞建機・自動化施工他を開発、今後のアジア

っている。

展開によるもの。

とりわけ、トピックを次世代燃料たる水素・バ

まずは現地にて研修・技術移転センターを開所、 イオマス燃料等にフォーカスし、新たな研究動向、
20 名程度の研修生教育を行うもの。当センターで

市場メカニズム、地域連携等につき報告・情報交

は、インレー湖の環境改善活動にも取り組んでお

換等が行われた。その概要は、以下。

り、これら先達とともに、ミャンマーと日本国の
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①第１日（10 月 21 日）以下、敬称略。

③特記事項

開会挨拶：主催者 IEA：Jørgensen・EGRD 議長に

米・ブラジル等では、バイオマス燃料の商業生

続き、同：Cédric Philibert・新エネルギー部長

産拡大とともに市場の整備などが行われている

から次世代燃料の研究開発・導入等につき現状と

が、一方食料との相克等課題も指摘されている。

動向の紹介が行われた。

このため、今後の有望なテーマとして、以下を中

続いて、以下の項目につき発表がなされ意見交換

心に議論が行われた。

等が行われた。

GTL：天然ガスを加工し、常温/常圧で液体にし
たもの。硫黄分に代表される不純物を一切含まな

１）セッション 1

いため、排気ガスはクリーン。しかし、現状では

再生可能燃料に関する EU の R＆I の優先事項：M.

コストが高いが、技術革新と大量生産により安価

Georgiadou、欧州委員会

になってくれば急速に普及する可能性大。

輸送用燃料におけるエネルギー転換に関する付

バイオエタノール：トウモロコシやサトウキビか

随研究：J. Prause、ドイツ航空宇宙センター

ら作るアルコールは食料生産との相克があり、今

ガス高圧輸送等インフラストラクチャの課題：M.

以上に生産量が増えることなく、プランクトン・

Hartvig、デンマーク TSO Energinet

藻類の活用が有望視。

将来のガスとは：T. Larsen、デンマークガスセ

水素燃料：依然として燃料である水素を安価に生

ンター

産する技術は未確立だが、燃料電池とともに技術

２）セッション 2

革新が期待される。

合成燃料-SOC に基づく Sunfire-・Synlink プロジ

これらにつき、上記発表者はじめ、会議参加の黒

ェクト：N. Aldag、Sunfire

澤主幹・エネルギー総合工学研究所、坂井ブラッ

電子から分子へ：T. Deutsch、NREL

セル所長・欧州ホンダ、さらに当地 IEA 勤務の

再生可能メタノール-の動向と開発：E. Dekker、

Diana Louis 氏他と、パリ協定の下、世界で低炭

Methanol Institute

素、脱炭素社会に向けた動きが本格化したことに

液体無機水素キャリア（LIHC）技術：B. Halpert、

より、運輸産業にとり新たなリスクや機会が生じ

Electric Global

ることにつき情報・意見交換を行った。

WIVA P＆G-水素イニシアチブの主力地域：H。

とりわけ、産業界においてパリ協定目標達成のた

Steinmüller、オーストリア電力ガス

めに省エネルギー・燃料転換が進められることか
ら、燃料の低炭素化が遅れている運輸業界の関心

②第２日（10 月 22 日）前日に引続き、各項目に

の高まりが印象付けられた。

つき以下各機関等から報告あり。

なお、会議前には、当地 IEA 局長への連絡他エネ

３）セッション 3

ルギーをめぐる国際情勢等に関する情報収集・会

二 重流動層 バイオ マスガ ス化での グリー ン燃

議へ向けた資料の確認等準備を行い、また会議後

料 ： Walter

には、当地 NEDO・JETRO 他政府機関の駐在者他と

Haslinger,

Bioenergy

and

Sustainable Tech.

同じく行った。

バイオリファイナリー：K.Görsch、DBFZ

欧州各国はパリ協定の着実な実施方策として、

都 市 循 環 型 バ イ オ リ フ ァ イ ナ リ ー ： Javier

上記会合にて発表がなされた各国政府・自治体・

Gil,CENER

産業界による取組みのような低炭素型燃料への

航空部門の脱炭素：Simon Blakey、Birmingham

転換等に努めており、同分野に関し本センター事

University

業等の情報発信を行うとともに、研究者等との情

海運部門のグリーン燃料：S. Soyland、Nordic

報交換に努めて参りたい。

Energy Research
４）セッション４
総合討議他
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３． 研究の背景

（２）情報化新時代の到来

（１）地球温暖化問題と COP21 パリ合意

IoT（Internet of Things）、ビッグデータ活用

地球温暖化国際対応・行動として、世界の注目

（Big Data）、AI（Artificial Intelligence：人

を集めた第 21 回気候変動枠組締約国会合 COP21

工知能）等は、今や第 4 次産業革命（蒸気＞電力

は、2015 年フランス・パリで開催、以下のような

＞情報の次）として全産業分野の発展の牽引役と

合意がなされ大きな成果をあげた。

なりつつある。これら、情報化新時代を踏まえ、

それは、全ての温暖化ガス主要排出国に削減義務

世界の多くの企業で、将来を見据えた取組みがな

を課す新たな枠組みとして「パリ協定」を制定、

されつつある。

全ての主要排出国を対象とした意義は大きく、先

一方わが国では、その基盤となるハードウェア

進国のみならず中・印はじめ多くの経済大国も自

などにつき産業競争力・技術開発力の低下が懸念

主的な削減義務を負い、さらに発展途上国の対策

されている。わが国がその強み（材料部品技術、

を支援する資金援助を任意に行うことなどに合

自動車・ロボットなどの応用システム、運用等）

意した。

を活かし、グローバルな競争環境の下で、事業モ

筆者も、行政サイドとして 1997 年京都会合 COP3

デル・産業政策等につき、産業化に至る戦略的シ

から毎年参加しているところ、全世界が一丸とな

ナリオの検討と提言が急務となっている。

った同会合はまさに圧巻であった。

また、前記の新しい世界のルールの下での低炭

同協定の要点は、地球の平均気温上昇を産業革

素社会構築へ向けた方向性のためにも、情報通信

命以降 2℃未満に抑えるとの目標はじめ 1.5℃未

技術 ICT の活用は基盤となりうることから、その

満に向けて努力する旨を決め、各国の目標や行動

導入促進政策・技術革新等がエネルギー分野にも

を 5 年ごとに提出・見直しを行う仕組みを構築し

望まれ、世界各国政府はじめ産業界は既に着々と

たこと、また排出削減のみならず、技術移転、能

先手を打ちつつある。

力構築、資金供与などについて、先進国の責任や

これら世界の潮流を踏まえ、現行技術動向とそ

役割はもとより、途上国の役割についても適切に

の展開方策、さらに産官学が総力を終結して取組

盛り込んだ包括的な協定となっている。

むべき課題・新産業創造への路を、わが国産管学

このように、新しい世界のルールとして低炭素

が一体となり具現化を進めるべく、産業界各分野

社会構築へ向けた方向性は明確で、今後はこのた

とりわけエネルギー・環境分野において産業界各

めの政策・技術革新等が各方面に望まれ、欧州各

社・団体のブリッジをなし、まさにオープンイノ

国はじめ世界の産業界は既に着々と先手を打ち

ベーションの場とし、新産業の創造へ向け活発な

つつある。

議論・交流・情報発信を行うとともに、産業界各
分野・研究者・行政との意見交換・協創に努める
場の創出を図る。
４．今後の研究の方向
（１）パリ協定の下での動向のフォロー
世界で低炭素、脱炭素社会に向けた動きが本格
化したことにより、多くの産業にとり新たなリス
クや機会が生じると思われる。
とりわけ、欧州各国はパリ協定の着実な実施方
策として、上記 DENA 総会及び IEA 会合にて発表

写真：COP21 会場風景

がなされた各国政府・自治体・本会合による取組

（出典：2015 年同地にて筆者撮影）

みのような省エネルギー・新エネルギーをはじめ
とする低炭素型エネルギーへの転換等に努めて
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おり、同分野に関し本センター事業等の情報発信

命とホスピタリテイ」とで報告を行う。

を行うとともに、研究者等との情報交換に努めて

また、これら検討結果を論文としとりまとめ、

参りたい。

上記学会はじめエネルギー・環境分野の学会等で
発表を行う予定である。

（２）建設自動化技術移転事業等での企画・実施
上記・情報化新時代は、建設分野をはじめ農
業・製造業各分野に押寄せており、そのための人
材育成はカギとなりうるもの。

写真：ミャンマー・技術移転センター外観

図１．スマートコミュニティの概念図

（出典：2018 年 12 月当サイトにて筆者撮影）

（出典：経済産業省発表資料）

現状では、まだわが国「自動化施工のトップラ

とりわけ研究の方向として、わが国としての

ンナー」たる企業によるもので、NEDO 事業の国際

「スマートコミュニティ」の活用を取入れ、まさ

展開が中心であるが、同国内はもとより今後はア

に情報通信技術によって蓄電・出力平準化を行う

ジア各国への展開を図るとともに、建設分野を越

ことにより地域社会全体のエネルギー需給の最

えて IoT（Internet of Things）
、ビッグデータ活

適化を行うもので（その概念を図 1 に示す）、低

用（Big Data）
、AI（Artificial Intelligence：

炭素社会への社会革新・技術移転もモデルを示す

人工知能）等の広範な分野の人材育成等を図る。

こととしたい。

なお、わが国においては国内の人材不足に対応
するためにも海外技術者等受入を進めるべく、新

参考文献等

たな在留資格を創設、
「建設」
「農業」
「宿泊」
「介

1) (株）日建設計：平成 15 年度 NEDO 委託調査報

護」及び「造船」の 5 分野を対象に、
「特定技能

告書「植物工場等二酸化炭素隔離技術の経済性等

者」として就労資格を得られるようにすべく、本

調査」
，2003.3

年 4 月から実施するのが政府の方針。

２)久留島守広：アジアへの環境技術移転

さらに、技能者を超えた先端技術者の分野まで

NEDO 海外レポート No.1008,P1-7，2007.10.3

展開を図ることも検討すべく政府関係者との協
議を行う。
（３）研究発表・論文執筆状況
日本ホスピタリテイマネジメント学会・九州支
部第 31 回研究発表会（本年 12 月福岡市）にて、
上記を含む「人工知能 AI・IoT 時代へ、新産業革
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スリランカにおける持続可能な障害者支援に関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員
島野

涼子

A study of sustainable development for persons with disabilities in Sri Lanka
2．現在の研究の進捗

1. これまでの研究

（1） 背景と目的

障害者に対する国の政策は、その国がある一定
の経済状況になるまでなかなか目を向けられる

持続可能な開発目標（SDGs）は持続可能な世界

ことが少ない。スリランカは近年経済発展してき

を実現するための 17 のゴール・169 のターゲッ

ており、障害者に対する政策が取り組み始められ

トから構成されており、誰一人として取り残さな

ている。国際協力機関に対しても障害者に対する

い「すべての人」への支援を行うことが記されて

支援を求め始めてきていることから、スリランカ

いる。これは 2001 年に策定されたミレニアム開

の障害者の現状把握をすることが持続可能で有

発目標（MDGs）の支援において一定の成果を達

効な支援をしていくために必須であると考え、

成出来た一方で、未達成の課題が残されており支

JICA 青年海外協力隊員の任地や最大都市コロン

援が届かなかった取り残された人々が存在する

ボ近郊で障害者支援を行っている機関を訪問し、

ことを意味している。その取り残された人々には

インタビューを行ってきた。訪問した機関は、早

障害者が多く含まれていると考えられる。「障害

期療育の支援機関を皮切りに、特別支援学校、普

者」といっても車椅子利用している身体障害者や

通校に付属されている特別支援学級、職業訓練校、

白杖を利用している視覚障害者といった目に見

障害者を雇用している職場といった人間が成長

える障害者だけでなく、聴覚障害、知的障害、発

していく過程において必要となる学校や職場と

達障害などがある目に見えない障害者もいる。発

いう居場所であり、それらの居場所は障害者にと

展途上国では医療の発展が遅いこともあり、目に

っても当たり前に必要な場所である。それぞれの

見えない障害のある人たちはハッキリとした病

居場所が現在どのような状況で、どのような支援

名がわからずに早期治療ができずにいたり、病名

を必要としているのかを調査してきた。

がつかないために「変な人」というレッテルを貼
られていたりすることで、地域コミュニティから
外されてしまうことも多い。そのため、本研究で

写真１：特別支援学校で教える青年海外協力隊員

はスリランカにおける目に見えない障害のある
人びと、特に知的障害者や発達障害者への支援を
有効に行うための情報収集を目的として、学歴期
の障害のある子供に対する教育状況および学齢
期が終わった障害者の職業訓練や雇用状況の実
態調査を行ってきている。
（2） 研究対象地域
本研究の対象国であるスリランカ民主社会主

筆者撮影
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義国は、識字率が 92.2 と高く教育には力を入れ

Sevana や Thusare Taking Hands を訪問する機

ているものの、UNESCO によると不就学児が約

会に恵まれた。それぞれ障害児及び障害者の教育

47,000 人存在しており、ここに障害者が多く含ま

や雇用を実施しているところではあるものの、個

れると想定できる。つまり、SDGs の「2030 年ま

別で活動を行っているところがほとんどで、国の

でに、すべての子どもが男女の区別なく、適切か

機関であっても自分の機関の活動で精一杯であ

つ効果的な学習個性化をもたらす、無償かつ公正

り国全体として障害者に対する政策は乏しいこ

で質の高い初等・中等教育を修了できるようにす

とが見受けられる。

る」というターゲットに向けた取り組みを行う必

スリランカの障害者を取り巻く環境を見てみ

要がある。また、教育を受けられないと就業も非

ると（図 1 参照）、早期療育を行うセンターであ

常に困難になることから、ほぼ同数の不就業者が

る社会福祉省 Child Guidance Center は０歳児か

存在すると言えるだろう。また障害者に関する統

ら全ての障害児を受け入れている。知的障害児や

計が少ないため、正確な数値が不明な状態にある。

発達障害児は早期療育が非常に重要であると言

1983 年から 2009 年 5 月まで続いていた内戦、

われており、早い段階からリハビリなどを行うこ

2004 年末に起こったスマトラ沖地震、インド洋

とで、学校に通うことが出来るようにトレーニン

大津波の影響により多くの人が命を落とし、そし

グをしている。また障害児を産んだことを責めら

て障害のある人が増加している。

れる母親も多いことから、母親の気持ちのケアも

内戦が終了して 10 年が経過したスリランカは

行っている。非常に需要なセンターであるものの、

治安が良い国として発展の途にあったが、本年

スリランカ国内に３か所しかなく、通うために近

2019 年４月にコロンボをはじめとする国内８ケ

隣に引っ越してくる人もいるという。

所で同時多発的に爆発が起きた。キリスト教教会

学齢期になると学校教育に入るが、障害の種別

や高級ホテルが標的となり 258 人が死亡し，日本

や度合いによって入学できるところが異なる。障

人を含む多くの外国人も犠牲となった。現地は次

害のない子供達と同じクラスで学ぶ通常級、通常

のターゲットがモスクや学校とのデマが蔓延し

の学校に併設されている特別支援学級、そして障

たため、近郊の学校は一ヶ月程度休校となるなど

害児のみを対象とする特別支援学校がある。手足

一時非常に混乱した。

などの軽度な障害であれば通常級からスタート
できるが、知的障害や発達障害がある場合は特別

3．結果

支援学級からスタートし、学力レベルが追いつい

今年度は上記のようにコロンボをはじめとす

た時点で小学校１年生の通常級に入るという対

る同時多発爆発事件の影響により治安が悪化し，

応が行われている。特別支援学級の教員１名につ

現地調査の機会には恵まれなかったため、これま

き生徒は５名までと決められていることから、近

での調査研究をまとめる作業となった。障害者の

隣の学校に入学できるとは限らない。また学校は

教育を行っている団体としてスランガニのリト

バリアフリーではないため自分で階段なども歩

ル・トゥリーセンター（Little Tree Center）
、早

行できる生徒に限定されてしまうため、身体と知

期 療 育 を 行 っ て い る 社 会 福 祉 省 管 轄 の Child

的などの重複障害がある生徒は学校に通うこと

Guidance Center を訪問、そしてコロンボ周辺の

が出来ない状況である。特別支援学校は主に視覚

特別支援学級や JICA 青年海外協力隊員の任地

障害児には点字、聴覚障害児には手話といった特

（特別支援学校や特別支援学級）を訪問、そして

殊教育を行うことから、視覚障害や聴覚障害のあ

障害者の雇用を行っている団体として Sahan

る生徒が多く在籍している。

84

図１：スリランカの障害者を取り巻く環境

筆者作成
比較的に大きな町の近くでは学校数も多いも

ツの製造の一部を行っている。障害児たちは学校

のの、地方に行くと学校数が小さく教員も少ない

に通うことが出来ても職を得ることが非常に難

ため、学校に行くことが出来ない障害児が多くな

しい状況であるため、職業訓練は非常に重要であ

っている。そのような地域でも教育を受けること

る。しかし、職業訓練校もまた限定的であり、軽

ができるようにと 2011 年からモナラガラ州ブッ

度の身体障害者が対象となっている。知的障害が

タラで始まったのがスランガニの Little Tree

ある場合は職業訓校に入ることすら出来ない状

Center である。現在は２歳半から 25 歳までの 31

況である。知的障害者は軽度であれば学校に通う

人の生徒が通っている。

ことは出来るものの、就職となると極端に数が減
るため、家に引きこもることが多い。そのため、
知的障害者を主な対象とした Sahan Sevana のよ

写真２：Little Tree Center

うな就職先は非常に重要である。現地調査では、
クッキー工場の見学や家庭訪問を行い、障害のあ
る従業員たちへのインタビューや彼らを支える
スタッフ、家族などにもインタビューを行った。
写真３：家庭訪問

筆者撮影
Little Tree Center は学齢期の生徒達は勉強や
生活活動を行い、それ以上の年齢の生徒は職業訓
筆者撮影

練の一環としてセンターの運営費となるピーナ
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マッサージ師を国家資格とすべく、職業訓練校に
Sahan Sevana はスリランカの大手製菓会社セイ

おいてトレーニングを体系化させていく予定で

ロンビスケットの CSR として障害者雇用の一環

ある。日本の支援を受けて、国際協力としてスリ

としてクッキー工場が設けられている。始まりは

ランカ政府と共に実施していく。

日本の NGO の支援で、1999 年から 2009 年まで

障害者は早期療育の段階から学校教育、就職に

の 10 年間支援が行われたものの諸々の事情によ

至るまで問題が山積している。スランガニが学齢

り NGO が撤退することになり、セイロンビスケ

期 の子 どもた ちを 支援し てい るのに 対し て、

ットが引き継ぎ Sahan Sevana として活動をかい

Thusare Taking Hands と Sahan Sevana は学

しした。主に知的障害者を対象として雇用してお

齢期を終えた就労の年齢の人たちに対する支援

り、障害のある従業員達はそれぞれの特性に合わ

を行っている。年齢や支援内容は異なるものの、

せて、材料の軽量、クッキーの製造、袋詰めまで

共通しているのは「場」の提供であり、障害者の

のあらゆる過程を担っている。

居場所が不足していることがわかる。障害のある
人も学齢期には学校に行き、そして就労する機会

写真 4：Sahan Sevana でのクッキー袋詰め作業

を得ることが必要であるため、非常に重要な支援
である。ただ、これまで調査した団体の障害のあ
る人たちのほとんどは歩行ができ、身の回りのこ
とが自分でできる人たちである。SDGs の掲げる
「誰も取り残さない」社会の実現には、彼らより
もより重度の障害がある人たちの教育や雇用の
方法をスリランカ政府と共に模索していかなけ
ればならない。
参考文献
1)島野涼子（2017）「すべての人に対する支援と
SDGs –不可欠な障害者支援，スリランカを事例

筆者撮影

に-」,北脇秀敏・他編（2017）『持続可能な開
Sahan Sevana で雇用されることにより、お金を

発目標と国際貢献-フィールドからみた SDGs』

稼ぐことが出来るため、彼らは家族の中でも頼り

朝倉書房

にされたり、通勤から仕事の内容まで一人で行え

2) Sri Lanka Ministry of Social Empowerment

ることが増えたりするためエンパワーされてい

http://socialemwelfare.gov.lk/web/index.php?la
ng=en 2019 年 1 月 31 日参照

る。Sahan Sevana は常に雇用希望者が 70 名以
上おり、５年以上順番を待っている人たちもいる。

3) UNESCO(2016) Education for people and

Sahan Sevana は母体が大手製菓会社のセイロン

planet: creating sustainable futures for all,

ビスケットであるため資金の問題もないグッド

Global monitoring report

プラクティスであるが、障害者支援は時間も費用
も多く必要であることから資金力のない団体が
継続して支援を行っていくことは非常に難しい。
視覚障害者に指圧マッサージを教えて雇用し
ている Thusare Taking Hands では、今後は指圧

86

2019 年度 国際共生社会研究センター 研究概要

Community Development and Microcredit Studies
国際共生社会研究センター RA
大学院国際地域学研究科 博士後期課程
Puri Bhakta Kumar
1.

Background

Nepal, a developing south Asian country, is
challenging the problem to overcome poverty.
More than 71% of the population relies on
agriculture, and 15 % of that population lives
below the poverty line (PPP 1.90 a day). The civil
war between 1996-2006, rapid urbanization,
rural-urban migration, has played a pivotal role in
increasing the squatter in capital city Kathmandu.
Kathmandu is one of the fastest-growing
municipalities in South Asia (World Bank
2013)."The squatter settlements commonly
characterized the impoverished living conditions,
highly congested spaces and lack of public services
(water, sanitation, education, without land
certificates, squatters denied their right to
adequate housing and land security, which should
be protected by the government" (Reilly Brooks
2016). To downplay the issues of the squatter
community, Lumanti support groups for shelter
(LSGS) NGO has developed an alternatives
financial system called community finance and
microcredit, which is one of the capable
instruments support to the urban poor and
squatter communities.
2.

Community development and Microcredit

contribution in the Community development in
squatter and low-income communities in Nepal.
The microcredit conceptualizes by Prof. M
Yunus (2010) established a new concept.
"Microfinance, and the impact it produces go
beyond just business loans. The reduced use
financial services not only for business investment
in their microenterprises but also to invest in
health and education, to manage household
emergencies, and to meet the wide variety of other
cash needs that they encounter "GAP (2003). A
study in India by Robert M Book 2008 study
between 2003-2004 Pointed ‘Self-help group
financial activities was a success in terms of
increasing social human and financial capital
among the participants. DB Adhikari and Jayanti
Shrestha (2013) explore ‘microcredit increase
household income, which leads to food security,
the building of assets, and an increased likelihood
of educating. Microcredit is also a means for selfemployment; it enables the poor to make a change
when they increase income, become business
owners, and reduce their vulnerability. Statically
the paper shows that 98% of the borrower gaining
profit.
3.

Thus, community development through
microcredit is a process to organize an
unorganized community. Through the microcredit,
the community might mobilize together for
community-based social well-being inclusively
and equitably. The community development
projects would be holistic and integrated with a
bigger picture. Community development is a
process, method, program, and the movements
Manohar SP (2010). The IACD (2019) defines
"Community development is a practices-based
profession an academic discipline concerned with
the organization, education, and empowerment of
people within their communities" the empirical
research examines the role of small credit

Objectives of the research
1. Identify the role of the microcredit
community development process in
informal settlements in Nepal.
2. To evaluate the impacts of small credit in
the socio-economic transformation to the
improvised communities in Nepal. To
stimulate microcredit as an instrument to
upgrade the living standard of poor lowincome communities in Nepal.

4.
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Research method

1

The findings show that the span of
participation and level of income has co-relation.
The long period of participants' income is higher
than the short period of participants. The research
analysis of those borrowers, the purpose of lend is
for small businesses as well as the research found
that the housing and land loan borrower are more
active in community-level activities and the long
period of participants.

The study based on the descriptive research
design and purposively microfinance selected
from the study areas. Total two different areas
chosen microcredit selected for the data
collection. Organized the mixed method, in-depth
interview focusses group discussion, and the case
study used as the first had data. The secondary
data was collected using different sources, like
previous researches related Books, newspapers,
articles, journals as well as other related
published and unpublished materials. Presenting
the data and information collected from the field
visit in three different periods, 2017, 2018, and
2019, the total number of interviews is 104 and
the 4-case study and the focus group discussion.
5.

5.2 Community finance and secure housing

Research finding

According to the findings, the total number of
respondents were104 from three different areas,
the members of small saving and credit
cooperatives —2 male respondents and 102 female
household women age between the 10-60 years old.
The highest number of respondents aged between
30-39 and the lowest number of respondents were
10-20. The overall literacy rate of Nepal is 65.94%
(CBS 2011). The interview survey report reveals
that low level of education no education
respondent is 56% and high educational
respondents are only 2% continuously the primary
education respondents are 25% and the secondary
level of education respondents is 17% and, 89% of
respondents married, and 5% of the respondents
are single or unmarried, and the six %of the
respondents are divorced or separated single
living life.
5.1 Income of the participants
According to the UN (2010), poverty can
measure with the income level. The poor are those
who have $1 in a day are the poor. According to
the different research, the income level of the
respondents before participation in saving and
credit cooperatives was deficient. 93% of the
respondents have replied they have less than Nrs
3000 income per month before participate in the
microfinance 7% of the respondents have replied
that they have between Nrs 5000-10000 monthly
income. Seventy-seven respondents have six to
ten thousand income after involving in the
microcredit system.19 respondents have eleven to
fifteen thousand, and only three respondents have
over 1,5000 monthly income.

Secure housing is the first essential aspects of
the human being. However, many poor people are
still living in insecure housing. The most deprived
community is the informal settlement, such as the
slum
and
squatter
people
(Somsook
Boonyabancha and Diana Mitlin 2012).
Community finance is one of the alternative
mechanisms which is essential and to the poor
and low-income community. "Community finance
system brings together a scattered saving group
in city-level community development fund". that
fund could be investing in a community
infrastructure development as well as housing
(Diane Archer 2010).
The microcredit can bring a significant change
in the lives of the poor and low-income community,
mainly the slum and squatter people, who have
multiple challenges. Lumanti and ACCA
collaboration for community development through
community finance brought a massive change
in upgrading the housing in the informal
settlements. The research findings reveal that
community finance organizes under the Lumanti
in the informal settlement have a positive result.
Many poor and low-income squatter families were
having secure housing through the micro loan in
Nepal. The community-saving loan is flexible,
easily accessible, and the low-interest rate for
secure
housing.
The
attractive
and
straightforward loan process encourages the
improvised squatter people to build their secure
shelter.
5.3 Microcredit and Social capita
Microcredit is a financial term, and social
capital is collective and familiar concepts. The
combination of that economic term of cooperative
and common name develops and new ideas and
theory. The research study found that through the
small
credit
instruments,
the
citizens
accomplished to established social capital in the

88

2

and sharing system support to build the collective
action and support in community development.

community. According to Paul W. Mattessich, "a
social capital or capacity lies at the heart of
community development." The research result
revealed that the microcredit participants have
strong ties and specific relationships among the
participants. The squatter community has been
living in governments' land for a long time, and
the risk of eviction and municipality attempted to
evict.

Community Microcredit and Net- working
The
networking
linked the different
groups
(Somsook
Boonyabancha, Diana
Mitlin (2012) Diane
Archer (2010).
The
networking
provided learning and
sharing and exchanged
the saving group's
with
experience
entering groups.

A case study "Before to organize the saving

Strong ties
Weak ties

group we (squatter people) were not united and
were not able to raise our land right voice, we
scattered when Lumanti visit our community and
motivate for saving the group and educate us
about our right and us able to develop common
goal fight together for evacuation attempt though
the saving we develop the socio-economic capital
in our community, "

…………..

Sources: Alison Gilchrist 2009

The research observation found that the
member of the squatter members has collective
behavior, and they collaborate for their upgrading
poverty and fight for their rights. The community
finance system is a systematic mechanism from
the beginning; it encourages them for collective
action. The focus group discussion and the case
study reveal that the collective activities for social
well-being or community welfare are the prime
principle of the community.

The financial instruments played a pivotal
role in squatter community economically and
politically. Thorough microcredit was able to
exercise the economic activities and able to
develop the social capital for their shared interest
in land tenure. The research results indicate that
community-saving group members take their
financial institutions as a shared space every
month. In general, meeting, all the members come
to participate in the monthly gathering and share
their problems and seek the solution. The
respondents feel the saving and credit mechanism
is the common property. The community has a
similar type of common goal, responsibilities, and
respects.

The theory of Alison G 2009 illustrate that the
community groups have strong ties inside the
group members but outside the groups the
networking and relationship have weak ties the
research based on that theory found that saving
and credit groups and community have strong ties
inside the group and weak ties with the group so
this paper is agree with the theory of (AG 2009)
6.

The Conclusion

The conclusion of the study supports the
assumption of the research paper. The research
findings reveal that microcredit plays a crucial
role in community development. The groups'
savings system has expanded the economic
mobilization and support in building the
capacities of the participants.

5.4. Microcredit and Net -Working
An essential characteristic of the community
group is networking under the saving and credit
groups they are exercising the interconnection
among the different groups and institutions. The
squatter community not only practicing the microeconomic mobilization but also organizing the
social welfare and creating the community
development fund. Between the financial
institutions, they have a networking system. The
networking linked the different groups to build a
positive political influence and connect between
the different groups and institutions (Somsook
Boonyabancha, Diana Mitlin (2012) Diane Archer
(2010). The networking provided learning and
sharing and exchanged the saving group's
experience with entering groups — the learning

Figure -1
NGO/INGOs

Community A
Output
Community A

Input

Community
finance

Community A
• Support in Built secure housing
• Community financial mobilization
• Community welfare activities( death to
birth)
• Overall community development…..
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Social capital, self-help and self reliance,

3

(https://en.wikipedia.org/wiki/Nepali_Mao
ist_Peoples_War)
3) Aditya Goenka and David Henley (2009)
South Asian's credit revaluation: from a
money lender to microfinance, Rutledge 1
edition. Rutledge studies in growth, the
economies of Asia vol. 63 ISBN 109780415809997.
4) Anne Marie Madeleine Burnside (2011)
microfinance in Nepal same-same, but
different (Simon foster University)
5) Bateman, Milford. 2014. The rise and fall

Sources: conceptualize by researcher
The flexible and easily accessible financial
mechanism is brought a massive revolution to the
poor and low-income community. Only financial
access could not modify the social issue should
have a collective mind of social capital, and
networking is essential and necessary for success.
If a community is economically active,
automatically they can be strong psychologically,
then they have confidence, and they can
participate in different socio-economic and
leadership positions. Then they can develop their
society and community themselves.

of
Muhammad
Yunus
and
the
microfinance international development

studies working paper 001.
6) Dipak Bahadur Adhikari and Jayanti
Shrestha (2013) economic impacts of
microfinance in Nepal, a case study of the
Manamaiju VDC Kathmandu. Economic
Journal of development issue vol.15&16
No 1-2 combines the issue.
7) James C. Baru and Gray M. Woller (spring
2004) Microfinance: a comprehensive
review of the existing literature –Brigham
young university.
8) Jonathan Morduch, Barbara Haley (2002)
Robert Wagner graduate school of public
services working paper series (1014)
Analysis of the effects of microfinance and
poverty reduction.
9) Muhammad Yunus, with Karl Weber
(2017), the world of three Zeros Hachette
publication India.
10) Raja Bali swain Sodertorn university
(2007) can microfinance empower women?
Help
group
in
India http://www.reserachgate.net/public
ation
11) Robert M brook 2008 microfinance for
community
development,
poverty
alleviation,
and
natural
resources
management in Peri-Urban HubliDharwad
India.
Environment
and
Urbanization https://www.researchgate.n
et/publication
12) Sankar man Shrestha (2009) state of
microfinance in Nepal (Institute of
microfinance) Asian development bank.
13) World
bank
report,
2017. https://www.google.com http://data.
worlbank.org/country/nepal

The conclusions of the study found that
microcredit is intermediate to connect the
scattered people (Figure 1) in a community to
develop a robust social bond for collective action.
The participate in communal activities is
improving their socio-economic situation —
community-based activities such as economic
activities, empowerment activities, health, and
education awareness activities that might support
poor people to upgrade their quality of life at the
grassroots level.
The findings imply that microcredit is an
instrument of community-based development; at
the same time, community-led investment has
been playing a crucial role in stimulating the
community
development
for
squatter
communities in Nepal. However, the community
members do not use the loans properly in the
income-generating activities 46 % of the borrower
are spending the loan in unreturnable sector sech
as the household expenditure, which is an
unproductive sector. The discussion point of
further study would be microcredit promoting
international migration by providing an overseas
employment loan.
References
1) Brooks, Reilly, "Relocation, Resistance
and Resilience: Squatter Community
Responses to Government Intervention for
Urban Development in Kathmandu"
(2016). Independent Study Project (ISP)
Collection.
2505.
https://digitalcollections.sit.edu/isp_collect
ion/2505
2) The Nepalese civil war Maoist Conflict
(1996
to
2006)
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中国長沙市における都市ゴミの削減及び分別に対する市民意識の調査
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博士後期課程
周

可

A Study on Public Awareness for Reduction and Separation of Municipal
Solid Waste in Changsha, China
1. はじめに

分別行動においては，より良い環境配慮行動があ
るべきだという社会規範が形成されつつ，意識と

中国経済の発展に伴って国民の消費水準が高
まり，都市化の進展が加速した．それらに伴って

実際行動にも結びつきやすい傾向が示唆された．

都市ゴミの量が年々増えている．これらの都市ゴ

卢涛ら 4)は，中国都市部における都市ゴミの分別

ミにより環境汚染や土地資源の浪費などの深刻

処理の問題に焦点をあて，中国の寧波市と丹東市

な問題が生じているため，ゴミの削減や分別収

を研究対象地として，市民意識に関するアンケー

集・リサイクルをいかに実践していくかが課題と

ト調査を中心に，都市ゴミの分別処理の可能性と

なっている．

課題について考察した．アンケート調査結果によ

近年政府は都市ゴミの処理を重視し始め，2000

り，中国の都市市民のゴミ分別に対する意識は高

年ごろから北京，上海，広州，深センといった大

いことが明らかとなった．政府の指導力と仕組み

都市で試験的に分別回収が導入されたが，他の中

が構築されれば，ある程度の実現可能性があるも

小都市ではほとんど実施されていない．中国環境

のと結論付けている．

保護部の統計 1)によると，2010 年，中国における

しかし，途上国，とりわけ中国において，この

都市生活ゴミの量が 1 億 5,805 万トンで，
2015 年

ような意識調査の事例はまだ少ない．中国の都市

には約 2 億 4,200 万トンとなった．依然として都

生活ゴミの問題の深刻化と，それに対する市民の

市ゴミの排出量は急激に増えており，政府の目標

関心度を調査するため，筆者は SNS サービスで

の達成は困難な状況にある．

ある WECHAT を利用して，中国国内に在住する

分別収集を行うには，市民の協力が必要となる．

中国人の意識調査を平成 27 年 10 月に試験的に

開発途上国における分別に対する市民の意識に

行った．調査結果によると，ゴミ問題を意識して

ついて，これまでもいくつか研究事例がある．清

いるものの，実際に分別などの行動をしていない

水ら 2)は，開発途上国のゴミ問題における市民の

人が多いことが分かった．つまり，ゴミ問題を解

環境意識と行動に対する行政からのアプローチ

決するためには，市民への意識付けのみならず，

について，広瀬 3)が提唱した心理学的なモデルに

実際に行動に向ける何らかの方策が必要だと言

基づいて，スリランカの２つの地方自治体の実態

えよう．

調査や質問票調査の分析を通じて考察した．市民

そこで，中国南部湖南省の省都である長沙市の

の環境意識は高いものの，全体として意識と行動

市民を対象として，都市ゴミの削減及び分別に関

のギャップがあることが確認された．環境配慮行

する意識を問うアンケート調査を実施し，ごみの

動との関係を見たところ，環境リスク認知が環境

削減や分別行動と結びつけるための方策を検討

配慮行動に影響している可能性が示された．ゴミ

することを本研究の目的とした．
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2．長沙市の概要

2005ー2014年ゴミ排出量（単位：
トン）

中国南部湖南省の省都である長沙市を調査対
象地とした．長沙市には 6 区 3 県があり，人口は
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約 743.18 万人である．また，長沙市の 2016 年の
一人当たり GDP は 9.31 万元（約 152.87 万円）で
ある．

図－2 長沙市における2005ー2014年のゴミ排
出量（単位：トン）
（環境保護部(2018年12月14日)をもとに筆者
作成）

図－1 中国湖南省と長沙市（出典：Baidu 大宝庫、
2018）
長沙市の 2013 年の都市ゴミ排出量は 1 日あた
り 4,651 トン，2014 年は約 5,172 トンであり，都
市ゴミは急速に増加している．2020 年になると，
都市ゴミの日排出量は 6,919 トンと予想されてい
る 5)．現在長沙市では公共交通機関，商業施設，

図－3 ゴミ中間運搬車作業中（出典：長沙市新聞
社 2018）

政府行政機関など施設においてはリサイクルゴ
ミと他のゴミの 2 種類を分けて収集しているが，

3．研究の方法

外食産業と住宅地ではゴミ分別収集は行われて

2017 年 3 月 10 日〜3 月 18 日に長沙市岳麓区

いない．

新民路，長沙市開福区万達デパートの広場と 3−5
階，湖南師範大学の食堂で 18 歳以上の市民を対
象として，一対一街頭面接調査（以下，街頭調査）
を行った．また，2017 年 3 月１日〜3 月 25 日に
SNS サービスである WECHAT を利用して，長
沙市に在住する方にアンケートを配布した（以下，
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SNS 調査）．SNS 調査と街頭調査でそれぞれ 235

は 20〜30 代が多く，大卒の学歴が一番多く，居住

名，117 名（合計 352 名）の有効回答を得た．

年数は 10 年以上が一番多い．
表-3 には調査方式ごとの回答分布をまとめた．

調査では、性別、年齢、学歴、居住年数、年収等

長沙市のごみ処理に関する知識を問う Q1，Q2 で

の個人属性の他、表-1 に示す質問を尋ねた．

は「聞いたことがあるぐらい」と「知らない」の

Q1

Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

Q11

表-1 アンケート調査の質問項目
長沙市では，家庭から排出されたゴミ
をそのまま埋め立て処理していること
を知っていますか？

回答が多いが，Q4 で約 76％は「ゴミの分別収集を
知っている」と答えている．また，Q5 で長沙市で
もゴみの分別収集を行うべきか問うたが，「そう
思う，ややそう思う」と「あまりそう思わない，

長沙市において今年，ゴミの焼却施設を

そう思わない」を答える比率はほぼ半々であるの

導入することを知っていますか？

に，Q6 でごみ分別への協力意思を問うと，
「そう

あなたは現在長沙市のゴミ収集に満足

思う」を回答した方は 82％になった．

していますか？

Q10 の「長沙市でゴミ分別を推進するなら周囲

あなたはゴミの分別収集を知っていま

の人にも実施してほしいか」という質問に対して

すか？

87％以上が「そう思う」と答えた．一方で、Q11 の

長沙市でもごみの分別収集を行うべき

「長沙市でゴミ分別を推進するなら周囲の人は

だと思いますか？
長沙市でゴミの分別収集が導入された
ら，あなたも進んで協力しますか？

自分にゴミ分別を実施してほしいと思っている
か」という質問には，
「そう思う」を答える比率は

5年前と比べて家庭から出る一人当たり

54％であった．この違いは，社会規範的な意識が

のゴミの量が増えたと思いますか？

低いことが示唆された．また，Q14 の「自宅でゴ

ゴミ問題の責任の一端は自分自身にも

ミ分別することが難しいか」については，難しい

あると思いますか?
ゴミの分別収集はゴミの問題の解決に
役立つと思いますか？

と答える方もいれば，そうではないと答える方も
いた．

長沙市でゴミ分別を推進するなら周囲

表-2 調査方式ごとの回答者の属性

の人にも実施してほしいですか?

属性

長沙市でゴミ分別を推進するなら周囲

性別

の人は自分にゴミ分別を実施してほし
いと思いますか？

Q12
Q13
Q14

ゴミの分別は面倒だと思いますか？

年齢

ゴミの分別は生活の便利さが損なうと
思いますか？
自宅でゴミ分別することが難しいです
か？

学歴

４．分析結果

年数

まず，回答者の性別，年齢，学歴，長沙市にお
ける居住年数などに関する属性を表-2 にまとめ

年収

る．回答者の性別は男女ほぼ半分である，年齢層
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カテゴリ
男性
女性
20 歳未満
20〜29 歳
30〜39 歳
40〜49 歳
50〜59 歳
60 歳以上
初高中卒業
大学卒業
大学院以上
3 年未満
10 年未満
10 年以上
9 万元未満
9〜15 万元

街頭
65
52
27
27
22
14
17
10
67
39
11
29
48
40
12
25

SNS
104
131
15
72
66
51
27
4
73
125
37
42
89
104
49
67

合計
169
183
42
99
88
65
44
14
140
164
48
71
137
144
61
92

15〜21 万元
21〜30 万元
30〜50 万元
50 万元以上

26
19
24
11

51
27
25
16

77
46
49
27

表-4 調査方式による分別への意識(Q14)の違い

表-3 調査方式ごとの回答分布

質問
Q1
Q2
Q4
Q5
Q6
Q10
Q11
Q14

A

B

C

D

街頭

3

31

56

27

SNS

17

83

74

61

合計

20

114

130

88

方式

A

B

C

D

街頭

5％

30％

26％

39％

SNS

3％

24％

30％

43％

本研究では，長沙市市民を対象としてアンケー

街頭

4％

15％

31％

50％

ト調査を実施し，ゴミ問題に対する長沙市の市民

SNS

2％

7％

23％

68％

街頭

20％

56％

17％

7％

SNS

10％

66％

16％

8％

街頭

18％

44％

30％

8％

SNS

15％

36％

31％

18％

街頭

81％

16％

3％

0％

SNS

82％

15％

3％

0％

街頭

92％

7％

1％

0％

SNS

86％

12％

1％

1％

街頭

46％

39％

13％

2％

SNS

42％

40％

14％

4％

街頭

3％

26％

48％

23％

SNS

8％

35％

31％

26％

5．おわりに

意識を把握して，それらの意識に影響を与えてい
る要因を明らかにすることを試みた．その結果，
SNS 調査と街頭調査で年齢や年収などの属性の
違いはあるものの，1) 年収が低い方ほどゴミ分別
収集実施を難しいと思うという関連性，2) ゴミの
分別は面倒だと思う，あるいはゴミの分別は生活
の便利さを損なうと思う方ほどゴミ分別収集実
施を難しいと思うという関連性，これらの結果か
ら，分別への協力にはより自発的な意識の醸成が
必要であることが考えられた．
参考文献
1） 中華人民共和国環境保護部(2018)
http://zls.mep.gov.cn/hjtj/nb/2014tjnb/2
01601/t20160120_326691.htm
2018年12
月14日参照
2） 清水研，吉田充夫（2012）開発途上国のゴミ
問題における市民の環境意識と行動の事例分
析，廃棄物資源循環学会論文誌，
vol,23,no,6,pp279-290
3） 広瀬幸雄(1995)『環境と消費の社会心理
学』，名古屋大学出版会
4） 卢涛，陣内雄次（2009）中国における生活ゴ
ミの分別処理の可能性に関する考察，宇都宮
大学教育学部紀要第59号，pp.203-204
5） 長沙市環境局 www.hbj.changsha.gov.cn、
2018年12月14日参照

※A は「そう思う/よく知っている」
，B は「ややそ
う思う/多少知っている」
，C は「あまりそう思わ
ない/聞いたことがあるぐらい」
，D は「そう思わ
ない/知らない」を表している．
表-4 には Q14 の回答をクロス表の形式でまと
めたが、SNS 調査の方がごみの分別を難しいと思
う人が多いという傾向がでた．カイ二乗検定の結
果，P＝0.012 となり，5％の水準で有意に異なっ
ていることがわかった．
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開発途上国の湖沼を対象とした
環境改善意思決定メカニズムの解明に関する研究
国際共生社会研究センター RA
大学院国際地域学研究科

博士後期課程

湯浅 岳史
Study on elucidation of the environmental improvement decision-making mechanism
for lakes in developing countries
定数を調整することで構築する。水質モデルは植

1. 研究の背景と目的

物および動物プランクトンまでを解析要素とし

ミャンマー国インレー湖は、その風光明媚さ故

て考慮する生態系モデルを用いる。

にミャンマーでも有数の観光名所となっている
が、近年水質悪化が表面化している。水質悪化要
因は、水上生活者の未浄化排水の流入等に加えて、
ビジネス化した農業による農薬・肥料などの大量
投入とその浮泥化、急激な観光地化・ホテル立地
による汚水の流入などが挙げられる。そこで本研
究では、インレー湖における水質形成機構を解明
し効果的な水質改善対策を提案するとともに、途
上国の湖沼において関係者の理解・合意のもと、

図 1

水質改善を実行する仕組みを提案することを目

水質モデルの構成

的として研究を行った。
（2）計算条件の設定
2. インレー湖水質シミュレーションモデルの構築

今回の計算では、2 月および 8 月の各 30 日を
計算期間として設定した。計

（1）モデルの概要

算期間中の入力条件は一定と

水質モデル解析は、①現地調査では把握しきれ

した定常計算を行った。

ない水質形成機構、悪化要因の把握 および ②
モデルを用いた将来予測、水質改善対策の効果把

湖岸線は衛星写真からプロ

握 を目的として実施する。本研究では、産総研

ットして湖形状を設定し、水

を中心として開発され、湖沼・海域等に適用事例

平 200m 格子、鉛直 1m で格

を多数持つ平面二次元マルチレベルモデル を用

子分割した。気象条件のうち、

いる。

気温と降水量はマンダレーの

モデルの概要を図 2 に示す。モデルは湖の水

観測値を用いたが、日射・雲

位・流速・水温を計算する水理モデルと、水質を

量・風等のデータは得られな

計算する水質モデルから構成される。計算条件と

かったため、今回は仮定値を

して地形、気象、河川流量・水温・水質等を入力

設定して解析を行った。
図 2

し、解析値と観測値が可能な限り合致するように
95

計算範囲および河川流入位置

性を確認するため、一部仮定値を用いて解析を行

河川流量は既往検討で設定された年間流量を、
月降雨量に比例させて月流量を設定した。河川水

った。今後は、政府機関や研究者の観測データの

温は気温との相関により仮定値を設定した。

入手、および本研究で別途実施している現地調査
を用いることにより、計算条件の精緻化を図る予

表 1

定である。

計算条件

条件項目

設定条件

計算期間

30 日

対象月

2 月および 8 月

対象範囲

インレー湖全域

水平格子

200m 等間隔

水深

5m

鉛直層区分

層厚 1m を基本として層分割

コリオリ係数

݂ ൌ ʹ ή ߸ ή =߮（߮݊݅ݏ20.53 度）

海面摩擦係数
海底摩擦係数
水平渦粘性係数
渦拡散係数

風速の関数
0.0026

Smagorinsky 経験式により算出．

鉛直渦粘性係数

乱流モデルにより算出．

渦拡散係数

表 2
条件

入力条件
設定条件

条件項目

2月

8月

Nant Latt

0.2 m3/s

45.4 m3/s

河川

Ye Pae

0.0 m3/s

8.3 m3/s

流量

Ka Law

0.1 m3/s

24.7 m3/s

Indein

0.2 m3/s

42 m3/s

19.8℃

23.6℃

全天日射量

15.1 MJ/m2/day

12.3 MJ/m2/day

項目

河川水温
気温

25.2℃

30℃

気象

湿度

40％

90％

要素

雲量

2.9

5

風

南西、0.5m/s

北東、0.5m/s

降水量

0.001 mm/hr

0.09 mm/hr

図 3

2 月（左）および 8 月（右）の計算結果

2. インレー湖周辺に居住する住民の水利用およ
び汚水処理状況についての調査
インレー湖周辺に居住する住民に調査を行い、
水利用および汚水処理状況についての実態を把
握した。
（1）調査の方法
聞き取り調査はインレー湖流域の 5 村および観

（3）モデル解析結果
今回の発表では水理モデルの解析結果を紹介

光客をターゲット層とするホテル 3 カ所について

する。2 月および 8 月の月平均の表層流向流速分

行った（図 1）が、本報告は村の聞き取りについ

布を図 4 に示す。乾季で河川流量の小さい 2 月

て報告する。なお、インレー湖流域の村は地理的

と、雨季で流量の大きい 8 月とでは、湖内の流動

位置により生活習慣等が異なり、水利用や水に関

状況が大きく異なること、雨季では主要流入河川

する意識も異なることから、本研究では以下の通

からの流入が影響すること、また湖北部の表層の

り分類した上で、特徴を探ることとした。

流れは、2 月では反時計回り、8 月は時計回りの
湖上村：地域に特有で観光客も多く訪れるインダ

還流が形成され、2 月の還流は南西風による風吹

ー族の湖上住宅村

流であると考えられる。
途上国で解析を行う上では、観測データが少な

河川村：湖への流入河川や水路沿いに位置する村

いか、観測されていても公開されていないことが

山上村：湖および流入河川・水路から離れ山の上
に位置する村

ネックとなる。今回はインレー湖へのモデル適用
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調理、食洗、洗濯用途には、山上村では飲料水
と同じく雨水や湧水を用いている。In Dein 村（河
川村）では、近くを流れる In Dein 川の水をポン
プで汲み上げ、タンクに貯留して土砂等を沈殿さ
せた上澄み水を利用している（写真 1 右）。湖上
村では湖水を用いるが、湖水が汚染されているた
め、仕上げのすすぎに飲料水と同じ水を用いるこ
とがある。水浴は、河川村は河川水、湖上村は湖
水を利用している（写真 2）。

図 4

調査対象村およびホテル

今回の聞き取り調査は、Let Maung Kway 村お
よび Nwadama 村の現地調査時に行った水利用
写真 1 左：水タンク、右：河川水貯留水槽

等に関するインフォーマルなインタビューをも
とに、2019 年 7 月に Kay Lay 村他 2 村で半構造
化インタビューを行った。
（2）水利用
1) 飲料水
河川村および山上村では飲料水は雨水か湧水

写真 2 水利用（左：洗濯、右：水浴）

を用いることが多いが、近年道路アクセスの改良
とともに市販の水が廉価となり水タンクを購入
し飲料水として利用することが普及しつつある

（3）汚水処理

ことがわかった（写真 1 左）。In Dein 村（河川村）

1) し尿

では、近隣の Nyaung Shwe に通じる道路が舗装

し尿は湖上村を除きいずれも土壌浸透処理方

されるまでは水タンクが 1 個 700MMK であった

式が取られている。地面に穴を掘りし尿を貯め浸

が、舗装後は 500MMK で販売されるようになっ

透させる形式で（写真 3 左）、設置した穴がし尿

た。Let Maung Kway 村は山上村であるが故に水

でいっぱいになると別の場所に穴が掘られる。湖

の確保が難しく、通常は近くの池まで毎朝往復 1

上村ではトイレが湖上に設置され、湖に未処理放

時間かけて水を汲みにいく。村の集会場の屋根面

流している（写真 3 右）
。一部の裕福な家庭はタ

の降水を貯留槽に集水・貯留する装置を設置して

ンクに貯留しているが、湖水位変動があるためタ

おり、水の確保が難しくなる暑季の 3・4 月はこ

ンクが破損しやすいとのことである。

の水を利用している（写真 1 右）。湖上村である

2) 生活雑排水

Kay Lay 村では、数日に一度、陸上から湧水・河

生活雑排水は、湖上村では未処理放流されてい

川水をタンクに貯めて船で運び、飲料水として用

る。河川村・山上村では、聞き取りを行った住民

いている。

によれば多くの家庭が土壌浸透処理をしている

2) 調理、食洗、洗濯用水

とのことであるが、現地で確認したところ河川村
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４．今後の計画

では未処理放流している家庭も多いと考えられ
る。

研究の作業項目と工程、進捗状況、論文執筆計画

土壌浸透処理は、地下水位が浅い場合や、負荷

を表1に示す。これまでのところ、現地水質等調査と

が一定程度を超える場合に地下水・河川水の汚染

シミュレーション解析を中心に進めており、今後は

を引き起こす可能性がある。河川村や湖上村では、

調査結果のとりまとめと解析、これに基づく水質改

汚水が未処理で放流された近傍で食洗・洗濯・水

善対策の立案などを進める予定である。論文につい

浴等に水を利用していることも多い（写真 2 およ

ては、これまで複数の学会への投稿を終えており、

び写真 4 左）。著者らが行った調査においてもそ

今後査読論文の投稿を行う予定である。

のよう場所では大腸菌群、E.Coli がともに検出さ
れるケースが多く（写真 4 右）、疫学的安全性の

表 3 研究の作業項目と工程、進捗状況

面から問題であり、適切な汚水処理対策を講じる

1年
項目

2018年

2年
2019年

3年
2020年

卒業後
2021年

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

必要性が確認された。

研究計画
先行研究調査
水質調査
調査準備

機器設置

機器連続観測

メンテ
GW

水質等詳細調査

メンテ

メンテ

機器回収

夏季休暇

現地ヒアリング
調査結果整理
水質解析
データ準備
モデル構築
解析
水質形成機構の解明
対策抽出・効果算定
対策抽出
対策効果算定
対策実施コスト算定
環境改善合意形成システムの提案
論文執筆
IASUR
土木学会年次講演会

写真 3 左：土壌浸透方式のトイレ、右：湖上未

環境システム研究論文発表会
国際開発学会
世界湖沼会議

処理放流方式のトイレ

東洋大学紀要

概要提出

論文提出

発表
論文提出

発表
概要提出

論文提出
申込

発表

論文提出 発表

論文提出
題目

（参考）東洋大インレー湖Pj

世界湖沼会議
論文提出
執筆

博士論文

刊行
書き上げ 公聴会

Pj終了

参考文献
1) 田崎ら（2018）海藻養殖の障害となる濁りの
発生機構に関する懸濁物質拡散モデルの構築
と 環 境 改 善 予 測 に 関 す る 研 究 , Jarnal of
写真 4 左：Kay Lay 村の水路で泳ぐ子ども、
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The research report on analysis of factors causing environmental deterioration of Inle Lake,
Myanmar, and establishing the sustainable system for environment improvement by local initiatives
民の環境意識などに関するデータは皆無に等し
く、自然環境や社会状況の実態に即した形での効

1. はじめに

果的な環境改善活動が行われているとは言えな

ミャンマー連邦共和国、シャン州南部に位置す

い状況にある。

るインレー湖はミャンマー有数の観光地であり、
ユネスコ・エコパークにも指定され、国際的にも

3．研究の目的

注目されている地域である。しかし、近年水質汚
染や森林破壊、ゴミ問題など湖を取り巻く環境の

インレー湖環境の悪化の要因を科学的、社会的

悪化が指摘されている。この度、三井物産環境基

に明らかにした上、それに対する様々な対策を検

金の助成により 3 年事業として、東洋大学国際社

討し、組み合わせることで対策の最適解を導き出

会共生センターと特定非営利法人・地球市民の会

し、インレー湖における「住民主体で実践的な循

の協働でインレー湖環境問題解決にむけて環境

環型環境改善手法を構築すること」を目的とする。

悪化の原因を明らかにし、対策を検討することと
なった。

図 1.インレー湖水上生活者の様子

2. 研究の背景
インレー湖は湖上生活を営む民族であるイン
ダー族が古くから生活の場として利用してきた。
しかし、近年人口増加や生活様式の変化、農業生
産方法の変化が湖に大きな影響を与えていると
言われている。具体的には、住民による生活排水・
汚水の垂れ流しや栽培用肥料の過大投入、ゴミの
投棄による水質汚染の進行、富栄養化による水草
(出所：筆者撮影 2017.6.8)

の繁茂や土砂の流入による湖底上昇による湖内
の舟運障害、水質悪化による住民の健康被害等で

4．事業・研究の内容

ある。このような問題の解決には、水質目標等、

本事業・研究は以下の 5 つを柱として実施する。

各種の改善目標を設定し、それに向けたハード・
ソフト対策を多面的に実施していく必要がある。

1)インレー湖の環境に関する調査・分析

しかし、現状では水質や環境に関するデータや住

①水質実測
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②水を起因とする疾病、水系性感染症などの有無、

近辺にあるホテルのように陸路でのアクセスは

罹患率の調査

不可能で、Maing Thauk 村の桟橋から 5 分程度

③インレー湖周辺住民の排水量と水使用量、土砂

小型ボートで水路を行く必要がある。オープンし

流出量の把握

たのは 15 年ほど前で、施設はかなり老朽化が見

2)住民の環境に関する意識に係る調査・分析

られた。ホテルが行っている環境への配慮として

3)環境改善対策に係る代替案の検討

は、以下のような回答があった。

4)パイロット事業の実施を通じた実証分析・評価

・排水のためのバイオフィルターは環境のために

5)インレー湖の環境改善モデルの提示

15 年前に設置したと聞いている。

以上で明らかになった環境・社会・経済面からの

・おそらく排水に関する規則はあると思う(が、自

研究成果を基に、「住民参加型で実践的な循環型

分はわからない)。ホテルの責任者からマネージャ

環境改善手法であるインレー湖モデル」を提示す

ーへの指示があり、自分はそれに従う。

る。

・ゴミ処理は陸上の焼却炉(Maing Thauk 村内)に
運んでいる。

本報告は、2)住民の環境に関する意識に係る調
査・分析、4)パイロット事業の実施を通じた実証

・生ごみとその他のごみに分けている。生ごみは

分析・評価の部分を報告するものである。

豚エサ用と堆肥用に分別を行っている。
・ビール瓶、ペットボトル、缶はリサイクル、チ

5．住民の環境に関する意識調査の実施

リソースの瓶などはペットボトル学校を建設す

2019 年 10 月 29 日～30 日にかけてホテル、洗

る事業の現場へ運んでいる。
2)洗濯業者

濯業者に対する聞き取り調査を実施した。

(General Manager への聞き取り)
インレー湖観光の拠点となるニャウンシュエ
2)洗濯業者

町に位置する。ホテル業をメインで運営しており、
洗濯業は 5 軒のホテル分を請け負っているのみと
いう小規模なものであった。洗濯業は 2017 年か
ら開始した。

1)湖上ホテル

・洗剤は、マンティッというタイ製品を使用して
いる。この辺りの水は石灰分が多く、洗剤が固ま
ってしまうため使用量を減らしている。
・洗濯には深井戸の水を使用している。
・洗濯機を置いている場所の敷地は 40×60 フィ
ート、
ホテルから徒歩で 45 分程度の場所にある。
・タオルはぬるま湯、シーツは水で洗濯している。

(出所：グーグルマップ)

・排水は処理をせず、敷地内の土に直接廃棄して
いる。

1)湖上ホテル

両者の聞き取り調査の結果、いずれも環境に対

(Assistant Operation Manager 及びスタッフへ

する積極的な配慮は見られなかった。湖上ホテル

の聞き取り)

のごみ処理法に関しては分別が見られたものの、

地元の五日市開催の際など、多くの外国人観光

排水処理に関しては、対策が取られていない。洗

客が訪れる Maing Thauk 村に位置する。但し、

濯業者の排水処理に関しては、排水に何の処理も
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図3．浮畑の材料として水草を活用する様子

行わず、垂れ流し状態であった。聞き取りに応じ
てくれた General Manager は「自分の敷地内に
廃棄しているため、他の人に迷惑をかけていない」
と言い切っており、認識の低さが見受けられた。
6．水草の有効利用化を目指すパイロット事業
三井物産環境基金の助成により国際社会共生
センターが実施した水質調査によると、インレ
ー湖の水は、比較的澄んでいるが、水質調査の
結果、COD値は最大20mg/L程度と高く、場所に

(出所：筆者撮影 2009.2.10)

よっては高値のアンモニア態窒素や大腸菌群が

図 4．ホテイアオイ繁茂の様子

検出され、森林破壊や浮畑等への過剰施肥、湖
上住宅・ホテル等からの排水を主要因とする水
質悪化の実態が明らかになった(湯浅 2019)。
一方、湖の水質測定値は非常に高い汚濁レベル
にあるものの、湖に広く分布する水草の浄化効果
等により湖の清澄性は高く保たれていることが
判明した (同上書)。これは、インレー湖地域に住
む住民が長年水草を活用してきたためであると
考えられる。インレー湖周辺地域では、様々な方
法で水草を活用してきた。例えば、浮畑における

(出所：筆者撮影 2019.10.29)

トマト栽培苗の被覆材、家畜の餌、浮畑作り等が
活用法としてあげることができる。

1)パイロット事業実施地域

そこで、「住民参加型で実践的な循環型環境改

ミャンマー連邦共和国、シャン州、ニャウンシ

善手法であるインレー湖モデル」の一つとして、
汚染物質を吸収しインレー湖に大量発生してい

ュエタウンシップ、ヌワダマ村
2)実践実施期間

る外来種の水草であるホテイアオイの引き上げ
と堆肥化のパイロット事業を行う運びとなった。
図2．浮畑におけるトマト栽培の被覆材として水

2019 年 4 月～2022 年 3 月(現在継続中)
3)実践方法
ヌワダマ村の村の共有地に乾燥場を併設した

草を活用する様子

ホテイアオイ堆肥加工場を建設する。加工場には
農家有志グループにより、小船とトレーラーを使
い約 3 トンのホテイアオイの引き上げを実施した。
引き上げたホテイアオイは乾燥場で乾燥させ、そ
の後切断機で細かく切断する。そのホテイアオイ
と鶏糞、油粕、米ぬか、もみ殻燻炭、骨粉、石粉
等を原料として堆肥の作製を実施した。

(出所：筆者撮影2009.3.4)
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図 5．ホテイアオイ引き上げの様子
図 7．作製し、成
分分析を実施し
た堆肥
(出典：筆者撮影
2019.10.30)

(出所：NPO 法人地球市民の会撮影)
図 6．ホテイアオイを乾燥している様子

本事業においては、「住民参加型で実践的な循
環型環境改善手法」を構築することを目的として
いる。そのため、ホテイアオイ堆肥が販売可能に
なり持続的な収入が得られるようになる必要が
ある。今後、住民主導で販売と作製を継続できる
体制を整備していく必要がある。
7．まとめ
本報告書に聞き取り調査結果をまとめたホテ
ルや洗濯業者をはじめ、観光業者の環境への意識

(出所：筆者撮影 2019.10.30)

はあまり高くはない。2016 年をピークに観光客

乾燥ホテイアオイと実際に作製したホテイア

が減少しているという声もあちこちで聞かれ、環

オイ堆肥の成分分析を実施した。乾燥ホテイアオ

境対策まで手が回っていない様子が見られた。一

イ、ホテイアオイ堆肥共に有機物は多いものの、

方、周辺地域の住民の中には一部ではあるが、イ

窒素、リン酸、カリウムの成分は少なく、肥料と

ンレー湖の環境問題に非常に高い関心を示して

して販売するためには成分調整が必要である。乾

いる人々が存在する。本報告でパイロット事業と

燥ホテイアオイとどのような資材を混合してい

して紹介した例をはじめ、環境保全のために有効

くかは今後検討が必要である。

な例を住民に紹介することで、地域としての意識
の高まりを促進し、「住民参加型で実践的な循環

表 1．乾燥ホテイアオイとホテイアオイ堆肥の成分

窒 素

リン酸

カリウム

(％)

(P₂O₅)

(K₂O)

型環境改善手法であるインレー湖モデル」を構築

有機物

乾燥

3.07

1.75

0.286

61.485

堆肥

2.31

‐

1.645

45.2

していく必要がある。
参考文献
1)Yuasa, Takashi et al. (2019) “Current Water Quality
of Inle Lake in Myanmar, A Potential Threat to the
Lake Environment”

( 出 典 ： Department of Agriculture, Myanmar,

Fertilizer Analytical data Sheet)
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1. Background
Households are the main contributor to the
increasing amount of municipal solid waste
(MSW) which lead to many issues in waste
management system such as landfill sites
becoming overload and causing environmental
degradation. A solution to reduce the amount of
solid waste going to the landfills is separation of
waste at the source which is admittedly better
than recovery of materials from the mixed wastes,
because it produces cleaner and higher quality
materials as well as minimizes the disposal of
solid waste hence decreasing costs.
However, waste separation at source requires
an adequate management system in which
regulations must be strictly promulgated and
infrastructures must support the handling of
waste at every stage. Therefore, in the context of
Vietnam and other developing countries where
infrastructural progress has not yet catching up
with the accelerated urbanization rate, another
approach should be taken in view of the urgency
created by limited landfill space and pollution
from unsanitary treatments.
It should be considered that a waste
management system involves not only the power
of the government but also active participation of
the citizens. While limitations still existed in the
higher executives, there should be more efforts at
waste separation and recycling from the general
public.
2. Literature review
The gap in research exists where a large body
of literature in the waste management field
focused on the motivation for recycling, but few
discussed about community capacity building.
Mongkolnchaiarunya (2005) introduced the
practice “Garbage for Eggs” in Thailand as a
collective action with consideration to the
ecosystem of the community, however only for a
short-term period. Nguyen et al. (2015) in a case
study in Hanoi, Vietnam explore different factors

influencing people’s recycling behavior other than
institutional capacity. The study addressed the
importance of communication, trust consolidation
and moral obligation of people within a
community to overcome common dilemmas of
solid waste management in developing countries.
Nevertheless, what is omitted in the literature is
a framework for community-based action plan
targeting waste management.
On this subject, a collective recycling scheme
is most recommendable in taking into
consideration the background of developing
countries where the waste management system
heavily involves the participation of the private
sector. Through the accumulation of volume,
waste acquires more added value and can be
traded at higher hierarchy of informal sector
recycling (Table 1).

Table 1: Hierarchy of informal sector recycling
(Wilson, 2006)

3. Objectives
This study will attempt to address the
problem by developing a conceptual model of
waste recycling that links to the idea of collective
action. In this regard, the objectives of this
research include identifying community structure
in the study area and relevant stakeholders in
order to establish an extensive model that bring
about
community
development
and
empowerment, developing an analytical model to
evaluate the implementation of the collective
action scheme, and gathering insightful
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implications for policy makers regarding the
implementation of any public project that require
participation from the citizens.
The ultimate goal of this research is to
establish a framework for community-based
action plan, in which the model for collective
recycling must be sustainable in the ecosystem of
the community. This framework should be
adoptable for other developing countries with
high rate of urbanization that are struggling with
increasing MSW amount.

Indochina Peninsula, Vietnam has an estimated
population of 95.5 million inhabitants as of 2017
(World Bank, 2017). Hanoi is the capital of
Vietnam and the country's second largest city by
population. Since 2008, Hanoi has undergone a
large-scale expansion where several adjacent
provinces were merged into the metropolitan
area of Hanoi. Hanoi's total area then increased
to 334,470 hectares in 29 subdivisions with the
new population being 7,216 million, effectively
tripling its size.

Table 2: Area and population of Hanoi’s
subdivisions (Source: Hanoi Promotion Agency, 2017)
Area

Population

(km2)

(thousand people)

12 urban districts

303.92

3259.9

18 rural districts &

3020.59

3982.3

communes

Figure 1: Proposed scenario for collective
recycling scheme
4. Methodology
Inductive approach will be employed where
data collection is used to identify themes and
patterns within a community in order to create a
conceptual model of collective recycling. Existing
theory
of
community
development
and
empowerment will be used to formulate the
framework for the model to ensure adaptability
and sustainability. Because of the nature of this
approach, hypotheses and research questions will
be developed along with the research progress.
For data collection, both primary and
secondary sources are expected to contribute to
the final conceptual model. Primary data,
particularly qualitative methods such as focus
group, will be effective to get a comprehensive
understanding of the community network. The
conceptual model will be tested using a pilot
study in the target area of Hanoi, Vietnam. In my
master thesis, research results show familiarity
with waste recycling among Hanoi citizen, plus a
strong community linkage was found in some
communities, making Hanoi an excellent
laboratory for studying collective environmental
action.

However, despite the rapid rate of
urbanization, the majority of Hanoi population
still concentrated in the most central part of the
city. This extremely dense area is facing many
challenges in the field of waste management.

Figure 2: Map of Hanoi’s 30 subdivisions with
red highlighted 12 urban districts (Ly, 2008)
Table 3: Hanoi waste composition (Source: Hanoi
Urban Planning Institute, 2015)
No.

5. Study area
5.1.Background of Hanoi city
Located in the most eastern side of the

Type

Percentage

1

Organic

51.9

2

Paper

2.7

3

Plastic

3.0

4

Leather, rubber, wood

1.3

5

Textiles

1.6

6

Glass

0.5

7

Rock, clay, porcelain

6.1

8

Metal

0.9

9

Other

32

Total
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According to Ministry of Environment and
Natural Resources (MONRE), MSWs in
Vietnamese urban areas account for more than
50% of the whole country every year. By 2015, the
total amount of MSW in Hanoi has reached 5,515
tons / day.
5.2. Waste separation behavior
30%
70%

Recyclables separate

Not separate

Figure 3: Recyclables separation behavior in Hanoi
Survey of 100 households in urban Hanoi area
in 2018 showed a certain degree of recoverable
matters being separated at source. One of the
incentives for recyclable waste separation is the
money reward from selling salvaged materials to
the informal collector. Despite having no
regulation for source separation, voluntary
recycling behavior is observed and the informal
recycling system already existing is working
quite efficiently.

Photo 1: An informal recyclables collector in Hanoi
A component of daily household waste that is
more often overlooked is kitchen refuse. Even
though some people are sorting out their organic
waste to avoid odor and bugs according to the
survey in 2018, waste collection operates daily so
sanitary inside the house is not a huge concern
for most citizens. Nonetheless, a portion of the
population is separating kitchen garbage for a
variety of reasons.
In the face of the growing rate of urbanization,
recovering organic materials from household
waste to use as animal feed (for chicken, pigs,
and cattle) is still practiced though in small
quantity. In general, animal feed and composting
even though small in scale, is undoubtedly a
motivation to separating household food waste.

Figure 4: Food waste separation behavior in Hanoi
5.3. Significant of waste separation for Hanoi
Until now, Nam Son is still the main landfill
site for the majority of municipal solid waste from
Hanoi city. After its second phase of development
started in 2011, Nam Son landfill expanded its
area to 73.73ha with the expected lifetime to last
till 2021. With the total capacity almost reaching
its limit, there have been many demonstrations
by local citizens in Soc Son Province attempting
to stop waste transportation trucks from bringing
waste into the landfill. The most severe case at
the beginning of 2019 had stopped the waste flow
from Hanoi for 4 days consecutively.
Beside Nam Son, a small part of the waste
generated in Hanoi is disposed of in Xuan Son
landfill in Son Tay Commune, about 55km from
the center of Hanoi, with the capacity of
approximately 1,000 ton/day as reported in Kinh
Te Do Thi (a Vietnamese newspaper), much
smaller than Nam Son landfill. If the amount of
municipal solid waste from Hanoi continues to
increase with the growth of the population, both
these landfills will shortly reach its limit. Under
such circumstances, the reduction of waste going
to these dumping sites is a fundamental step to
extend their lifetime.

Photo 2: Xuan Son landfill (2018)
One direction to achieve waste reduction is
separation at source to prevent materials that
are still recyclables and reusable to be buried in
landfill sites. Moreover, the smaller quantity of
waste will require less collection staff and better
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quality of waste will reduce the workload of
landfill sites' staff. The working condition of
sanitary workers will also improve as there is
less risk of exposure to contaminated matters.
The growing urbanization rate in Hanoi is
increasing the population density, heavily
affecting the land use of the city. Generally, waste
collection points are located more often on public
roads. The shortage of waste bin in collection
points means that waste is often gathered in a
pile directly on the ground, leading to leakage
from organic matter. This can be prevented by
having food waste separated from other
household waste before they are brought to
collection points.
5.4. Obstacles to waste separation at source
The biggest obstacle for ordinary citizens to
separate household waste is the lack of
infrastructure, especially spaces. According to
Hanoi Promotion Agency, 12 urban districts of
Hanoi with a total area of 303.92 km2 are
currently accommodating 3259.9 million people.
The average living space per capita in Hanoi was
25.8m2 in 2016, however, there is a large gap
between different types of housing.
At the moment, Hanoi still has close to 1,500
apartment complexes that were built since the
70s and 80s; among them, a lot of building has
deteriorated severely (label D according to
Ministry of Construction). In these complexes, a
moderate apartment is approximately 30 to 40
square meters where a family of 3 will have an
average living space person of more than 10
square meters. It is extremely hard to have space
inside the house for different kinds of waste in
this situation, especially when waste separation
is not the top priority for the majority of regular
people.
Another factor hindering the application of
source separation scheme is the unsatisfactory
collection service. From 2006 to 2009, the
implementation of 3R Initiative had achieved an
astonishing level of cooperation from residents in
pilot areas. People took part in the project by
separating organic waste and non-organic at
their home before bringing to collection point;
during this period, the rate of participation was
close to 100%.
However,
after
JICA
concluded
its
involvement with 3R Initiative, the lack of
funding prevented local collection service from
providing enough facilities to collect organic and

non-organic waste separately. As a consequence,
people lost their willingness to separate when
different types of waste got mixed altogether as
they were loaded into collection trucks.
6. Research schedule

A preliminary field survey will also be
conducted in the first semester to determine the
target area for the pilot study that will take place
during the course of this research.
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活動概要
国際共生社会研究センター

1.

持続可能なビジネス

テーマコーディネーター（持続可能なビジネス）
国際学研究科（国際学部）教授
北脇 秀敏

はじめに
持続可能なビジネスは、産官学における研究の展開を目指している。特に民間企業のコ

ンサルテーションを実施し、実務に必要とされる研究を目指している。また、外部資金獲
得も視野に入れ研究活動を実施している。
2.

持続可能なビジネスとしての活動

① 「産官学連携」にむけたコンサルテーション


学内他研究組織とのコラボレーション



パナマ研究打ち合わせ



日本環境衛生センターへの訪問（情報収集打ち合わせ）



ASK 商会（シライグループ）
：アジア・アフリカにおける技術移転（焼却炉）



JICA 青年海外協力隊支援



明治大学吉川教授との地下水ヒ素の研究打ち合わせ



アジア開発銀行との企画書作成（ビルゲイツ財団のサニテーション）
（4 月 8 日）



白井グループとの廃棄物の情報交換（4 月 25 日）



八千代エンジニアリングとの今後の協力関係の打ち合わせ（4 月 26 日）



ワールド・ビジョン・ジャパンとの打ち合わせ（5 月 8 日）



チチカカ湖水質浄化に関する研究打ち合わせ（5 月 20 日、6 月 28 日）



中南米の実務家に対するトレーニング（日環センター）
（5 月 22 日）



3R 財団と環境省とのウエストエナジーに関する打ち合わせ（5 月 24 日）



パナマ研究会（6 月 1 日）



第 6 回適正技術フォーラム（6 月 2 日）



ルワンダ水道に関する打ち合わせ（6 月 4 日）



環境省アジア水環境スキームの打ち合わせ（6 月 25 日）



JICA 開発大学院連携打ち合わせ（水道分野）



アフリカのきれいな街にための中核人材育成プログラム打ち合わせ



JICA 廃棄物管理技術コース研修（7 月 2 日）
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玉城町との連携（7 月 10 日）



APEX との連携打ち合わせ（7 月 11 日）



玉城町との協定（7 月 22 日）



日立、イデア、OEC とのフィジー下水処理に関する打ち合わせ（8 月 6 日）



ダッカ市の廃棄物発電打ち合わせ（8 月 23 日）



環境政策（アジア開発銀行（8 月 30 日）



大栄産業と環境省とインドネシアの浄化槽に関する打ち合わせ（9 月 4 日）



適正技術フォーラム（9 月 7 日）



アジア水環境ビジネスへの技術協力（9 月 10 日）



ワールド・ビジョン・ジャパンとの打ち合わせ（9 月 30 日）



水道分野の国際協力（JICWELS）
（10 月 2 日）



バングラデシュ政府受入（10 月 29 日）



東京都と大学との SDGs との協力（11 月 5 日）



公衆衛生分野における下水道の意義（JICA）（11 月 6 日）



バングラデシュ保健大臣意見交換（11 月 26 日）



バングラデシュ自治大臣ウエストエナジーに関する意見交換（12 月 3 日）



日立とのアジア水環境ビジネス打ち合わせ（12 月 4 日）



学内の SGDs 推進連絡会 準備打ち合わせ（12 月 11 日）



大栄産業と打ち合わせ（12 月 13 日）



我が国循環産業の海外展開事業化促進業務（環境省）
（12 月 17 日）



SGDs 推進連絡会議（12 月 18 日）



アジア水環境打ち合わせ（12 月 24 日）



JICWELS の水道委員会（1 月 8 日）

② 「三重県度会郡玉城町との包括連携協定の締結」
2019 年７月 22 日、三重県度会郡玉城町と国際共生社会研究センターは、地域の活性化
や人材育成や、アジアやアフリカなどの海外の大学と研究推進のための包括・学術協定を
締結してきました。国内では玉城町が初めての協定先となり、主に「学習・研究のための
交流」
「共同研究プロジェクトの実施」について連携をおこない、SDGs 達成に向けた活動
を実施いたします。教育と人材育成の面では、2019 年春に、東洋大学の留学生５名が玉城
町の農家にインターンシップに参加し、留学生から玉城町や地域が抱える問題について議
論を行った。地方が抱えている産業の持続的な経営運営の手法や、外国人移住に人口減の
抑制などについても議論を行い、官学連携で問題に取り組んだ。2019 年９月には当センタ
ーリサーチアシスタントの学生も玉城町にて、インターンシップに参加し、住民との地域
活性に関する議論を行いました。またその活動について三重県のテレビで放送されました。
今後当センターは、玉城町が抱える優先度が高い問題解決に向けて貢献し、同様の問題を
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抱える他の国内の市町村にも活動を広げていきたいと思う。
その他：ワールド・ビジョン・ジャパンとのワークショップ
3.

各研究員の研究テーマ

 金子彰 客員研究員：
「都市と複合した交通インフラ開発による新たな国際貢献方策の研究」
 松行輝昌 客員研究員：
「アジア・アフリカにおけるソーシャルビジネスの比較制度分析」


Md. Mafizur Rahman 客員研究員：
「バングラデシュにおける水供給に関する研究」

 井上常史 客員研究員：
「ASEAN 地域を中心とした廃棄物環境問題の研究」


Pierre Flamand 客員研究員：
「開発途上国における汚泥収集の最適化に関する研究ーベトナムの腐敗槽を中心に」

 村上淑子 客員研究員：
「水供給施設の普及が河川水質に与える影響についての研究」
 薗畠ひとみ リサーチアシスタント：
「熱帯地域における媒介動物の感染のモデル化に関する研究ー廃棄物との関係を中心に
ー」
薗畠リサーチアシスタントは、熱帯地域における媒介動物の感染のモデル化に関する研
究を行っている。以下は次頁における報告書の要約である。
世界保健機関(WHO)は、媒介動物感染症対策には基礎・応用研究が不可欠で 2022 年ま
での行動計画の中でも分野横断的な活動が必要であるとしている。媒介動物感染症に関し
ては、それぞれの分野で研究・開発が進められてきた対策の知見をレビューし、これまで
実務・経験ベースで行われてきた環境と健康の分野を統合した研究の必要性は認識されて
いるものの、実績は少ないのが現状である。
薗畠氏は 9 月 14 日から 15 日にかけて、Eduardo Herrera（パナマ首都廃棄物庁、廃棄
物処理実務家)と研究打ち合わせを実施した。Eduardo 氏は国際共生社会研究センターのプ
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ロジェクト「パナマ共和国における SDGs 達成に向けた廃棄物処理と感染症の減少」の海
外研究協力者である。薗畠氏は、2015 年 9 月から 2019 年 1 月まで青年海外協力隊員とし
てパナマ共和国派遣されており、現地でのカウンターパートである。研究打ち合わせでは、
下記の６つの事項について行った。①今年の６月に変わったパナマ共和国の新しい政権や
大統領及び新しい長官の情報共有。②パナマ首都廃棄物庁の新しい政策方針や行政組織体
制の情報共有。③来年度パナマに渡航する日程の調整。④廃棄物処理及び埋立処分場への
立ち入りの手続きとプロセスの確認。⑤聞き取り調査に関する内容の照らし合わせ及び依
頼プロセスの確認。⑥感染症（デング感染者）及び気象のデータ（過去 3 年間の気温・降
雨量）の取得方法に関する相談を実施した。
 Hamza リサーチアシスタント：
「モロッコ都市部における廃棄物コンポスト化の費用便益分析にする妥当性の検討」
Hamza リサーチアシスタントは、モロッコ都市部における廃棄物コンポスト化の費用便
益分析にする妥当性に関する研究を実施している。以下は次頁における報告書の要約であ
る。
開発途上国における固形廃棄物管理は困難であり、多くの要因が関係している。実際、
ほとんどの開発途上国 (特に都市部) は貧困や相対的な人口増加を経験しており、環境目
的のための資金が不足している。選択される技術、つまり適正な技術は、同時に、効果的
で、社会的に受け入れられ、さらに低コストでなければならない。その結果、固形廃棄物
の処理方法の中には、その比較的経済的に妥当なものを普及する必要があるが、実際には
まだ成功していないものが多い。
Hamza 氏の研究の方法論は、3 つの主要な柱を考慮した数学モデルに基づいている: (1)
堆肥需要の推定、 (2) 堆肥の供給または生産、および (3) それらの動態と相互作用の解析
である。開発したモデルを試験する目的で現地調査を行う。
以上
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熱帯地域における媒介動物の感染モデル化に関する研究
―廃棄物との関係を中心に
国際共生社会研究センター
大学院国際地域学研究科

RA

博士後期課程
薗畠

ひとみ

A Study on Modeling Infection from Vectors in the Tropics
– Focus on the Relationship with Waste

Environmental management and vector control

1. これまでの研究
世界保健機関(WHO)は、Global vector control

の重要性は記入されているが、固形廃棄物に関し

response 2017-2030 の中で、媒介動物感染症対

ては明確に記載されていない。このように、廃棄

策には基礎・応用研究が不可欠で 2022 年までの

物処理と蚊の発生の関係にまで踏み込んだ先行

行動計画の中でも分野横断的な活動が必要であ

研究はほとんどなされていないのが現状である。

るとしている。媒介動物感染症に関しては、それ

筆者は、2015 年 9 月から 2018 年 1 月まで青年

ぞれの分野で研究・開発が進められてきた対策の

海外協力隊員(環境教育職)としてパナマ共和国

知見をレビューし、これまで実務・経験ベースで

に派遣時に次の研究を実施した。「熱帯地域にお

行われてきた環境と健康の分野を統合した研究

ける廃棄物起因のベクター発生対策に関する研

の必要性は認識されているものの、実績は少ない

究―パナマのデング熱とジカウイルス感染症を

のが現状である。

中心に―(2018 年 11 月、国際開発学会で発表)」

例を挙げると、Mofareh Saeed Ali Alshehr

の研究では、蚊の発生源に廃棄物がどのくらい影

(2013)は、サウジアラビアの８年間のデータをも

響しているのか調べるためにパナマ共和国の学

とに、気候要因（気温、相対湿度、降雨量）とデ

校で発生源調査の聞き取り調査を行った。聞き取

ング熱患者数と蚊の密度を分析した論文である。

り調査の内容は、１.蚊の生息密度（5 段階）2. 蚊

蚊密度と気温と相対湿度の気候要因の間に強い

の潜在的発生源（18 項目）の有無等である。両者

相関があることが示唆されている。更にデング熱

のデータをクロス集計し放置廃棄物がどの程度

の蔓延の原因をよりよく理解するためには、蚊の

蚊の発生に寄与しているかを比較分析した。

個体数密度による環境要因を分析する必要があ

聞き取り調査の結果、蚊の潜在的発生源（18 項

ると記述してある。Yoon Ling Cheong 他 (2013)

目）の中で人が集まる施設関連よりも廃棄物と関

は、マレーシアにおける気象条件と患者数を分析

連している放置廃棄物や飲料容器の方が蚊の発

した論文であり、人口密度の高い地域では、気温、

生源に影響があるという事が明らかになった。

降雨量、風速がすべてデング熱の伝播に影響し、

また、実態調査により住民が放置廃棄物から遠く

屋内繁殖環境以外にも、雨が溜まる場所（タイヤ

に住んでいるほど家に蚊が少ないという結果に

など）には蚊が繁殖すると唱えている。Moh Seng

なった。聞き取り調査と実態調査により廃棄物が

Chang,a 他が発表した Challenges and future

蚊の発生に影響を与えている事が明らかになっ

perspective for dengue vector control in the

た。この結果、家の周りにある廃棄物を撤去する

Western

事によって蚊の発生及び感染症を抑制できる可

Pacific

Region(2011) で は 、
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能性を示す事ができた。

ターゲットになっている可能性がある。この 2
つの蚊と廃棄物の関係を明らかにすることで蚊
対策がより明確になり、感染症を防ぐ提案がで
きるのではないかと考える。
表１ パナマのデング熱とジカウイルス患者数
と人口比による感染率（パナマ保健省の資料か
ら作成 2018 年 4 月現在）
パナマ
患者数
(人)

人口

感染率

（人）

デング熱

2014

5517

3903986

0.1413%

2015

3347

3969249

0.0843%

2．現在の研究の進捗

2016

3327

4030119

0.0826%

（1） 背景と目的

2017

3740

4098000

0.0913%

2018

1101

4154700

0.0265%

2015

39

3969249

0.0010%

2016

771

4030119

0.0191%

2017

457

4098000

0.0112%

2018

32

4154700

0.0008%

図 1 発生源調査の結果（筆者作成）

米研究対象地域であるパナマ共和国では、人
ジカウイルス

口増加と経済成長に伴いパナマシティの廃棄物
処理の問題は深刻化している。セロパタコン最
終処分場では、第１処分場後に積み上げられて
いる医療廃棄物の処理・浸出液の処理などの問
題が山積みの状況である。市内では放置された
廃棄物が溢れており、蚊による媒介性疾患（デ
ング熱、チクングニア、ジカウイルス感染症）
が報告されている。パナマにおけるジカウイル
ス感染症患者は急激に増加傾向にある。デング
熱のパナマ政府により正確に検査された過去 26
年の患者数は 67,837 人にも上っており、過去 5
年間の患者数の平均は年間 3,406 人となる。慢
性的に患者がいる状況である。パナマ共和国
は、デング熱とジカウイルス感染症の媒介者で
あるヤブカ属のネッタイシマカとヒトスジシマ
カが生息している特殊な土地である。ネッタイ
シマカは屋内に住むことを好みヒトの嗜好性が
強く密度が高い為大規模な流行に繋がる要素が

写真 1 パナマ首都廃棄物庁による啓発用の写

ある。一方、ヒトスジシマカは野外を好み活動
し、ヒトだけではなく鳥類・両性類などさまざ

真

まな動物種を吸血する。放置廃棄物に群がる鳥

（2） 対象地域
本研究においては、WHO によりジカウィルス感

や、ごみを捨てに来た住民などがこれらの蚊の
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物理的防除（明るい服の着用や網戸）

染症の最も危険地域とされているパナマ共和国
を対象とする。現地基礎調査および現地社会詳細

③ボウフラ対策・発生源の除去

調査を行う対象地域としては、同国の中でも感染

④薬剤駆除・メダカなどの生き物での駆除

者が集中している首都パナマ市周辺地域を設定
する。調査地は、パナマ市中心部から約 25 キロ離
れた国立トクメン国際空港周辺に立地し、中級住
宅地ではあるがデング熱とジカウィルス感染症
の患者数が多いトクメン地域を設定した。

図 2 蚊（ヤブ蚊種）のフロー図（筆者作成）
廃棄物を撤去することで蚊の予防できるのでは
ないかという筆者の仮説（△の箇所）
❶ヤブ蚊種は基本的に 2-3ｍｍの水たまりに卵を
産む事が可能でありペットボトルのキャップや
写真２ トクメン地域の写真（筆者撮影）

空き缶等に産卵した後で万が一水が乾いたとし
ても再び雨などの水が得られるまで生き続ける
事ができる。
❷蚊は吸血するための一つの手段として二酸化
炭素に近づく習性がある為、二酸化炭素を発生す
る放置廃棄物などに向かって飛んで行き近くに
いる人を刺すのではないか。
写真 4 ネッタイシマカのボウフラ（筆者撮影）
(3) 調査打ち合わせ

写真３ トクメン地域の写真（筆者撮影）
(3) 蚊と廃棄物の関係
図１を見て分かるように私たちの生活では下
記のように、蚊予防の為にいくつかの対策が行わ
れている。
蚊予防方法（〇の箇所）
①蚊が嫌がる匂い（取り線香、柑橘系の香料）
②薬剤防除（蚊よけのスプレーなど）

今後の調査に向けて 9 月 14 日から 15 日にかけ
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2019 年

て 、 福 岡 県 北 九 州 市 に 来 日 中 だ っ た Eduardo
Herrera（パナマ首都廃棄物庁、廃棄物処理実務
家)と研究打ち合わせを実施した。Eduardo 氏は国
際共生社会研究センターのプロジェクト「パナマ

2020 年

共和国における SDGs 達成に向けた廃棄物処理と
感染症の減少」の海外研究協力者である。また、
私が 2015 年 9 月から 2019 年 1 月まで青年海外協
力隊員としてパナマ共和国派遣時のカウンター

2021 年

パートであり、ともに活動を行ってきた仲間であ
る。研究打ち合わせでは、下記の６つの事項につ

*気象起因のデータを元に雨量が
固形廃棄物へ蓄積する量と継続時
間を分析
*データ分析
第１回査読発表提出予定
*蚊の個体数密度の計測に関する
計画立案
*予備実験を実施
*パナマのフィールド調査にて蚊
の個体数密度の計測を実施
*第２回査読発表提出予定
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Research on solid waste compost supply-demand dynamics as
an optimization factor for composting plants
国際共生社会研究センター
大学院国際学研究科

RA

博士後期課程

Cherki Mohamed Hamza
management (Furedy,2002).
1. Background and current state

In this regard, many fingers are pointed

Many factors render solid waste management in

towards poor plant design or towards low

developing countries a challenging endeavor. As

compost demand as a potential inhibitor for

a matter of fact, most developing countries -

sales and thus to the feasibility of composting in

especially in their urban areas- experience

these conditions. which lead us to investigate

poverty, a relative population boom and in most

the dynamics of supply and demand for solid

cases,

waste composting hence the focus of this

there

is

a

lack

of

funding

for

environmental purposes. Thus, the techniques

research.

and technologies opted for in this practice must

A previous diagnosis done in the field of solid

be at the same time effective, socially accepted

waste composting in Morocco revealed that the

and less costly in order to be adopted. As a

current state of the composting industry in most

result, some solid waste treatment methods rise

urban areas in Morocco remains rudimentary.

in theoretical priority given their relatively

With several inhibitors to the development of a

“cheap” features but still can’t find practical

composting industry that will undeniably bring

success.

about benefit in more than one aspect, the

In this regard, composting, if it is properly

underperformance of most composting plants is

designed and managed can offer many favorable

mostly due to the fact that there is no thorough

opportunities

waste

analysis done on compost supply-demand as

management sector, but also to the agricultural

well as most composting plants being run in a

sector in developing countries as it can help

sub-optimal way to say the least.

not

only

for

the

reduce the volume of landfilled waste (Drechsel
and Kunze, 2001)

2. Problem analysis

Composting as a solid waste management tool

The previous composting experience in Morocco

can even act as a development leverage

have let a lot to be desired as most ended up in

developing countries as it reaches out to several

despite

SDG’s. But despite all that, most of the plants

theoretically. And it is not a case limited to

that worked out in Africa were only small-scale

Moroccan reality but in many developing

and often short-lived initiatives without any

countries, African composting success stories in

major

general are limited to small and often short-

impact

on

the

municipal

waste
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all

promise

showed

by

compost

lived initiatives without any major impact on

4. Hypothesis

the municipal waste management. As a matter

This research’s hypothesis suggests that there

of fact, over the last few decades, many small-

is a correlation between compost demand

scale units saw the light in the area of Rabat in

fluctuation and stockyard size, the more

Morocco but most of them were on a minor or

fluctuation there is in demand the more costs

experimental scale and ended up not last for a

which affects compost prices and consequently

long time. On top of that, since the composting

reflects on demand.

market is not very developed it is quite hard to

This cycle contributed to making compost not

estimate compost demand and its eventual costs

adopted by farmers and it could be broken

in the market. Which leads us to wonder

through thorough analysis of supply-demand.

whether compost is feasible in a developing
country environmental such as the Moroccan

5. Methodology

one, and whether there even is demand for

This research’s methodology will be revolving

compost as product in that specific situation or

upon a mathematical model that takes into

not.

account three major pillars: (1) the estimation

3. Objective of the study

of compost demand, (2) compost supply or

The main objective of this study is to

production and (3) an analysis of their dynamics

examine and analyze solid waste compost

and interactions. A field survey will be

supply and demand and develop a model that

conducted with the purpose of testing the

aims to optimize composting plants based on

developed model.

supply-demand dynamics.
5.1. Compost demand

In order for this main objective to be
achieved, it will be subdivided into several sub-

Compost potential demand will be estimated

objectives:

through agriculture farmland availability and

 Develop a model to estimate compost

crop calendars and effective demand will be

potential and actual demand through

estimated

local agricultural situation as well as

actualization coefficient through the analysis of

farmers willingness to use/pay and also

farmers willingness to pay, and their ability for

with

the

introduction

an

their ability to pay for compost.
 Estimate potential and optimal compost
supply and study the dynamics between
supply and demand (with a focus on
demand fluctuation’s impact on cost and
thus on compost prices).
 Develop a demand-supply based model to
decide the optimal size of final product
(compost) stockyard and plant size.

Figure 1: different potential cases for Willingness and
ability to pay for compost.
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compost

“Potential standard

Ability to pay is related to people’s financial

demand”.

demand” and “actual

situation, including their income and access to

We refer to Potential Standard Demand

credit. It may also be related to seasonal flow of

(PSD) as the amount of compost to be used if the

finance, or even decision-making power. Ability

usual application* rates per crops were applied

to pay is a relatively fixed figure, although

and 100% of the arable farmlands in the area

providing credit or flexible terms of payment

applied compost.

can

The methodology for estimating Compost

increase

it.

It

represents

the

max

Potential Demand is based on three aspects:

achievable value from advertising
Willingness to pay is a more flexible concept, as

1.

it is partly dependent on priorities and

Crop inventory: all the crops that are planted
in the area of are listed

perceptions. It reflects the appreciation for a

2.

Crop calendar:

taking into consideration the

product rather than a real market price.

planting and harvesting periods of all the

Willingness to pay can increase through

inventoried crops, all the crops that area planted

education but can also be damaged by bad

during same month in the study area are listed

reputation (marketing cost).

in alphabetical and attributed an integer number

Many reasons relate to quality concerns,

starting from 1.

competition

with

other

products

and

3.

stigmatization of waste-derived compost. Since

Compost application rates: for each crop the
application rate of compost differs.

these factors affect people’s willingness to

We suppose that farmers start purchasing

purchase compost, they need to be well

compost one month before planting periods and

understood and tackled through marketing.

thus demand for the month j is calculated based

These concepts will help distinguish whether

on the crops to be planted in the month.

there will be potential profit or loss based on
different cases as can be seen in the figure 1

5.2. Compost supply

below.

Solid waste compost supply refers to the total

Different farmer categories and different local

production of compost in the considered area.

situations can be affiliated to one of the four

The actual compost supply is the addition of all

cases, for example large farmers in a context

composting plant production rates but the

with high advertising will most likely be in the

potential supply will be decided through an

“Case 1”, and in case 2 if adverting is very low.

analysis of MSW generation rates as well as

While small farmers are most likely to be in case

collection

3 and medium farmers in Case 4.

consideration of transformation that occur to

Estimating compost demand is a critical step

waste in terms of weigh and volume before it

when it comes to quantify compost sales and

becomes compost.

and

separations

rates

with

a

thus the benefits of B/C Analysis of the
composting plant.

5.3. Supply demand dynamics

In this research we differentiate between two

Once supply and demand are estimated, we a

different

factor that will how much of the supply is

types

of

demand

for

compost:
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actually met, a Compost Supply Factor (CSF),

“Oum Azza” and is currently receiving green

CSF is defined as the actual supply divided by

and municipal waste from more than 2 500 000

potential standard demand for compost.

people

A second index that will be important in this

communes :Rabat, Salé, Bouknadel, Temara,

analysis is the Compost Fluctuation Factor

skhirate, harhoura, Ain aouda, Mers el kheir, Al

(CFF). The idea for this coefficient was inspired

manzeh, Ain attig, Sebbah, Sidi yahya zaer and

by Gini’s coefficient and it will be used to

Oum Azza.

living

in

13

different

nearby

quantify the magnitude of fluctuation in terms
7. Research Schedule and future plans

of demand and study its effect on the optimum
plant size and on the stockyard necessary

Time frame
objective and
methodology
fine tuning
literature
review
model design
and
development
field survey

surface.
This index will be utilized to find out how to
maximize

compost

supply

factor

with

consideration of constraints such as cost,
storage and plant size.
6.

S1

vacation

S2 vacation S3 vacation S4

S5

Model testing

Study Area

The developed model will be tested in the area

additional data
collection

of Rabat, Morocco. The study area has a natural

data analysis

vocation to produce a wide range of agricultural

thesis write up
oral presentation for conference

products. especially cereals.
As shown in Figure 2 below, the area of study

submission of refreed paper

8. Notes and References

includes all the communes and prefectures
currently supplying the sanitary Landfill of

1. Drechsel, P., Kunze, D. (Eds.), 2001.

Rabat which counts for a total surface of

Waste Composting for Urban and Peri-

958,000 Ha. The landfill is located in the site of

urban Agriculture– Closing the Rural–
Urban Nutrient Cycle in sub-Saharan
Africa. IWMI/FAO/CABI, Wallingford
Oxon, UK.
2. Furedy, 2002,C. Furedy,2002. Organic
waste at low-cost. Dilemmas of a
transition period, Urban Agriculture
Magazine, 6 (2002), pp. 38-39
.

Figure 2: area of study (source: Google Maps 2019)
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活動概要

アフリカ地域における

インクルーシブな開発に向けた分野横断的研究
国際共生社会研究センター テーマコーディネーター
（インクルーシブ・アフリカ）
大学院国際学研究科（国際学部）准教授
志摩 憲寿
1.

研究のねらい
アフリカの現在の姿をどう読めばよいのだろうか？

近年の比較的好調な経済成長や活

発な民間投資の動向をふまえた楽観的な見方がある一方、例えば、国連ハビタットがあげ
る世界で最も不平等な 5 都市には、ヨハネスブルグ、アジスアベバ、ナイロビというアフ
リカ 3 都市が含まれるなど格差の拡大も懸念される状況にもある。
このようなアフリカの現状をふまえつつ、アフリカの将来をどう考えればよいだろう
か？ その答えは 2 点に集約されよう。まず第一は、個別分野ではなく分野横断的にアプ
ローチすること、第二は机上の理論ではなく現場の知恵から解を見いだすことであろう。
もちろん、分野横断的かつ現場からのアプローチの重要性は既に多くで指摘されている
が、その実践となるとあまり例を見ない。本センターにおけるアフリカ研究では、その第
一歩として、開発、貧困、国際関係、水、衛生、高等教育、都市計画・まちづくりを専門
とする研究員が中心となり、アフリカ現地調査に主軸を置きつつ、インクルーシブな開発
に向けた分野横断的かつ実証的な研究を進めてゆくこととしたい。
2.

昨年度までの活動
過年度までの活動では、研究員の個別研究と共に、東洋大学にて国際ワークショップ

「Sustainable Development and International Contribution for African Countries」
（2016 年 1 月 8 日、於：東洋大学）
、国際シンポジウム「Development and Environment
in Africa: Human Resource Development on Technology and Society」
（2016 年 11 月 11
日、写真 1）
、国際ワークショップ「Toward International Collaborative Research between
JKUAT and TOYO」
（2016 年 11 月 14 日）を開催した。
また、ジョモ・ケニヤッタ農工大学との学術協定に基づき、現地ケニア・ナマンガ郊外
のマサイ・コミュニティでの共同研究を行い、その成果をセンター書籍「持続可能な開発
目標と国際貢献：フィールドから見た SDGs」などにおいて発表した。国際ワークショップ
「アフリカ地域の持続可能な開発目標の達成に向けて」
（2017 年 2 月 21 日、於：ジョモ・
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ケニヤッタ農工大学）では、ジョモ・ケニヤッタ農工大学の研究者に加え、国際協力機構
AFRICA-ai-JAPAN Project の専門家らも交えて係る議論を交わした。続く国際ワークショ
ップ「What can we do for sustainable Development? Sharing experiences between
Kenya and Japan」
（2017 年 6 月 24 日〜25 日、於：ジョモ・ケニヤッタ農工大学）には、
ジョモ・ケニヤッタ農工大学と東洋大学の学生 25 名が共同でフィールドワークを行い、そ
の成果を「Student Agenda for JKUAT-TOYO Collaboration」
（図 1）としてまとめるなど、
研究拠点の形成に向けた協力体制が強化された。さらに、大学院国際地域学専攻修了生 Ole
Rumpe Lekakeny 氏の調整の下、キルゴリスにおいてマサイ集落の構成原理などを調査す
る機会を得るなど、修了生を核とした研究拠点の可能性も開かれた。
昨年度は、地理学や文化人類学、まちづくりの専門家を研究員に迎えて研究体制を拡充
し、テーマである「インクルーシブな開発」について現地調査等から見えてきた各分野か
らの論点を深化させた。その研究成果から、「ローカル」「グローバル」という異なるスケ
ールにおけるインクルーシブな開発が求められており、両者はしばしば二項対立的な状況
を生み出しうるが、空間的多元性を有する諸課題は必然的に共振しており、同時並行的に
取り組まねばならないことを確認し、欧米主導型のトップダウン的アプローチの限界と当
該社会に対する構造的理解に基づくボトムアップ的アプローチの有効性を指摘した。
3.

本年度の活動
本年度はこれまでの研究活動を総括的にすることに力点を置いた。

(1) 原子力災害の復興政策に関する研究：福島事故とチェルノブイリ事故（藤本典嗣）
本研究では、レベル 7 に達した事故の起こったチェルノブイリ（ウクライナ）と福島、
さらに、これから原子力発電所建設予定のあるエジプトを対象として、前 2 者について事
故後の復興状況や復興政策に焦点を当て、また、後者は建設の進捗状況と地域経済的課題
を明らかにすることをねらった。まず、福島の場合、避難区域を狭くさせた一方、チェル
ノブイリではウクライナ・ベラルーシ・ロシアに渡る広い避難区域が設定され、多くの避
難民を出したことは「社会主義（計画経済）と民主主義（市場経済）」「土地が広いか狭い
か」「交通網の整備状況」「コミュニティの結束力の強弱」といった社会・文化・自然的な
要因から説明することは難しく、むしろ、国民経済規模や一人当たり所得水準などから説
明可能であることを指摘した。その一方、エジプトの小都市ダバで、ロシアが供給する原
子炉を用いた原子力発電所の建設の状況を報じ、フードデザートなどをキーワードとした
今後の実践的な復興手段に関する研究に向けた論点を整理した。
(2) アフリカにおけるジェンダーの役割の変容：ケニア牧畜社会を事例に（中村香子）
本研究では、
「ジェンダー不平等」が社会・文化の構造に埋め込まれたケニア北中部の牧
畜民サンブルの社会を事例として、女性の開発やジェンダー平等を目指す動きがどのよう
に展開しているのか、その変容の動態を明らかにすることをねらったものである。本年度
の研究においては、主として既婚女性と既婚男性を対象としたインタビュー調査から今後
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の研究の展開に向けた基礎的データを収集した。英語の知識の殆どない長老からも「ジェ
ンダー・イクオリティ」という発言も聞かれるなど、限られた事例ながらもジェンダー平
等という概念が社会的に膾炙しつつある様子が描かれた。
(3) アフリカと北欧における教育・研究パートナーシップに関する研究（花田真吾）
本研究では「高等教育の教育・研究パートナーシップが目指すインクルーシブな開発と
は、連携する当事者である大学関係者や学生などのステークホルダーに限らず、周辺領域
にまで広く恩恵を行き渡らせることをねらうものである」という認識の下、研究の問いを
「先進国と開発途上国の高等教育における教育・研究パートナシップにおいてどのような
知の連携が行われているのか」という点に置いてきた。本年度は代表的な取り組みとして
SENUPH（The South Ethiopia Network of Universities in Public Health）に着目し、そ
の現状を整理し、課題と展望を整理した。SENUPH に見られる工夫として、連携のオーナ
ーシップの明確化、パートナーシップ大学の学術的な文化の相違に対する対応、地元大学
の自立化を阻害しない仕組み、両大学に存在する相互利益などを指摘した。
(4) アフリカ・アジアにおけるインフォーマルな都市化に関する研究（小野悠）
本研究は「インフォーマル市街地におけるパブリックスペースがどのように形成され、
管理・運営されているのか、また、そのようなマネジメント機能がいかなる住民間の社会
的関係性の中で生成・進化してきたのか」という問いを置き、昨年度のナイロビのムクル・
クワ・ンジェンガ地区に続き、本年度はルワンダのキガリ市内西部の斜面地に立地する「ニ
ャカバンダ」と呼ばれる未計画居住地において現地調査を実施した。官製の住民管理組織
「ウムドゥグドゥ」が一定程度自由に使途を決定できる政府予算「ウブデ」の存在や「ウ
ムガンダ」と呼ばれるコミュニティワークの制度化をはじめとする行政の役割の一方で、
コミュニティがリーダーを中心としてそのような予算や制度を活用している状況が見られ
た。また、土地所有者が自己の資産価値を保護・向上させることを意識するなど市場が機
能することで居住環境改善のインセンティブが働いていることも確認した。本年度の研究
を通じて行政・コミュニティ・市場が相互補完的に機能することによる居住環境改善のメ
カニズムを実証的に明らかにした。
(5) アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開に関する研究（志摩憲寿）
本研究は、近代都市計画の限界を克服し得る都市計画のありようを考えるにあたり、ア
ジア・アフリカ地域のインフォーマル市街地における「まちづくり」の事例に着目し、そ
の展開可能性を探ることを目的としている。最終年度にあたる本年度は、研究地域をアフ
リカ地域に限らず、アジア地域、ラテンアメリカ地域にも拡大し、特にこれまでの研究に
おいて焦点を当ててきたインフォーマル市街地のまちづくりと近代都市計画との接点につ
いて論じた。本年度の研究を通じて、近代都市計画上の諸課題が顕在化しているスラムに
おいて、その形成と拡大は近代都市計画の機能不全に依るところが大きいということでも
あり、とりわけ、この機能不全にあたる部分に対しては、弁証法的ながら、根底的には、
近代都市計画の枠組みを外した視点が求められることを長期的な視点として再度確認した。
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4.

最終年度に向けて：インクルーシブな開発に向けた論点
本年度まで継続してきた研究は、ジョモ・ケニヤッタ農工大学や本専攻修了生をはじめ

とする現地協力者との間の良好な関係性の下でこそ実現したことをまずは謝したい。
アフリカ地域におけるインクルーシブな開発の実現に向けた課題は、本テーマの研究員
による研究成果からも読み取れるように極めて重層的に存在しており、それが故に一つ一
つ丁寧に読み解く必要があることが実証的に明らかになってきた。昨年度指摘した「ロー
カル」
「グローバル」という異なるスケールにおけるインクルーシブな開発、欧米主導型の
トップダウン的アプローチの限界とボトムアップ的アプローチの有効性は、本年度の研究
成果にも見えがくれしている。
最後に写真 1 をご覧いただきたい。この写真はジャカルタと東京の密集市街地であるが、
両者は社会経済的背景も異なることから、例えば、経済学的な立場をとるならば両者には
異なるアプローチが求められるだろう。しかしながら、物的環境をみると「密集市街地」
という点で両者には共通する側面が多く、一見すると「対岸の火事」と思われるような課
題にも視点を変えると共通性を見出せる。したがって、
「先進国 vs 途上国」に代表される
構造主義的な見方ではなく、分野横断的に課題を転回することで共通したアプローチが有
効たらしめ得ること再度確認しておきたい。
本テーマにおける研究活動は、アフリカという地域を中心に進めてきたが、持続可能な
開発目標（SDGs）を中心に据えた来年度以降の研究では、これまでの研究活動における分
野横断的な視点をふまえつつ、SDGs に向けた道程をより実践的に描いてゆくこととしたい。

写真 1 課題の共有に向けて：ジャカルタと東京の密集市街地

132

２．研究報告

133

134

2019 年度 国際共生社会研究センター 研究概要

アジア・アフリカ・ラテンアメリカ地域における
「まちづくり」の展開に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）准教授
志摩

憲寿

A Study on Machizukuri-based Urban Planning in Asia, Africa and Latin America
2. 空間的・時間的射程を広げて見たインフォー

1. はじめに
急速な都市化の進むアジア・アフリカ地域では、
多くの場合、旧宗主国に由来する近代都市計画は

マル市街地の問題：スラムの居住環境問題を
中心として

事実上機能不全に陥っており、スラム等のインフ

スラムの居住環境改善策をめぐっては、KIP を

ォーマル市街地の形成と拡大が続いている。しか

嚆矢とするオンサイト型の居住環境改善が進め

しながら、近代都市計画の軛を外してこうしたイ

られ、かつ、それは 1980 年代より活発化する居

ンフォーマル市街地を改めて眺めると、こうした

住運動とも重なり、大きな流れを形成している。

「手づくりのまち」という空間は、家族、生活、

また、マハーラーシュトラ州の PPP を取り入れ

仕事、教育といったコミュニティにおける人々の

た「スラム改善スキーム」に象徴されるような住

生活が現れた空間であり、人々の営み、とりわけ、

宅の市場化も進んでおり、こうした一連の動きの

こうした空間を改善しようとする営みは、フォー

中で政府の役割が弱まったように思われる。しか

マルな市街地において近代都市計画とその基礎

しながら、とりわけ 1990 年代以降、例えば、フ

を成す近代的土地所有権とが想定する「土地所有

ィリピンでは地方政府法（1991 年）
、インドでは

権の確定→都市マスタープランの確定→都市計

第 73 次憲法改正（1992 年）を嚆矢として、世界

画規制の確定→計画・建築許可→開発→居住」と

銀行が「ビックバン」と評するほど急進的であっ

いう一意的かつ単線的なプロセスではなく、まち

たインドネシアの 1999 年地方分権化 2 法をはじ

づくりのプロセスでは、行きつ戻りつを繰り返し

めとして、アジア諸国で進められた地方分権化に

ながら「コミュニティ・ガバナンス」が漸進的に

対応する形で、2000 年代初頭から地方自治体の

展開してゆく。このようなまちづくりのプロセス

役割に期待が寄せられている。例えば、国連ハビ

にこそ、近代都市計画の限界を克服し得る、アジ

タットは「City-Wide Slum Upgrading (CWSU)」

ア・アフリカ地域における都市計画のありようを

として、スラム地区における個別的なプロジェク

1)

見出すことができるのではなかろうか 。

トの繰り返しではなく、自治体全域を対象とした
プログラムとして実施することを強調している。

最終年度にあたる本年度は、研究地域をアフリ
カ地域に限らず、アジア地域、ラテンアメリカ地

ここでは、スラムの居住環境改善策における空間

域にも拡大し、本稿では、特にこれまでの研究に

的・時間的な射程を広げることが求められ、これ

おいて焦点を当ててきたインフォーマル市街地

は既存の諸方策が、多くの場合、スラム地区にお

のまちづくりと近代都市計画との接点について

ける個別的なプロジェクトとして実施されてき

論じることとしたい。

たのに対して、CWSU のようなアプローチは空間
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施設、電気といった基本的なインフラは広く整備

的・時間的に広い視野を必要とする。
それでは、どのような視点が求められるのだろ

されていないことが多く、しばしば上水や電気な

うか。筆者の限られた経験からではあるが論点を

どを「借用する」スラム住民からすると、郊外の

素描してみたい。

スラムでは居住環境の劣悪化を招きかねない。こ

まず第一に、当該国・都市全体の経済成長、す

のあたりを視野に入れつつ動いている国の一つ

なわち、経済全体のパイの拡大、と共に、スラム

はインドネシアであろう。ミレニアム開発目標に

の居住環境も部分的かつ漸進的ではあるが改善

同調しつつ、ジョコ政権下でスラムの居住環境改

され得るということであろう。筆者自身、15 年以

善に力を注ぎ、JICA の支援の下で実施されてい

上通っているインドネシアで、久しぶりに尋ねた

る 「 Regency

カンポンは、おしなべて「綺麗になった」という

Development (RSID)」はインドネシアにおける

印象を受けることが多いし、実際、そこで聞くと、

スラムの居住環境改善策の柱の一つを成してい

近年、居住環境改善事業が実施された訳ではない

る。同事業は大都市郊外と地方都市を対象として、

という声を耳にする。また、例えば、ネパール・

有効な都市計画を策定して戦略的にインフラを

ポカラの中心市街地にほど近いスクオッター地

整備し、スラムの形成と拡大を防ぐことを目的と

区では、大きなインフラ整備事業などは実施され

しており、策定すべき都市計画においては、郊外

てこなかったが、この 20 年の間に居住環境が改

などに新たなスラムが形成されないよう市街地

善され、今では下町的な心地よさすら感じる。

の拡大をコントロールすること、日本で言うとこ

Settlement

Infrastructure

こうしてみると、経済全体のパイの拡大に伴っ

ろの「線引き」を導入しようとしており、既に水

て何が改善され得るのか、まずは分析する必要が

面下で検討が始まっているという。概して、アジ

あるだろう。必定、続く居住環境改善の取り組み

ア・アフリカ・ラテンアメリカ諸国の都市計画は、

は、ここで改善され得ない部分に入ってゆくこと

各国内外の専門家らによって整備と改善の努力

になる。

が重ねられてきたこともあり、
（計画（plan）と実

また、都市全体で見ると、既存のスラムの居住

施（implementation）乖離という問題は別に置く

環境改善ですら満足に達成されていない状況に

としても）制度的にはかなり精緻なものになりつ

あっては、とりわけ自治体は、必然的に既存のス

つあるが、それが災いしてか、むしろ「全体」が

ラムへの対応に追われざるを得ない（但し、経済

見えにくくなっているという側面もある。インド

的な後進地域や農村からの移住者の過渡的な住

ネシアにおいても、土地利用規制の種別はかなり

まいとして、とりわけ経済成長の過程においては、

細かく（しばしば日本よりも細かく）分類されて

低廉な住宅を提供し得るスラムにも一定の役割

はいるものの、そもそも「どこまでを市街地とし

もあることから、全ての既存スラムの居住環境が

て整備してゆくのか？」という点は計画に明示的

直ちに改善されるべきとも論じない）。この前提

に示されていない。線引きをめぐっては日本にお

に立つと、新たなスラムの形成はできる限り抑え

いても厳しい経験があることは事実であるが、こ

ておきたいところであるが、ここでは空間的には、

の経験も活かしつつ、RSID が大きなうねりへと

とりわけ、郊外に焦点を当てることとなろう。実

つながることを期待したい。

際、バンコクでは 1990 年代には既に都心よりも

無論、市街地の拡大をコントロールしたからと

郊外においてスラム地区数や居住人口が増加し

いってスラムの形成に歯止めがかかる訳ではな

ていることが指摘されている。しかしながら、都

い（そもそもコントロールが効く程度は極めて限

市の郊外では、
（ゲイテッド・コミュニティのよう

定的にならざるを得ないかもしれないが）。言う

な限定された市街地を除いては）上下水道や衛生

までもなく形成される市街地が一定の水準を保
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っておかねばならず、アジア諸国の郊外で劣悪な

スラムの形成と拡大の根底的要因の一つである

居住環境の民間による住宅分譲地もみられる。例

都市人口の増加を所与とした状況の中で今後も

えば、カンボジア・プノンペンでは、民間事業者

スラムの居住環境改善に取り組む必要があるが、

や個人による住宅分譲地の多くはインフラ未整

1960 年代より本格化する様々な改善策は、政府・

備のまま手渡されている。スラムということにな

コミュニティ・市場それぞれの役割を強調しつつ

ると言うまでもない状況にあるが、他方では、上

も、例えば、近年盛んに進められているテニュア・

述のような自治体による政策的優先度も考え合

セキュア・アプローチにしても、どのアプローチ

わせると、スラムを含む全ての市街地に対して直

をとっても王道とは言いがたく、したがって、各

ちにインフラをフルスペックで整備することは

スラム地区の現状に即しつつ居住環境の改善に

不可能あり、将来のある時点での整備あるいは漸

取り組んでゆくことが現実的なところであろう。

進的な整備が現実的な落としどころであろう。果

この中で、既存のアプローチに対して空間的・時

たして、このようなインフラの将来的な整備が可

間的に射程を広げたスラムの居住環境改善策は、

能であろうか。ここでは、
（予算の話は別としても）

地方分権化の進むアジア諸国においては、新たな

物理的にも不可能であることを強調しておきた

アプローチとして社会的にも期待が寄せられて

い。スラムがスラムたる所以でもあるのだが、住

いるところでもある。ここでは、経済全体のパイ

宅があまりに密集して建ち並ぶ状況にあっては

の拡大とそれに伴う漸進的居住環境改善を見据

上下水道等の管路を通すことができない住宅が

えつつ、都心をはじめとする既存のスラムにおい

少なからず存在しており、再び日本で言うところ

ては居住環境改善の取り組みを継続する一方で、

の「接道義務」が求められる。但し、将来的なイ

郊外を中心として新たなスラムの形成をいかに

ンフラ整備といっても技術で補える部分もある

抑えるかが課題となり得るが、まずは線引きのよ

かもしれない。しかしながら、基本的なインフラ

うな都市の拡大のコントロールと新たに形成さ

（上下水道や衛生施設）のうち、下水道や衛生施

れる市街地における接道義務の導入が大枠とし

設は技術的に固形化することができるだろうし

て求められるのではなかろうか。

（例えば、料理で用いた廃油を固化する製品も販

但し、第 2 章で描いたようなスラムの居住環境

売されている）
、電気もまた無線化し得るが（例え

改善の方向性は、「人が集まって住むことの弊害

ば、最新の携帯電話の充電器を思い出していただ

を除く」という近代都市計画における第一義的な

きたい）、上水道は将来的にも管路が必要である

課題をなぞっているようにも思われる。つまると

と言い、したがって、将来的にもインフラ整備の

ころ、スラムと呼ばれる市街地は、近代都市計画

ために接道が必要なのである。それでは、何メー

上の諸課題が顕在化している市街地であるとい

トルの道路に接するべきか、その議論はいったん

うことが改めて確認されるが、したがって、スラ

は置くとしても（筆者は技術的にも「居住の尊厳」

ムの形成と拡大は近代都市計画の機能不全に依

という点でも幅員 1 メートルが最低限度であると

るところが大きいということでもある。本稿では、

考えているが）
、この接道義務もまた上述の RSID

この機能不全にあたる部分のうち、とりわけ重要

では導入が検討されている。しかしながら、再び

な視点を描いてきたが、弁証法的な言い方にはな

日本の経験にも厳しさを含んでいることは事実

るが、スラムの居住環境改善に向けて、根底的に

である。

は、近代都市計画の枠組みを外した視点が求めら
れるということにもなろう。この点は長期的な視

3. おわりに

点として付記しておきたい。

アジア・アフリカ・ラテンアメリカ諸都市では、
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最後に 2 枚の写真をご覧いただきたい（写真 1）。

1 枚はジャカルタのカンポン、もう 1 枚は東京の

の問題：空間的・時間的な射程を広げて」
『UED
、

密集市街地である。実のところ、この写真をイン

レポート』
、2019 年夏号、pp.45-52

ドネシアの住宅専門家に見せたところ、下の写真
が東京であることに驚きを見せた。物的環境だけ
をとって見ると両者には多くの類似点が存在し
ているのである。スラムの居住環境改善策がどれ
も王道的アプローチとなり得ないのであれば、
（CWSU をはじめとする今日のアプローチとは
逆行する形であるかもしれないが）改めて物的環
境の改善に柱を置き直し、かつ、アジア諸国のス
ラムの問題は「対岸の火事」的な問題なのではな
く、日本においても見られるアジア共通の問題と
して解いてゆく、いわば「学び合い」であるとい
う認識の下で再構築することが根底的には求め
られるように思われる（前章において「日本の経
験の厳しさ」と書いた意味もここに置いている）
。
本稿における議論はあまりに楽観的であった
かもしれない。筆者が現地調査等で出会った（少
なくとも表面的には）楽観的に見えるスラムに住
まう皆さんから力を得ているのかもしれない。ま
た、本稿の一部は拙稿に加筆したものではあるが、
現地調査を重ねるたびに思うところが異なって
いることも事実である。（再び楽観的になること
をお許しいただけるのならば）スラムの居住環境
改善はまさにプロセスであることの証左なのか
もしれない。引き続き取り組む決意をここに改め
て表して筆を置くこととしたい。
補注
本稿の第 2 章〜第 3 章は文献 2)の内容を加筆・
修正したものである。
参考文献
1) 志摩憲寿・柏崎梢（2015）「『手づくりのまち』
の論理」、城所哲夫・志摩憲寿・柏崎梢（編著）
「アジア・アフリカの都市コミュニティ：
『手
づくりのまち』の形成論理とエンパワメントの
写真 1 ジャカルタと東京の密集市街地

実践」学芸出版社、pp.197-200
2) 志摩憲寿（2019）「アジア諸国におけるスラム
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アフリカにおけるジェンダー役割の変容：
ケニア牧畜社会を事例に
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）准教授
中村

香子

Changes in gender roles in Africa: A case of Kenyan pastoral community
地位が年齢体系に沿って変化することを象徴す

1. 国際社会におけるアフリカ女性

アフリカ社会における女性の地位は、いまま

る儀礼のサイクルが存在することをとおして、人

さに転換の時を迎えている。国連は 2000 年の

びとの時間の感覚が秩序づけられていることも

ミレニアム開発目標を引き継いだ 2015 年の持

報告されている（e.g., Baxter and Almagor 1978）。

続可能な開発目標（SDGs）において「ジェンダ

東アフリカ牧畜社会にみられる年齢体系にお

ー平等の実現」と「女性のエンパワメント」を

いては、共通して、家畜の所有権や処分権、儀

より鮮明に掲げているし、アフリカ連合（AU）

礼の執行権などといった、政治的・経済的・宗

も 2010～20 年を「アフリカ女性の 10 年」と位

教的な権威が男性に集中していることから、こ

置づけ、女性の地位向上に関するさまざまな取

れらの社会は、厳格な家父長制をもつといわれ

り組みを強力に推進してきた。アフリカ女性は

てきた。

いまや地球規模で展開される開発実践の中心

しかしながら、現在、政治的・経済的なグロー

に位置づけられていると言えるだろう。

バル化の進行にともなって、東アフリカの諸社会
の年齢体系は大きく変容している（e.g., Kurimoto

2．現在の研究の背景と目的

and Simonse 1998）
。たとえば、東アフリカの植民

（1） 東アフリカ牧畜社会と年齢体系

地化とそれからの独立の過程で、年齢体系が消失

本研究が対象とするのは、ケニア共和国北中

または形骸化したという報告は多い。これは、従

部に居住する牧畜民サンブルの社会である。東

来は年齢体系によって担われてきた政治的な機

アフリカにはいくつもの牧畜社会があるが、こ

能が、国家の司法や行政、あるいは警察や軍隊に

れらの社会には「年齢体系」とよばれる、性と

よって代替されるようになったことと無縁では

年齢により人々をいくつかのカテゴリーに分

ない。あるいは、学校教育や現金経済の浸透にと

け、それぞれに明確な社会的役割と規範をあた

もなって、高学歴の者や経済的な成功者が、従来

えるシステムがあり、多くの人類学的な研究の

は年齢体系のもとでつよい力を維持してきた長

蓄積がある。それぞれの社会は独自に固有の年

老たちの地位をおびやかすようにもなった。しか

齢 体 系 を 発 達 さ せ て き た （ e.g., Stewart 1977,

しまた、それとは逆に、民族対立や内戦という背

Bernardi 1985）
。年齢体系は、人びとの社会関係を

景のもとで、年齢体系があたらしい意味をおびて

調整し構造化するだけではなく、個々人の人生観

強化されているという報告もある（e.g., Simonse

や 世 界 観 を 規 定 す る も の と な っ て い る （ e.g.,

and Kurimoto 1998）
。

Gulliver 1968）
。そしてまた、一定の期間を経るご

本研究の調査対象社会であるサンブルは、マサ

とに新しい年齢組が形成され、人びとの社会的な

イと並んで、東アフリカ牧畜社会のなかでも特に
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強く年齢体系を維持しているといわれている社

しておく。サンブルの年齢体系は、男性を「少年」

会のひとつである。年齢体系を基盤とした男女の

「モラン」
「長老」という三つの階梯に分ける。
「少

役割分担と行動規範は明確であり、その意味では、

年」とは誕生から割礼までを、
「モラン」とは割礼

「ジェンダー不平等」が社会・文化の構造に強

から結婚までを、そして「長老」とはすべての既

固に埋め込まれ、それを徹底して貫いてきた社

婚男性を指す（図１）。男性は、割礼を経てモラン

会であるといえる。当然のことながら、年齢体系

となると同時に年齢組に加入する。モラン階梯は

を基盤とした価値観は、男性のみならず女性にも

ひとつの年齢組から、長老階梯は複数の年齢組か

広く共有されている。こうした社会において「女

らなっており、約 15 年に一度の新しい年齢組の

性の開発」や「ジェンダー平等」を目指す動き

発足によって、それまでモラン階梯にあった年齢

はどのように展開しているのだろうか。本研究

組は、長老階梯へと移行する。2019 年には、新し

はジェンダー役割の変容の動態の解明を目的

い年齢組を組織する割礼が開始されたことによ

とする。

って、2005 年よりモラン階梯にあったキシャミ年
齢組は長老階梯へと進んだ。これにより長老階梯

（2） 国内外の研究動向と本研究の位置づけ

は年長順にメクリ年齢組（ほぼ消滅）
、キマニキ年

ジェンダー平等を目指す国際協力は、1975 年

齢組、キチリ年齢組、クロロ年齢組、モーリ年齢

に開催された第一回世界女性会議以来、「女性

組に加えてキシャミ年齢組となった。新しいモラ

と開発（Women and Development ）
」
「開発に

ンの年齢組の名前はまだ確定していないが、「モ

おける女性（Women in Development）
」
「ジェ

ムシ年齢組」という名前が調査時点で力をもって

ンダーと開発（Gender and Development）
」な

いた。

ど、さまざまなアプローチをとりながら進展し
てきた。これらのアプローチはいずれも、開発
途上国の女性を「伝統的で不平等なジェンダー
役割を強制されている可哀そうな犠牲者」とみ
なし、個々の文脈を理解しようとせずに、画一
的な処方箋によってその地位向上を目指して
きた。しかし近年、こうしたアプローチの課題
や限界が論じられ、女性の多様性や主体性、あ
るいはローカル社会の流動性に着目した研究
の必要性が指摘されている。アフリカでは、エ
チオピアにおける社会変化とジェンダーに関
する民族誌的な研究（石原編 2016）や、タンザ

少年がモランになる年齢はまちまちである。早

ニアにおける女性の土地所有とエンパワメン

いひとは 10 代前半、遅いひとは 20 代の前半で、

トを検討し、新たな実践的アプローチを提出し

多くの場合は 10 代の後半で割礼を受け、誰もが

た研究（田中 2016）などが同じ方向性をもっ

モランとなる。そして、新しい年齢組が組織され

ており、本研究もこうした流れのなかに位置付

ると同時に、これまでのモランの年齢組の成員は、

けることができる。

年齢組としてのまとまりを維持したまま、ほぼ同
時期に結婚して長老階梯へと移行する。
一方、女性の人生は、結婚と同時におこなわれ

（2） 調査対象社会

る割礼によって未婚時代と既婚時代のふたつに

ここで、サンブル社会における年齢体系を概観
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大きくわけられる。10 歳をすぎて性成熟に達する

る。今回の調査では、今後の研究のベースとなる

前後の未婚の娘たちは､家事におおきく貢献し、

基礎的なデータの取得を集中的に実施した。主と

おもにヤギの放牧もおこなう。また、結婚前に割

して既婚女性とその夫に対して、対面インタビュ

礼を受ける女性も存在する。割礼前の娘をンティ

ーにより、①夫の年齢組（世代）、②女性と夫の所

ト（ntito）というのに対して、割礼しているが未

属クラン、③女性と夫の学校教育レベル、④女性

婚の娘をスルメレイ（surmelei）と呼ぶ。娘の結婚

と夫の宗教、⑤女性と夫の開発プロジェクトへの

の時期と相手は、父親が決定し、娘には一切の選

関与経験、⑥居住地域、⑦世帯の生業の複合状態、

択権・発言権は与えられていない、いわゆる「強

③配偶者選択のプロセスと結婚の形態（許嫁婚

制婚」である。近年では、従来は例外的存在であ

（強制婚）
・連れ去り婚・恋愛結婚など）について

ったスルメレイが増加する傾向がみられる。スル

の聞き取り調査を実施した。
詳細な分析は、今後も調査を継続して基礎的な

メレイは一般的に、学校教育を受けている娘が多
く、結婚年齢がンティトよりも高い傾向がある。

データをさらに増やした後に実施するが、インタ

結婚後、20 年近くたち、長男が割礼を受けてモ

ビューを含めたこれまでの調査の結果からは、牧

ランになると、女性は、息子を含むモランたちが

畜以外の仕事をとおして、女性も現金収入を得る

寝るための空間（ルワット）のある大きめの家に

機会が増えていることなどを背景に、夫妻の関係

作り替える。また、息子が一人前のモランとなる

が変わりつつあることが明らかになった。この傾

儀礼（lmuget le nkarna「名前のルムゲット儀礼」
）

向は、学校教育を受け、教員、地方政府や NGO 職

を経ると、女性は右の耳につける耳飾りを、夫が

員といった給与所得のある職業に妻が就いてい

いる女性をあらわす長い鎖から、モランの息子が

る場合は顕著だが、そうでない場合でも、妻はさ

いることを示す長いビーズの飾りに変える。女性

まざまな形で小商いを行って小規模ながら現金

がモランのルワットのある家を建てると、彼女は

獲得を試みているケースが少なからず存在して

夫との関係よりも息子と息子のエイジ・メイト

おり、こうした場合も、家計に関する妻の発言権・

（同一年齢組の成員）であるモランとの関係をつ

決定権の拡大傾向がみられた。それは、対面イン

よめていく。モランのルワットがあり、モランの

タビューの対象者のひとり、キマニキ年齢組の長

たまり場となる妻の家は、夫にとっては居心地の

老（推定 75 才）の以下の発言に象徴される。
「か

よい空間ではない。このために多くの夫は、婚資

つてと比べると、サンブルの男性と女性の関係は

となる家畜が調達できさえすれば、この頃には 2

どんなふうに変わりましたか」という私の問いか

人目の妻を求め、この新妻の家で寝起きするケー

けに対して、彼は以下のように答えた。

スが多くみられる。こうして女性は息子の割礼を

「今、女たちの力は 10 倍だ。昔からサンブル

機会に子供を産むことから引退し、女性の既婚時

の女たちは力をもっていた。しかし、それはすべ

代はゆるやかに年少期から年長期へと移行する

て陰でのことだった。女が表だってリーダーにな

（中村 2011）
。

るなんてことは、あり得なかった。耳では聞いた
ことがあった。白人には『ジーン』（”Queen（女
王）”を指している）というものがあると。それが

3．近年の変容
近年のサンブル社会は、急激な人口増加と干ば

サンブルにもやってきた。いまや『ジェンダー・

つによる家畜の減少、学校教育の普及、現金経済

イクオリティ』だらけだ。たとえば今日はマーケ

の浸透などを背景に、社会が急激に変化しており、

ットがたつ日だ。私の妻、彼（その場にいた同じ

年齢体系を基盤にして統一・維持されてきた人々

くキマニキ年齢組の長老）の妻、こいつ（＝その

の価値体系は大きく変容しながら多様化してい

場にいた私の調査助手、モーリ年齢組）の妻はそ
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ろってカネをもってでかけ、好きにカネを使って

性を分析することをとおして、サンブル社会にお

帰ってくる。私たちはおそるおそる何を買ったの

けるジェンダー役割の変容と自助グループの関

かと尋ねるかもしれないが、本当のことはわかり

連性を明らかにしていく。

っこない。われわれ全員、妻の支配下だ！」
この発言の後、発言者を含む男性 3 人は大笑い
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1. これまでの研究
本研究は、アフリカと北欧の高等教育機関によ

2017b）
。こうした人口増加が将来にかけて見込

る教育研究パートナーシップが、アフリカの高等

まれる中で、国民生活の質的向上に向けて公衆

教育機関の教育研究の発展に対してどのように

衛生の改善がエチオピアにおける喫緊の課題と

寄与しているのかについて明らかにすることを

なっている（CMHS, 2015）
。

目的としている。2019 年度は、エチオピアとノル

公衆衛生の改善に向けては、インフラ整備や

ウェーの高等教育機関によるパートナーシップ

衛生教育の充実化など求められる取り組みは多

の 一 例 で あ る The South Ethiopia Network of

岐に渡る。その中で、南エチオピア地方では高

Universities in Public Health (SENUPH)について調

度人材不足への対策が取り組み事項の 1 つとな

査研究をおこなった。

っている。その実現に向けて、エチオピア国内
の高等教育機関に対する人材育成ニーズが高ま

2．現在の研究の進捗

っているが、自助努力だけで人材育成をおこな

（1） 背景と目的

うことが難しい現状がある（CMHS, 2015）
。その

2017 年に国際連合が発表した「世界人口予測

ため、外国の高等教育機関との連携を通じて課

2017 年改定版」によると、現在約 76 億人の世界

題解決に向けて取り組んでいくことが 1 つの手

人口は 2050 年には約 98 億人に増加し、2100 年

段として期待されている。

には約 112 億人に達すると予測されている

その事例として、ノルウェーの高等教育機関

（Population Division of the Department of

とのパートナーシップがあげられる。ノルウェ

Economic and Social Affairs, United Nations,

ー政府は外務省直轄の Norad（the Norwegian

2017a）
。また、2017 年から 2050 年までの世界人

Agency for Development Cooperation）を通じて、

口増加数の約 50 パーセントは、エチオピア、ナ

20 世紀後半から発展途上国に対する開発支援を

イジェリア、コンゴ民主共和国、タンザニア、

おこなっている。その中で、SENUPH は、2012

ウガンダ、インド、パキスタン、インドネシ

年に施行された NORHED (the Norwegian

ア、アメリカ合衆国の 9 カ国に起因すると予測

Programme for Capacity Development in Higher

されている。エチオピアではすでに急激な人口

Education and Research for Development)に採択さ

増加が見られており、例えば 2000 年から 2015

れている。図１に NORHED の概要を示している

年にかけて 6,650 万人から 9,987 万人に急増して

が、その主な特徴として次の 3 点があげられ

いる。
（Population Division of the Department of

る。第一に、支援対象領域として、教育・人材
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1

育成、衛生、天然資源管理・気候変動・環境、

ートナーシップである。同地方には、約50の民

民主的・経済的ガバナンス、人文・文化・メデ

族からなる約1,600万人の人口がいる。近年は地

ィア・コミュニケーション、南スーダンの開発

球温暖化の影響がありマラリアなど感染症リス

支援の 6 領域があり、このいずれかに関連する

クが高まっている地域だといわれている

高等教育機関の連携に対して助成している。第

（CMHS, 2015）。生活インフラ整備の遅れや公

二に、6 領域全てに共通して、ジェンダー格差の

衆衛生に関する知識や情報が民族によっては十

改善への取り組みが必須事項とされている。第

分に浸透していないこともあり、合計特殊出生

三に、助成期間中の一過性の連携でなく、2030

率が高い一方で、早産や新生児死亡、小児栄養

年までの中期的な効果と 2050 年までの長期的な

失調が深刻な問題となっている（CMHS,

効果を見据えた連携を推奨しており、採択プロ

2015）。こうした現状を受け、SENUPHでは現地

グラムの継続性が重視されている。

での公衆衛生の改善に取り組む高度人材の育成

2012 年度の施行後、計 50 プロジェクトに対し

のため主に以下の取り組みを掲げている。

て総額 7.56 億ノルウェー・クローネ（約 98.28
億円（1 ノルウェー・クロネ 13 円で換算）が拠

① 南エチオピア地方の公衆衛生学に関する修

出されている（Jávorka et. al., 2018）
。その中の１

士課程・博士課程教育プログラムの質的・

つが SENUPH であり、1,550 万ノルウェー・クロ

量的改善

ーネ（約 1.95 億円）の助成を受けている

② 博士課程における指導教員の養成

（Norad, 2015a）
。

③ 修士課程・博士課程における女子学生の増

図１：NORHED の概要

加
④ 南エチオピア地方の大学間ネットワーク形
成による教育・研究の国内連携の促進およ
び研究成果の公的機関への共有
この 4 点の達成に向けて、SENUPH でパート
ナーシップを組む 5 大学において有機的な役割
分担が企図されている。まず、ハワッサ大学医
学・健康科学部を教育研究の拠点としてベルゲ
ン大学医歯学部との共同博士課程を設置し、ベ
ルゲン大学がハワッサ大学の教育・研究力の向
上に向けて直接的に連携する。また、ディラ大
学に生殖健康学（Reproductive Health）、ウォライ

出典：Norad (2015b)を基に筆者作成

タソド大学に栄養学（Human Nutrition）、アルバ
ミンチ大学に医療昆虫学（Medical Entomology

（2） 対象地域・プログラム概要

and Vector Control）の修士課程を設置し、各大学

SENUPHは、ノルウェーのベルゲン大学
（University of Bergen）、南エチオピア地方のハ

の修士課程を修了した学生がハワッサ大学の博

ワッサ大学（Hawassa University）、ディラ大学

士課程に進学できる仕組みをつくることで、南

（Dilla University）、ウォライタソド大学

エチオピア地方において自立的に公衆衛生分野

（Wolaita Sodo University）、アルバミンチ大学

の高度人材を育成するためのネットワークを形

（Arba Minch University）の5大学間の教育研究パ

成する。なお、上記 3 大学の修士課程における
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専門分野の選定にあたっては、公衆衛生分野の

ンである南エチオピア地方における公衆衛生分

中でも現地で優先度の高い分野を選んでおり、

野の高度人材を育成するための教育・研究活動

現地の状況を反映した教育・研究をおこなう狙

を 4 大学が主体的におこなっている状態を意味

いがある。また、SENUPH で蓄積された研究成

する。例えば、共同博士課程プログラムについ

果は、南エチオピア地方の地域保健局と共有す

ては、その運営を全てハワッサ大学のみでおこ

ることで、公衆衛生の現場で活用することも視

なう状態を示している。
第二に、パートナーシップを組む当事者の学

野に入れられている。

術的な文化の違いを認識して、その対応策を講
3．結果

じている点である。先進国と発展途上国の大学

本調査から、教育研究パートナーシップにお

間連携においては、先進国の大学に教育・研究

いては、当事者である大学関係者や学生などの

の先端的な知識や経験が蓄積されていることが

ステークホルダーに対して恩恵をもたらすだけ

相対的に多く、発展途上国の大学に対する支援

でなく、その恩恵を周辺領域に広く行き渡らせ

を行う場合には先進国の制度やプログラムを発

ることの重要性が示唆される。SENUPH の最大

展途上国に移植するアプローチが選択される場

の特徴は、支援をする側と支援を受ける側でパ

合がある。しかし、移植元と移植先の文化的背

ートナーシップによる効果が完結するのではな

景の違いなどを考慮しない移植が想定通り機能

く、支援を受けた大学が将来的にはその地域の

しないケースは教育借用の先行研究でも指摘さ

教育・研究における中心的存在となって支援効

れている。この点において、この共同博士課程

果を周辺に波及させ、南エチオピア地方の教

プログラムでは両大学の教育に対する理念、学

育・研究の自立化を実現させることにある。そ

生と教員の関係性、研究者育成システムの 3 点

の具体的な計画として、共同博士課程プログラ

における違いを踏まえて、お互いにとって望ま

ムを通じてベルゲン大学から教育・研究支援を

しいプログラムを設計するため入念な議論を重

受けたハワッサ大学が地域の 3 大学と連携する

ねており、その結果が教育課程に反映されてい

とともに、研究成果の地域社会への還元、女子

る。異なる文化的背景を有する大学間がパート

学生のエンパワーメントを実現する。そして、

ナーシップを模索する際には、パートナーシッ

将来的には南エチオピア地方の公衆衛生問題の

プの糸口となる共通部分に注目するだけでな

改善に取り組む高度人材の育成を域内の大学間

く、差異に対する意識を持ち、その対応策に取

で自立的におこなう枠組みを実現させることを

り組むことが必要だといえよう。

目指していく。教育研究パートナーシップの中

第三に、パートナーシップが南エチオピア 4

には、連携すること自体に意味を見出す場合も

大学の自立化を阻害しない仕組みづくりが検討

あるが、SENUPH は連携する目的・目標を具体

されている点である。例えば、パートナーシッ

的に設定する重要性を説いているといえよう。

プによる支援がプログラム運営そのものを対象

これを実現させるため、SENUPH では次の 4

とする場合は、支援が運営継続の根幹となり自

点の工夫をおこなっている。第一に、ベルゲン

立化につながらない場合がある。これを踏ま

大学はハワッサ大学をはじめとする連携 4 大学

え、ベルゲン大学はカリキュラムの開発、研究

の教育・研究活動の将来的な自立化を支援する

活動の資金、研究資材の購入、学会開催、学生

立場であり、連携のオーナーシップはあくまで

への奨学金など教育・研究の充実化に関する内

も 4 大学にあることを明確にしている点であ

容への支援に特化し、教員人件費や校舎建設な

る。ここでいう自立化は、SENUPH のミッショ

どの大規模なインフラ整備には支援していな
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1) College of Medicine and Health Sciences of the

い。この背景には、ベルゲン大学のこれまでの
経験から、教員や大学への直接的な支援は時に

School of Public and Environmental Health at

政治的な側面が強くなり、自立化を阻害する要

Hawassa University (CMHS). (2015). A Joint

因になる可能性があることを踏まえての対応と

Doctor of Philosophy (PhD) degree (in Public

のことである。

Health) with the University of Bergen, Norway
Study Curriculum. Hawassa, Ethiopia: Hawassa

最後に、両大学に相互利益が存在しているこ

University and University of Bergen.

とである。高等教育パートナーシップの中に
は、支援対象国や支援対象分野が政府により指

2) Jávorka, Z., Allinson, R., Varnai, P. & Wain, M.

定された助成プログラムを受けており、支援を

(2018). Mid-term Review of the Norwegian

する側はある意味で政府の外交的意図を汲んだ

Programme for Capacity Development in Higher

支援を行なっている場合がある。この場合、当

Education and Research for Development

事者である大学にとっては連携により生み出さ

(NORHED). Norad Collected Reviews 03/2018.

れる利益よりも負担が大きくなり、支援をする

Technopolis Group.
3) Norad. (2015a). Universities to improve maternal

側と支援を受ける側で取り組みに対する温度差
が生じることがあり得る。SENUPH ではパート

health. Retrieved February 1, 2019 from

ナーシップを組む当事者間で生み出させる相互

https://norad.no/en/front/funding/norhed/projects/

利益が認識されている。具体的には、ハワッサ

south-ethiopian-network-of-universities-in-public-

大学にとっては博士課程プログラムの設置、デ

health-senuph/
4) Norad. (2015b). A Presentation of NORHED.

ィラ大学、ウォライタソド大学、アルバミンチ
大学については修士課程プログラムの設置が可

Oslo, Norway: The Norwegian Programme for

能となり、大学としての短期的な利益が明確な

Capacity Development in Higher Education and

上、長期的には地域の公衆衛生問題の改善に取

Research for Development (Norad).

り組む高度人材の育成を域内の大学で自立的に

5) Population Division of the Department of

おこなう枠組みの構築に寄与できる。ベルゲン

Economic and Social Affairs, United Nations.

大学にとっても、南エチオピア地方の公衆衛生

(2017a). World Population Prospects: The 2017

分野の教育・研究活動におけるプレゼンスの向

Revision, Key Findings and Advance Tables.

上や、現地政府、教育・研究関係者や次世代を

Working Paper No. ESA/P/WP/248. New York,

担う学生とのネットワーク強化につながること

NY: United Nations.
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が大きな魅力となっている。こうした理念的だ
けではなく実質的な相互利益の構築が連携を機
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能させるために重要であるといえよう。
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４．今後の計画

2019 from

2020 年度に SENUPH による学位プログラムを
終了する一期生が輩出される見込みである。今後

https://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/Files/1_Indicat

は、人材育成の成果に注目して引き続き調査を続
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原子力災害の復興政策に関する研究―福島事故とチェルノブイリ事故
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
藤本

典嗣

The Reconstruction policy for nuclear power explosion disaster
しかし、各種市民団体（NGO 団体 JANIC など

1. これまでの研究

他）による強力な実践面の要望も反映され、

藤本（2015,2017）では、自然災害・人工災害
にかかわらず、１国の空間スケールで見た場合

2015 年の国連防災世界会議における「仙台防災

には、災害復興政策には、政府・民間企業の予

枠組」で、原子力発電所事故は、「人工災害」

算制約が影響を与えることを、大規模震災を対

として位置づけられた。

象に明らかにしてきた。なかでも、損害賠償の

先進諸国では、大方の国に置いて、脱原発の

支出をともなう避難区域の設定は、その地理的

動きが加速し、再生可能エネルギーへの転換が

範囲ではなく、その区域内に居住する住民や事

進展している。しかし、中進国・途上国で原子

業所に対する諸賠償が、政府・民間企業の予算

力発電所の建設・立地が進んでいる（例：エジ

制約内に収まるように設定されてきた。福島原

プトなど）ことからも、原子力発電所の事故後

子力発電所事故が典型例である。これに対し、

の対策や復興政策を分析することの意義は、む

各種要因により、大量の避難者を発生させるこ

しろ重要性を増していると考えられる。

とが予算の制約に十分に収めることができる
（2） 対象地域

国・地域においては、その予算規模により、よ
り地理的に広域かつ多くの避難者を出すように

既に事故が起こったチェルノブイリ（ウクラ

避難区域が設定される。

イナ）、福島（日本）と、これから原子力発電
所が建設させる予定のエジプトを対象とし、前

2．現在の研究の進捗

２者に関しては、事故後の復興状況や復興政策

（1） 背景と目的

に焦点を当て、後者は、建設の進捗状況と地域
経済的課題について、明らかにしていく。

原子力災害は、レベル７に達したのは、福

その際の、避難区域、復興予算をキーワード

島・チェルノブイリ事故の２事例のみであり、
地震・津波・洪水・台風（ハリケーン）・干ば

としてチェルノブイリと福島を対比させてい

つなど頻度の高い災害と比較すると、例外・特

く。エジプトに関しては、建設中の El Dabaa 原

殊な災害である。東日本大震災で地震・津波の

子力発電所の建設進捗状況の報告をおこなう。

被害にあった地域の復興政策の研究数に比べ、
福島事故の研究数が少ないこと（地域経済学・

3．学会報告と現地調査

経済地理学などの地域分析領域）から、事故後

（１）第 42 回日本計画行政学会での報告－原子

の、復興政策・復興手法については、一般的な

力災害からの復興政策と課題

災害に比べて、原発事故の復興過程の分析が十

毎年 9 月上旬の開催が恒例である日本計画行

分におこなわれてきたとは、言い難い。

政学会の、第 42 回にあたる全国大会が、徳島文
理大学（徳島市）にて、「地方創生大競争時代
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出所：復興庁、東電の資料を元に作成。

と計画行政」をテーマとして、2019 年 9 月に開
催された。この大会で、藤本をコーディネータ
ーとして、4 名のパネリスト（川崎興太准教授‹

（２）チェルノブイリ原発（ウクライナ）の石

福島大学›・天野和彦特任教授‹福島大学›・瀬戸

棺プロジェクトの現状

真之特任教授‹福島大学›）によるワークショッ

福島原子力発電所の爆発事故は、約 9 年

プ（以下 WS）をおこなった。テーマは、「福島

（2020 年 2 月時点）が経過したにもかかわら

原子力災害からの復興政策と課題―8 年を経過し

ず、その前途はみえていない。福島の場合は、

て」で、同学会が学的で多岐な分析対象や分析

東電から強制避難者に賠償支払い責任が生じる

枠組みを包摂するという学際的な特色をもつこ

避難区域(exclusion zone)をできるだけ縮小さ

とに合致するように、分野横断的に、地域経

せている（原発から 20km 圏内が該当）。また、

済・都市地域計画・行政の実践・地理学の研究

チェルノブイリ事故では避難区域となった空間

者により WS が構成された。学際的に、4 名がそ

線量が年間 5-20mSV 以下の地域は避難区域とは

れぞれの視角から、原子力災害の特殊性・一般

してない（原発から 20-80km 圏内が主に該

性について、調査内容を発表した。その中で、

当）。かわりに、地表面の放射性物質を水・空

藤本は、経済地理の視角から、除染をはじめと

気噴射により集め、それを別の地域に移動させ

した復興政策の、地域経済への影響について、

る「除染（de-contamination, clean-up）」の

建設業への波及とその実態や課題点について報

手法、すなわち、除染に、復興予算という経済

告をした。他３名も、同様に、復興政策につい

資源を最大限に投入する「除染集約型復興政

て報告したが、いずれの政策においても、経済

策」により、20km 圏における避難区域縮小、20-

的な要因が影響を与え、行政・加害型企業の予

80km 圏における避難の回避が、行われているこ

算制約を起因として、避難を回避し、代替とし

とは間違いない。

て安価な除染に、復興予算や関連の資源を集中

除染を中心とした復興政策がおこなわれてい

的に投入する「除染集約型復興政策」が、2011

るにもかかわらず、「除染によりフレコンバッ

年から一貫して継続し、その点で、変化がない

グに詰められた放射性物質の最終貯蔵場はどう

ことからも、復興政策は 8 年を経過した 2019 年

するのか」「5-20mSV の区域に居住する住民の避

でも「除染集約型」と定義することができる

難はどうするのか」「崩壊した原子力発電所の

（図１）。

建屋はどうするのか」「汚染水の処理はどうす
るのか」などの課題をはじめ、前途は多難であ
る。
これに対して、チェルノブイリ事故の復興政
策は事故から、約 33 年が経過した現在では、非
常にクリアで、「避難区域の明確化」「原子炉
を石棺で覆い、放射性物質の大気への放出を少
なくする」に代表されるように、福島と対比し
て、明確なビジョンを打ち出している。避難区
域に関しては、放射性物質が、ウクライナ では
なく主にベラルーシ側に飛散したことから、ベ
ラルーシの方が参考になるが、一般に病院のレ
ントゲン室の年間空間線量の上限とされる 5mS V

図１ 除染、復興予算、東電賠償の推移
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以上の地域は、そこの住民については移住の権

定着した産業を、国内で育成・生産を原則とし

利を認めている。これに対して、日本は、その

て定着させていく方針が主に打ち出されてき

４倍の数値である 20mSV 以上の地域でなければ

た。この戦後の高度経済成長に影響を与えた産

避難の権利は認められず、また、5-20mSV の地域

業政策の一環として、原子力発電所も、国内寡

については、一部除染をおこなうということ以

占企業による建設・立地が進み、現在でも寡占

外に、どのようにするのかのビジョンは示され

企業が原子力発電所の運営に携わっている。
高度経済成長期から 1990 年台前半まで、フル

ていない（表１）。

セット型産業構造のままで、国民経済規模は大
ベラルーシ
空間線量 (mSv/y)

避難の権利

日本
空間線量 (mSv/y)

きくなり、また、国民一人当たりの所得水準は
避難の権利

1mSv未満

なし

1mSv未満

なし

1m - 5mSv

移住権利区域

1m - 5mSv

なし 一部除染

5mSv以上

移住対象区域 ５m - ２０mSv
Territories adjacent
to the
NPP(including 30km
２０mSv以上
zone) population
evacuated

増加した。内需主導型の経済成長であったた
め、その分、国民経済に占める輸入・輸出比率
や国際援助比率は高くない。

なし 一部除染

結果として、一旦、原子力発電所をはじめと
した、事故・災害が起こり、それに対する被害

避難区域

額・賠償額が巨額にのぼる場合、それを援助で
きるだけの国民経済規模がある国は限られる。

表１ 原子力災害における避難区域設定

また、2000 年代以降は、一人当たり所得水準が

出所：藤本（2015）

日本より高い国・地域は、増えていったが、そ
れらの国・地域の国民経済規模は、日本よりも

なぜ、日本が、避難区域を狭くさせ、ウクラ

小さい場合が大半である（例、シンガポール、

イナ・ベラルーシ・ロシアが避難区域を広く

香港、マカオ、カタールなど）。

し、また、避難者を多く出したかは、「社会主

その中で、約 8 万人という、相対的に少ない

義（計画経済）と民主主義（市場経済）」「土

強制避難者に対する賠償を電力会社が支払うだ

地が広いか狭いか」「交通網の整備状況」「コ

けでも、年間約 1.5 兆円の賠償が発生する（図

ミュニティの結束力の強弱」ではない（藤本、

１）。しかし、除染により強制避難者を縮小

2015）。これらの社会・文化・自然的な要因か

し、チェルノブイリ事故の基準では避難区域と

ら、避難区域の設定における国・地域的差異に

なった地域（5-20mSV の地域）は、避難ではな

ついての証明は極めて困難である。

く、除染をおこなうことにより、その費用は

なぜ、チェルノブイリ事故では 5mSV 以上の地

「避難者に伴う賠償支払（電力会社の支出）」

域を避難区域として、除染をおこなわずに、プ

の約 13 分の１に収めることができる。このよう

リチャピをはじめとした都市を放棄して、別の

な、国・企業の予算制約という、経済・財政的

地域に住民を移住させるという明確な政策を打

な要因により、対象となる避難者数が設定さ

ち出したのかは、「国民経済規模」「一人当た

れ、その投影として、避難者が分布している地

り所得水準」か、チェルノブイリ事故と福島事

域が避難区域として決定される。

故の差異を説明する際の要因として、最も証明

対照的に、国内の政府・企業支出に限られる

が可能なものである。

という予算制約の条件が弱く、海外からの国際

日本の場合、国民経済規模が大きく、「フル

援助が、その国民経済規模の小ささ、一人当た

セット型産業構造」とも形容されてきたよう

りの所得水準の低さから、復旧・復興政策に占

に、戦後の産業政策において、欧米で先行して
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める支出に大きくなっているのがウクライナ で
表２ 石棺プロジェクトの上位支出国

ある。
予算支出元に限定すれば、国際援助依存型の
復興政策が、チェルノブイリ事故がおこなわれ
てきた。空間線量が高いプリピャチ市やチェル
ノブイリ原子力発電所立地地区では除染ではな
く居住をやめ都市そのものを放棄し、代替都市
であるスラブチチ市をはじめとした、原発から
半径 30km 圏外への移住・移転を促進してきた。
居住が禁止され街そのものが放棄されたチェ
ルノブイリ原子力発電所は、
「石棺プロジェクト」
の対策がとられた。放射性物質の飛散や放射能漏
れを抑えるために、事故にあった原子炉やそれを
囲む建物を、さらに石棺により覆うというプロジ
ェクトであり、2006 年から開始され、ほぼ完成形
態に近づいた。また、この石棺は、徐々に老朽化
しているので、さらに、それを鋼鉄製シェルター
で覆うプロジェクトおこなわれた。が資金拠出す

（Contributors）

る。プロジェクトの、資金支出の主体は、チェル
ノブイリシェルター基金（CSF:The Chernobyl

出所：チェルノブイリ原発の掲示資料より

Shelter Fund）が、シェルター構築計画（SIP：

（2019 年 11 月 25 日掲示分）

Shelter Implementation Plan）に基づいておこ
なうが、旧社会主義圏の市場経済への移行を金銭

（３）途上国における原子力発電所建設―エジ

的に支援する欧州復興開発銀行（EBRD）が基金集

プト El Dabaa 原子力発電所の事例

めの中心的な役割を担ったことからも、明らかに

先進国では、脱原発・脱化石燃料と再生可能エ

ように、復興予算の支出元は国際援助である（表

ネルギーの普及が、一般的な傾向となっている。

２）。なお、EBRD の各プロジェクトは、SDGs を達

中進国・途上国もこの傾向が基調であるものの、

成するように取り組まれている。

個別事例として、原発の新規立地が計画されてい

1999 年まで、2019 年までの国・地域別支出状

る国もある。急激な人口増加に対応した集中型の

況が示されているが、2019 年でも最大の支出元

発電・供給、先進国での販路が縮小する中で途上

は EU であり、4.3 億ユーロで、全体の 26.7%と

国に活路を見出そうとする多国籍電力会社の進

なっている。１億ユーロ以上の支出は、第２の

出、豊富なウランの埋蔵（アフリカで世界の約 5

米国（3.0 億ユーロ、18.8%）、第３位のフラン

分の１）などの複合的な要因が重なり、アフリカ

ス（1.1 億ユーロ、7.１％）、第４位ドイツ

でも原発建設が予定されている国がある。

（1.0 億ユーロ、6.7%）と、諸外国が続き、国内

現在では南アフリカのみに原発が立地してい

として第５位にようやくウクライナ（1.0 億ユー

るが、続いて、エジプトで、地中海に面しアレキ

ロ、6.5%）が出てくる。日本は、第７位で、

サンドリア市から西に約 120km 離れた小都市であ

8,379 万ユーロの支出で全体に占める割合は、

るダバ(Dabaa)で、原子力発電所の建設が進めら

5.2%である。

れている。
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原子炉の供給元はロシアであり、2017 年末にロ

アンケートなどにより実態を解明していき、さ

シアとエジプトの間で、建設に関わる契約が締結

らにその解決策など、実践的な復興手段につい

され、建設費用の 85％程度（約 250 億ドル）は、

ての提言もおこなう（表２）。

ロシアによる融資である。原子炉数は４基が予定
表２ 現地調査の概要

され、周辺の用地買収も進んでいる（写真１、２）
。
ロシアから 4 基の原子力発電所建設にかかる費用
の 85%におよぶ 250 億ドルの融資を受けることに

第1回

調査時期

調査内容

2019 年 11 月

チェルノブイリ原子

なっており、１号機の運転開始は 2026 年が予定

力発電所調査（ウク

されている。

ラナイ）
第2回

2019 年 11 月

エルダダ原子力発電
所建設予定地調査
（エジプト）

第3回

2020 年 3 月

福島原子力発電所現
地調査

第4回

2020 年 8 月

電子端末による被災

第5回

2020 年 10 月

地（福島・熊本）ア

第6回

2021 年 2 月

ンケート調査

写真１ El Dabaa 原子力発電所建設予定地の外
壁（2019 年 11 月 27 日 筆者撮影）

参考文献
1)藤本典嗣「除染集約型復興政策と福島の地域
経済 (原子力復興政策の経済的側面 : 福島か
らの発信)」『計画行政（計画行政学会）』
38(2)、2015。
2)藤本典嗣・厳成男他２名『グローバル災害復
興論』中央経済社、2017。
3)宮腰由希子「原発事故による避難住民のため
の代替都市建設 : チェルノブイリ原発事故被

写真２ El Dabaa 原子力発電所建設予定地と

災地の復興過程を事例として」『国際公共政

近接する幹線道路（2019 年 11 月 27 日 筆者撮

策研究（大阪大学大学院国際公共政策研究

影）

科）』19(2)、2015。

４．今後の計画
学会発表（福島）、現地調査（ウクライナのチェル
ノブイリ、エジプトのダバ）をおこなったが、今後は
被災地における生活再建のための、「食」の需給をマッ
チングさせる機能について、フードデザートの研究を

151

152

2019 年度 国際共生社会研究センター 研究概要

アフリカ・アジアにおけるインフォーマルな都市化に関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員

豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系

講師

小野

悠

Research on Informal Urbanism in Africa and Asia
した上で、改善プロジェクトのプロセスに関して

1. 研究の背景と目的

政府、住民リーダー、住民へのインタビュー調査

急速に都市化が進むアフリカでは、正規の土地
所有権がない、あるいは正規の開発許可手続きに

を実施した。

則らずに開発されたインフォーマル市街地に都

2.2 調査地の概要

市人口の 30～70%が居住している。スラムと呼ば

ルワンダでは 1994 年のジェノサイド以降に人

れる貧困層が居住する劣悪な環境の市街地だけ

口増加が顕在化した。ジェノサイド後の海外から

でなく、中高所得層の住まいもまた都市計画の枠

の帰還民、農村からの流入民によって都市化が進

外で形成されており、社会的・経済的階層を超え

行する首都キガリは約 90 万の人口を有する。し

たインフォーマルな都市化が進行している。

かし、都市計画の不在、土地価格の高騰、農村部

インフォーマル市街地は未確定な土地権利、脆

での土地権利が確定しないままに行われる開発

弱な建築構造、道路舗装・水道・排水等の基本的

によって、山の斜面地や湿地などに未計画居住地

な生活インフラ・サービスの未整備など多くの問

が形成され、人口の 60〜70%が暮らしている。

題を抱えているが、政府やデベロッパーによる正

ニャカバンダ・セクターはキガリ市内西部の斜

規の住宅供給が不足する中で、拡大する住宅需要

面地に位置する。８つの「ウムドゥグドゥ

の受け皿として機能しているという点において

（Umudugudu、村を意味する）
」で構成されるが、

その役割が認められるようになっている。住民主

本調査ではこの内カムウィザ（Kamwiza） とム

体の漸進的な取り組みによる居住環境改善を通

チャラニャナ（Mucharanyana）という２つのウ

じて地域の経済的・社会的水準が向上するような

ムドゥグドゥを対象とした。

包括的開発が焦点となっている。
本研究は、ルワンダの首都キガリのインフォー
マル市街地を対象に、住民主体の居住環境改善プ
ロジェクトの実態を、プロジェクトの資金源、住
民の参加や合意形成の経緯に着目して明らかに
することを目的とする。
2．研究手法
2.1 手法
本研究は 2019 年 9 月 20 日〜10 月 2 日に、キ

図 1 調査地の断面図

ガリのニャカバンダという未計画居住地で、道路

注：斜面下部が Kamwiza、上部が Mucharanyana

舗装、排水溝、橋、共同給水栓の整備状況を把握
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3．調査結果

天然あるいは人口の排水溝をまたぐ橋があち

3.1 ガバナンス

らこちらに設置されている（図４）
。住宅前に設置

およそ 100〜300 世帯が暮らすウムドゥグドゥ

された特定の家族しか使わない橋もあれば、人通

は最小単位の行政域であり、全国一斉開催される

りの多い道にかかる橋、隣のウムドゥグドゥとを

5 年に 1 度の選挙でリーダーが選出される。ウム

つなぐ橋もある。

ドゥグドゥは独自予算を持たないが、ディストリ

（4）共同給水栓

クトからプロジェクトベースで年間 245,000 ルワ

低地部に立ち並ぶ住宅の多くは給水栓を有し

ンダフラン（1 ルワンダフラン=0.12 円）が配分

ているが、斜面上部には給水栓にアクセスしてい

される「ウブデヘ（Ubudehe）
」と呼ばれる予算が

ない住宅も多い。そのため、住民が共同で利用で

ある。リーダーを中心に話し合い、地域の問題を

きる給水栓が設置されている。

解決するために住民自身である程度使い道を決
められる制度である。ウムドゥグドゥでの決定事
項はセル、セクター、ディストリクトと上位政府
に報告され、ディストリクトの承認を経て支給さ
れる。
3.2 居住環境
（1）道路舗装
道路が宅地あるいは建物の間を縫うように張

図２ 道路の舗装状況

り巡らされている（図２）
。大部分は未舗装の土の
道であるが、部分的にセメントや岩などで舗装さ
れたり、土嚢が敷き詰められている。キガリでは
年 2 回の雨季があり、また斜面地が多いこともあ
り、未舗装の道はぬかるみ、滑りやすいのである。
（2）排水溝
道路は排水溝としての機能を兼ね備えている。

図３ 排水溝の整備状況

住宅からの排水は道に垂れ流され、雨が降ると斜
面上から低地に向かって道路に沿って雨水が生
活排水とともに流れる。基本的に人の通行スペー
スと雨水や生活排水の流れるスペースは重なっ
ているが、これらが明確に分離されている箇所、
すなわち、排水溝が整備されている箇所もある
（図３）。とくに低地部には岩を敷き詰めて整備
図４ 橋の建設状況

された排水溝が見られる。これは雨季の激しい雨
が山の斜面をくだり、流れが合流することで強い

3.3 居住環境改善プロジェクト

力が生まれ、地面を侵食して家屋や塀を破壊する

15 の道路舗装プロジェクト、9 つの排水溝整備

ことを防ぐためである。道路に敷き詰められた土

プロジェクト、9 つの橋建設プロジェクト、1 つ

嚢もまた、水による地面の侵食や歩行者が滑るの

の共同給水栓建設プロジェクトが確認された。こ

を抑える効果がある。

れらプロジェクトの資金源を表１に整理する。資

（3）橋

金源は政府資金によるもの、住民の自己資金によ
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るものに大きく分けられる。政府資金には前述し
たウブデヘという政府からプロジェクトベース
で支給される予算と、政府が直接実施するものの
２タイプある。一方、住民の自己資金には、個人
によるもの、近隣住民の共同によるもの、ウムド
ゥグドゥの全住民から集めているものの３タイ
プある。プロジェクトの事例を資金源別に紹介す

写真１

る。

政府直轄プロジェクトによる道路舗

装
表１ プロジェクトの資金源
住民の自己資金
個人

近隣

政府資金
umudugudu

Ubudehe

〇

〇

Government

排水溝整備
NO.1-1
NO.1-2-1

〇

NO.1-2-2

〇

NO.1-2-3

〇

NO.1-2-4

〇

NO.1-2-5

〇

NO.1-2-6

〇

NO.1-3-1
NO.1-3-2

写真２
〇

ウブデヘとウムドゥグドゥ住民の自

己資金によって整備された排水溝

〇

道路舗装
NO.2-1
NO.2-2

〇
〇

NO.2-3
NO.2-4

〇
〇

NO.2-5

〇

〇

NO.2-6

〇

NO.2-7
NO.2-8

〇
〇

NO.2-9

〇

NO.2-10

〇

NO.2-11

〇

NO.2-12

〇

NO.2-13
NO.2-14

写真３
〇

ウムドゥグドゥ住民の自己資金によ

って道路に設置された土嚢

〇

NO.2-15

〇

橋建設
NO.3-1

〇

NO.3-2

〇

NO.3-3

〇

NO.3-4

〇

NO.3-5

〇

NO.3-6

〇

NO.3-7

〇

NO.3-8
NO.3-9

〇

〇
〇

共同給水栓建設
NO.4

〇

写真４ 近隣住民が共同で行った道路舗装

〇

クトに対してウブデヘが使われている。
（1）政府直轄プロジェクト
事例 No.2-15：調査地区を囲む主要道路の舗装

事例 2-6（道路舗装）
：共同給水栓へのアクセス

は政府が直轄事業として実施している（写真１）
。

道路はウブデヘを使って舗装されている。
事例 3-8（橋建設）
：隣接するウムドゥグドゥと

（2）ウブデヘによるプロジェクト
多くの住民が利用する公共性の高いプロジェ

の間にかかる橋は両ウムドゥグドゥのウブデヘ
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トである。

から建設費が出されている。

事例 2-1（道路舗装）
：「車を使いたい」という

（3）ウブデヘとウムドゥグドゥ住民の自己資金
によるプロジェクト

動機から、道路沿いの６家族（＝土地所有者）が

ウブデヘだけではプロジェクト費用が賄えな

費用負担して道路舗装を行なった。舗装方法や費

い場合に、ウムドゥグドゥの住民から資金を集め

用について何度も話し合ったが意見が合わず、最

て費用に当てている。

終的にはウムドゥグドゥのリーダーに入っても

事例 1-1 （排水溝整備）
： リーダーを中心に話

らうことで合意した。当初は道路舗装に合わせて

し合い、ウブデヘを使ってウムドゥグドゥを囲む

排水溝の整備も考えていたが、費用がかかるので

主要道路沿いの排水溝整備を決めた。公共性が高

断念したという。また、初期段階で沿道の世帯に

いことから年間予算を超える 400,000 ルワンダフ

参加を促したものの「車がない」
、
「通らない」
、
「家

ランがディストリクトから支給されたが、それで

と直接つながっていない」などの理由から参加を

も建設に必要な 3,000,000 ルワンダフランには届

拒否する者も少なくなかった。

かなかったため、残りの 2,600,000 ルワンダフラ

（6）個人の自己資金によるプロジェクト

ン をウムドゥグドゥの住民から集めることにし

地区内で暮らす・商いをする個人、あるいは土

た。住民１人当たり 5,000 ルワンダフランと設定

地や住宅を有する土地所有者が自己資金を使っ

したが、実際は所得に応じて出せる分だけ出した。

て行うプロジェクトである。

住民が建設費用を負担することに対しては、リー

事例 2-2（道路舗装）
：テナントとして入ってい

ダーを中心に話し合って決めたこと、それ以前の

る店のオーナーが自己負担で前面道路を舗装し

排水溝が深くて危険であったことなどから反対

た。雨季に道が流れて歩きにくく、客が減ったた

する者はいなかったという。

め、店の利益になると思い決断したという。公共

（4）ウムドゥグドゥ住民の自己資金によるプロ

の道だがみんなの利益になると考え誰の許可も

ジェクト

得ずに実施した。店の袋布を使い、3,000 ルワン

事例 2-15（道路舗装）
：リーダーを中心に話し

ダフランで業者に土嚢の製作と設置を依頼した。

合いが行われ、土嚢を道路に敷きつめるプロジュ
エクトが実施された。土嚢を作るための布袋や土、

４．まとめ

トラックなどはそれぞれ持っている住民がボラ

ウムドゥグドゥという官製の住民管理組織が

ンタリーに提供した。袋布が足らなくなるとお金

あり、そこにある程度住民が自由に使い道を決め

を持っている住民が購入した。ルワンダ全土で毎

られるウブデヘという政府予算がついているこ

月最終土曜日に行われる「ウムガンダ

と、ウムガンダというコミュニティワークが制度

（Umuganda）」と呼ばれるコミュニティワーク

化されていること、など行政が一定の役割を果た

の日に、住民が集まって土嚢を作り、道に設置し

す一方で、コミュニティがリーダーを中心に横の

た。ウムガンダへの参加は国民の義務であり、参

つながりを活かしてその制度を主体的に活用し、

加しない場合は１家族あたり 5,000rwf を払うこ

自己資金を集めることができる環境にある。また、

とになっている。なお、最初の土嚢の整備はウム

土地所有者が土地や家屋の資産価値を保護・向上

ドゥグドゥのプロジェクトとして実施されたが、

させることを意識するなど、市場が機能すること

日々の維持管理や修繕は道路沿いの土地所有者

で住居環境改善のインセンティブが働いている。

が自己負担で行なっている。

このように行政、コミュニティ、市場が相互補完

（5）近隣住民の自己資金によるプロジェクト

的に機能することで住民主体の居住環境改善が
行われていることが分かった。

近隣住民が資金を出し合って行うプロジェク
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東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱
平成14年要綱第17号
平成14年５月９日
公示
平成14年４月１日
施行
改正
改正
改正
改正

平成18年４月１日
平成22年５月17日
平成27年４月１日
2019年４月１日

１
２
３

研究センターの事業期間は、2015年度から2021年度までとする。
センター長、副センター長、プロジェクト・リーダーの任期は事業期間終了までとする。
運営委員会の設置および運営
(１) 研究センターの研究を効果的に推進し、事業を円滑に運営・管理するために、「運営委員会」
を設ける。
(２) 運営委員会は、各年度の事業計画および事業予算の策定、事業予算の執行、研究員、客員研
究員、研究助手およびＲＡの選任、研究プロジェクトの推進、成果の刊行等を業務とする。
(３) 運営委員会は毎月１回の定例の会合を開き、必要に応じて臨時の会合を開く。運営委員会は
センター長が招集する。
(４) 運営委員会の委員は、センター長、副センター長、プロジェクト・リーダーおよび研究員に
よって構成される。
(５) 運営委員会の委員の任期は原則１年とし、再任を妨げない。
４ 評価委員会の設置および運営
(１) 研究センターの研究の成果を評価し、次の研究の発展に向けて助言することを目的として、
「評価委員会」を設ける。
(２) 評価委員会の運営並びに評価方法に関する必要事項は別に定める。
５ 研究員等
(１) 研究員は東洋大学教員のなかから、研究プロジェクトに合わせて選任する。
(２) 客員研究員は学外の研究者のなかから研究プロジェクトに合わせて選任する。
(３) 研究員、客員研究員の任期は原則として当該事業終了までとする。
(４) 研究助手は別途定める「外部資金による東洋大学研究助手の任用に関する要項」に従って選任
する。
６ 研究センターに、その業務を担当する事務組織を置き、研究推進部研究推進課がこれを行う。
附 則
この要綱は、平成14年４月１日から施行する。
附 則（平成18年要綱第35号）
この要綱は、平成18年４月１日から施行する。
附 則（平成22年要綱第56号）
この要綱は、平成22年５月17日から施行する。
附 則（平成27年要綱第287号）
この要綱は、平成27年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は、2019年４月１日から施行する。
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私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の概要
1.

事業の目的
本事業は，私立大学が，各大学の経営戦略に基づいて行う研究基盤の形成を支援するため，

研究プロジェクトに対して重点的かつ総合的に補助を行う事業であり，もってわが国の科
学技術の進展に寄与するものである。
2.

事業の内容
各大学が最先端の研究や地域に根差した研究などの観点から研究プロジェクトを計画・

申請し，文部科学省が審査の上で選定を行い，当該プロジェクトを遂行するための研究拠点
に対して，研究施設・設備整備費や研究費を一体的に補助する。
3.

研究期間及び支援措置

(1) 研究期間
・
「研究拠点を形成する研究」
：原則，5 年間
・ 大学の特色を活かした研究」
、
「地域に根差した研究」
：原則，3 年間
・３年目に中間評価，最終年度に事後評価を行う（3 年以下の事業は事後評価のみ継続事業
については，制度として実施しない。
「私立大学学術研究高度化推進事業」または「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」によ
り選定された事業を引き続き実施する場合は，新規事業として申請する
(2) 支援措置
○ 研究施設
・プロジェクトに必要な施設の新増改築，改造工事
・補助対象：事業経費 1,000 万円以上
・補助率 2 分の 1 以内
・原則，初年度の整備のみ補助
○ 研究装置・研究設備
・プロジェクトに必要な機械，器具等
・補助対象：事業経費が「研究装置」は 4,000 万円以上，
「研究設備」は 500 万円（図書は
100 万円）以上
・補助率：
「研究装置」2 分の 1 以内，
「研究設備」3 分の 2 以内
・初年度から 3 年目までの整備を補助
○

研究費

申請した研究期間中の教育研究経費支出，アルバイト関係支出，設備関係支出（1 個又は 1
組の価格が 500 万円未満）及び PD・RA 経費
・補助金の上限 1 億円（
「研究費のみ」のプロジェクトは 3,000 万円）
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・補助率：2 分の 1 以内
4

事業の採択について

(1) 評価項目
1.研究プロジェクトの意義と必要性
2.研究内容の妥当性
3.研究組織の妥当性
4.事業費の妥当性
(2) 地方等強化枠
地方大学（地方に所在する研究拠点を含む）※1 又は中小規模大学※2 が行う研究プロジェ
クトであって、当該大学の研究により地域の活性化が図られるものや、地域の特性を活かし
て行う研究について評価を行う。
※1 申請プロジェクトの研究拠点が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都
府、大阪府及び兵庫県（ただし、過疎地域自立促進特別措置法第 2 条第 1 項、第 33 条第 1
項、第 33 条第 2 項に基づき過疎地域に指定されている地域を除く。
）の都府県以外に所在
すること。
※2 収容定員 8,000 人未満の大学であること。
(3) 選定手続き
外部の学識経験者で構成する「私立大学戦略的研究基盤形成支援検討会」において審査の
うえ選定する。
(4)補助の方法
選定された学校は，文部科学省に計画調書等を提出し補助を受ける。
ただし，研究費については，日本私立学校振興・共済事業団に申請し補助を受ける。
出典（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002/002/1289381.htm、
2016 年 2 月 5 日現在）
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平成 27 年度～平成 30 年度評価委員会議事録

東洋大学国際共生社会研究センター
平成 27 年度 評価委員会議事録
日時：平成 28 年 3 月 10 日、18:00～20:00
場所：東洋大学 白山キャンパス 特別会議室
出席： 評価委員

研究員

大垣眞一朗

（水道技術研究援センター 理事長）

加藤宏

（国際協力機構 理事）

松尾友矩

（東洋大学 常務理事）

北脇（センター長）
、松丸、荒巻、岡村、岡本、眞子、藪長、
島川、金、藤稿、徳江、堀、杉田、坂元

客員研究員

金子、久留島
以上、計 19 名

【議事概要】
I.

北脇センター長より当評価委員会における配付資料の説明並びに座長選出について説
明を行った。大垣評価委員が座長に選出された。北脇センター長より、「研究成果と今
後の展望」について報告の後、以下の討議が行われた。

①加藤委員

加藤委員より岡村前委員に引き継ぎ着任したことについて挨拶がされ
た。ジャーナルペーパーを書くだけでなく、広がりのある研究をしている
と思う。ケニアの拠点の具体的の役割について質問があった。

北脇センター長

JKUAT はケニア国内の大学の位置づけだけでなく、その周辺諸国をカ
バーしている。アフリカのテーマメンバーはアフリカ諸国で研究をしてい
る。そこで JKUAT を活用して周辺国へアプローチする。JKUAT の教員
を来年度のシンポジウムのメインスピーカーへ。もう 1 名を研究員とし
て招聘する予定である。その時に共同研究の話をすすめ、東アフリカの研
究を広げて行く予定である。8 月に再度現地へ行き、協定の話を進める予
定である。

松尾委員

拠点形成をする際に予算的な問題はないのか？

北脇センター長

主に旅費を出せるので、現地先生を招聘したりする。また現地でワーク
ショップを開催するなどはできるかと思う。案件形成を目指し外部資金を
使用して、現地の大学との連携ができるのではないかと思う。

松尾委員

現地でコーディネーターができる研究者はいるのか？

北脇センター長

先月ケニアに渡航し、JKUAT にいる日本人専門家にお会いした。その
際、そこを窓口にする予定。遠隔で現地の先生と一緒に実施することが難
1

しいため、日本人を活用しながらやっていきたい。
②大垣委員

私立戦略基盤形成事業とスーパーグローバルとの関係はあるのか。また
オリンピックや新学部創成などと、センターとの関係はどうか。

北脇センター長

大学も研究所などを作ったりと内部改革を実施しているが、センターは
独立したものである。しかし SGU もグローバル化をテーマにしているの
で、協力できる処は、協力していきたい。オリンピックは学生部が中心に
行っている。観光に携わる院生、さらに観光教員もセンターにいるので、
オリンピックへ協力はできると思う。また、パラリンピックに対しては、
本学ライフデザイン学部があるので、オリンピック・パラリンピックへは
大学を挙げて実施していきたい。

大垣委員

オリンピック・パラリンピックは実践的な研究ができるチャンスと思う
ので是非視野に入れて欲しい。

島川研究員

オリンピックやパラリンピックは国のアイデンティティを示す機会で
ある。ビックイベントの後は長野オリンピックのように終息していくこと
が懸念されるので、ポストオリンピックを考える必要があると思う。ロン
ドンオリンピックは成功事例の１つでため、その事例研究を実施していき
たい。センターの今後のシンポジウムでオリンピックを含めたものを実施
していきたい。

③加藤理事

アジアとアフリカをフィールドにしているのがセンターであると思う。
全体としてアジアとアフリカを比較するなどのコンセプトはあるのか。

北脇センター長

これまのセンターではアフリカの研究は少なかった。研究はアジアとア
フリカを別々に実施してきた背景がある。そのため、これからの研究では、
アジアの経験をアフリカでアダプトしながら比較研究など研究して行き
たい。

杉田研究員

志摩研究員は、インドネシアで都市研究をしている。それらの知見をア
フリカへ活かす予定。また坂元研究員も実施している。昨今では、アジア、
特に中国の投資などはアフリカに多く入ってきているので、アジアとアフ
リカの視野を入れた研究を実施していく予定である。
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II. テーマコーディネーターである、松丸から国際貢献、島川から持続可能なビジネス、杉
田よりアフリカテーマの研究報告が行われた。その後、以下の討議が行われた。
①加藤委員

共通して発表者からの人から統合的に実施していきたいとあったが、
方向性が少し解りづらかった。どのようなコンセプトで統一的にしてい
くのか。フィールドを統一するのか。などの示唆的なものがあるか。
冒頭に北脇センター長から現場思考で行っていきたいとあるが、従来型
の協力や研究との違いはなにか。このセンターの研究員が研究するなか
で、途上国のパートナーシップをどのように取り組んでいくのか。人材育
成などどのように考えているか。など教えて欲しい。
研究の実態について。個別の研究の成果について、コスト、アウトカム
について教えて頂きたい。
杉田先生へ個人的な質問。サラヤとの話で、民間企業とのパートナーシ
ップなどがあるのかどうか。

北脇センター長

昨年度の前岡村委員と SDG について話した。17 項目ある中で全てを
網羅できるのは、当センターの強みである。当センターは文理両方の教員
いるため分野横断的に研究できることが強みであるが、統合することが
難しい。そのためテーマを設定した。アフリカという場でできるだけ多く
の項目を実施し３つの分野と３つのテーマを掛け合わせて、研究を実施
していきたい。
現地のパートナーとどう関係するか。当センターの客員研究員や RA な
ど博士後期課程の学生、また青年海外協力隊に参加している院生、アベイ
ニシアティブの学生もいる。SGU もあるので、国内外関係なく、これら
の学生と現場思考で実施していきたい。
予算も多いので積極的に海外の研究を実施している。その中で大学も
グローバル化しているため、ランキング入りを目指している。その過程で
インパクトファクターの論文を積極的に出していきたい。
サラヤとは手洗い石けんに普及に関する BOP ビジネス準備調査を実施
してきた。また岩崎電気とはバングラデシュで BOP ビジネスを実施して
きた。

杉田研究員

サラヤとは個人的に連携を実施してきた。案件を形成時点から関わっ
たり、調査前から事前に関わってから一緒に実施してきたことはない。

大垣先生

論文以外のアウトカムについてはどうか。

北脇センター長

実務に視するものを実施していきたい。グッドプラクティスなどの手
法を纏めて提案していきたい。
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②松尾委員

国際貢献をしていく中で、どのような事すれば国際貢献になるのか。セン
ターがどのようなことをすれば国際貢献になるのか。

北脇センター長 国際貢献には、直接的な貢献と間接的な貢献がある。大学は人材育成の中、
アベや院生を育て、国際貢献手法を学ぶ。卒業した学生が世界で活躍し、
そこで基礎を養う、その理論を開発する。また経験などを体系的に纏めて、
著書として発表していく。
松尾委員

著書を出すことが国際貢献なのか。

北脇センター長

著書など書くは、現場で経験や知見を纏めたことを記載する。

④大垣先生

アフリカ、アジアを研究する中で経済発展段階が国、地域によって異な
る。分野横断的な研究とは良く言われるが、アフリカ・アジアの持続可能
な支援や対策、経験などは個々に異なると思うがどうか。研究としてどの
ように整理していくか。

北脇センター長

ジニ係数が多くて同じ国の中でも貧富の差、都市と農村の差が大きい。
南アフリカを例にすると、資源が摂れるため、平均値は高い方である。し
かし村落部は最貧国と同じ。そのため都市は都市。村落部は村落など、ア
フリカで同じ状況がある処と一緒に研究を行っていきたい。

⑤加藤委員

アウトカムはどうなのか。研究費の使用、論文執筆、アウトカムなどの
ようなスケジュール（ロードマップ）で実施しているのか。また教員の評
価についてはしっかりと評価されるべきなので、ジャーナルペーパーだ
けでなく社会貢献などもエネルギーを費やして欲しい（意見・コメント）
。

北脇センター長

アウトカムは著書の他に人材育成。RA や院生。5 年間のロードマップ
については研究報告書の P55 ページ以降に記載している。

大垣先生

チャートを作成し、説明した方が良いと思う。

北脇センター長

来年度は作成する。
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東洋大学国際共生社会研究センター
平成 28 年度評価委員会
日時：平成 29 年 3 月 1 日
場所：東洋大学
出席：

議事録

18:00～20:00

白山キャンパス

８号館７階

特別会議室

評価委員長

大垣眞一郎

（水道技術研究援センター

評価委員

加藤宏

（国際協力機構

松尾友矩

（東洋大学

常務理事）

柿崎洋一

（東洋大学

経営学部

教授）

中北徹

（東洋大学

経済学部

教授）

研究員

理事長）

理事）

北脇秀敏（センター長）、松丸亮、荒巻俊也、岡村敏之、岡本郁
子、眞子岳、島川崇、金承珠、藤稿亜矢子、徳江順一郎、堀雅
通、杉田映理、坂元浩一

客員研究員

金子彰、久留島広守

（敬称略）

議事録
北脇センター長より評価委員の方々へ挨拶があり、評価委員長（座長）が大垣先生となっ
た。
I.

北脇センター長より「これまでのセンターと今後の展望」について発表
1.

北脇センター長の発表より平成 28 年度の研究活動について報告があった。

2.

発表に伴う質疑応答



Q1：予算は幾らか。



A1：毎年 2000 万円（人件費を含むと約 2700 万）で、5 年計画で大体 1 億円のプロジェ
クトと報告。今年度はアフリカでの研究拠点や、招聘に費用がかかった。年度研究報
告書には、予算の執行額は記載していないことを報告。



Q2:文科省の助成金が 2000 万円か。



A2：半額が文科省、半額はマッチングファンドであると報告。



Q3:ジョモ・ケニヤッタとの連携、研究拠点として東洋大学がつくられたのか。それと
も、アグリーメントを結ばれて合意がなされたということか。拠点としての性格付け
を知りたい。



A3:基本的に JKUAT には何大学かが共同で使っているプロジェクトの部屋があり、わ
れわれとしては新しく部屋を用意するということではなく、協定を結び、行った場合
にはそこをちょっと拠点として間借りするなどの方法で進めていく予定。バーチャル
かもしれないが、研究員は先月も行き、またこれからも学生交換をしていきたいと思
っている。本学の学部へ呼ぶ奨学金もあり、英語圏の学生を呼び、ダブルディグリー
プログラムなど大学と JKUAT との関係づくりもしている。教育と研究の両方の拠点
1

として活用したい。


Q4：ジョモ・ケニヤッタとの間で共同研究みたいなものが提示されているか。



A4: ジョモ・ケニヤッタ農工大学の先生方と共同研究を 2 月に初めて実施した。研究
体制の先方側の問題点や、われわれ側の問題点なども少しずつ明らかになった。今後
6 月に杉田と志摩で学生を連れて国際ワークショップを、ケニアで実施する予定を報
告した。



Q5:情報系にあったところに、資金を渡して活動拠点を動かしたり、維持したりするよ
うなことはやっていますか。



A5:今のところそこまでは行っていない。インセンティブとしましては、新学部をつく
るときの丸抱えの奨学金、トップグローバル奨学金の割り当て、指定校として向こう
の学生を頂くということはありますが、研究の方では特に拠出するということではな
い。



Q6:協力者が向こうに行って、やることもないのか。



A6:日本人の専門家がいる。ボランティアベースで行っていきたい。こちらからは向こ
うの研究者を招聘するような形や研究の実費などは出せるかもしれない。具体化して
くれば考えたい。こちらの東洋大学との共同授業を行うに当たって、先方のパトリッ
ク・ホメ先生に、ボランタリーの形でお手伝いを頂くという状況にある。



Q7:「フィールドから見た SDGs」という形で本をまとめているが、逆にいろいろな所、
例えば平成 29 年度は離島の人材育成とか、それから平成 30 年度は東南アジアの他に
もウガンダやケニアといった、聞いていると何かいろいろな所が若干出てきて、なぜ
そこなのかという感じがぱっとはつかめない。



A7:拡大戦略の制度はもともとアジアということで始まった。アジアだけではないとい
うことでアフリカを大きな柱として加えて、昨年度から始まった。そのときには JICA
のスキームで、奨学金で ABE イニシアティブ、これはアフリカの学生たちを年に 1 回
受け入れているが、今度は Pacific-LEADS というプログラムで、太平洋地域の学生が来
た。そういう研究、教育、それから社会貢献としての留学生の受け入れをつなげたい
ということで、今年度の 2 月には南太平洋大学へ行き、来年度は Pacific-LEADS のフォ
ローということもある。これは外部条件の変化によって、センターの研究内容も拡大
してきたということ。東南アジア中心だけれども、全体も見たい。まだ再来年度のテ
ーマは確定していないが、ご意見を踏まえながら考えていきたい。



Q8:ABE イニシアティブや他の留学生もそうだが、やはり帰ってからどうするかと。
できるだけ優秀な学生は長く付き合う方向で育てていきたいというのが JICA の希望、
志向性で、研究パートナーとして長くお付き合いをするとか、場合によっては現地に
もう一回入っていただくということ。そういう長期的にお付き合いすることで留学生
とのお付き合いを深めていくという話もありますので、これからのセンターの運営も
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そういう方向で考えていただければと思う。
2019 年度まで 4 期目が動いているわけだが、最終的にこれは、文科省から最終評価
みたいなことがなされるのか。自己評価によって終わるのかどうか。例えばジャーナ
ル論文がどうかというような規定の評価基準があるのかどうか。


A8:最初の点、RA の学生、ドクターコースの学生は帰った後、向こうの先生をしてい
る。その方々をセンターの費用でお招きして、ワークショップをやったりすることは
既に実施している。、ABE や Pacific-LEADS の学生も、できればドクターコースに来て
いただければ、非常にありがたい。
評価は、各期の終了ごとに、10cm ぐらいの報告書を提出している。その後、学内的
に、先ほど申し上げましたブランディング事業に応募して、センターもこれと同じよ
うに続けていきたいと思っている。
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II.
1.

各テーマコーディネーターによる発表
松丸先生より国際貢献グループの研究報告がおこなわれた。それに続き、藤稿先生、
志摩先生より持続可能なビジネスとインクルーシブ・アフリカの研究報告があった。

2.

質疑応答
（敬称略）



Q9:マサイの話。写真などを見ると大変と思うのですが、この国に行ってどうだったの
か。



A9:杉田と志摩は途上国での活動経験あるが、花田はな初めてだった。しかし無事に帰
還し、来年は学生を連れていくことになる。衛生面も含めて安全管理をきちんと徹底
しなくてはいけないことは重々承知しており、そのあたりの下見も実は今回兼ねてい
る。ジョモ・ケニヤッタであれば、治安情勢も含めて十分であるというふうに確認を
している。



Q10:ジョモ・ケニヤッタというのは、マサイの人が主力なのですか。



A10:大学の学生の構成は必ずしもそうではない。マサイ族は、ラマンカという今回訪
問した南部のタンザニアとの国境付近に住んでいる。一方、ジョモ・ケニヤッタ農工
大学はナイル川よりも北部にあるので、マサイ族の学生はそれほどいない。



Q11：井戸はあるけれども使われていないなど、要するに水質の問題は大丈夫なのか。



A11：NGO が水キオスクを作り、女性が水くみをしたときにお金を払うというシステ
ムを構築しようとしている。しかし、マサイの世界では女性が現金を扱わなく、普段
の買い物も男性がする習慣である。女性が水料金を持って取りにいくのはあり得ない。
水そのものは使っているが、水料金の徴収システムとして、キオスクではなく、その
すぐ近くに牛が飲み水を飲みに来る場所があるのですが、月 1 回、牛の頭数を数えて、
何頭いるから 1 頭分で 50 シリングという料金徴収システムに替えていた。彼ら独自で
システムに読み換えて、料金を徴収している。ディーゼルでくみ上げる揚水ポンプな
のですが、水そのものは使われている。ただ、水料金システムを現地に見合ったやり
方で、彼らで工夫したということ。



Q12：牛の方は誰がやっているか。



A12：ジェリカンというポリタンクを女性たちが持ってきて、同じ水をくんでいる。汲
んできた所で水を確保いるため水質汚染はそれほどないと思う。そこであふれ出たも
のから、ここの牛の水飲み場に流れ込むようになっていて、それを牛の方に使用して
いる。



Q13：松丸先生のところの研究テーマは、良く言うと非常に多様性がある。が、それぞ
れの研究者の方が関心をついてやっていらっしゃるということで、そもそも統一をし
ようという意図がなくて、それはそれでやるというやり方もあると思うが、その辺が
どうなのか。ツーリズムやインクルーシブの方はそれなりに統一テーマ感があるよう
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な気がするが、そのアプローチについて教えていただきたい。


A13：他の二つのグループは比較的フォーカスされているところにあって、国際貢献の
ことについては比較的、いろいろな方がいろいろなことをやるという形になっている
と思いる。この国際貢献のチームで三井物産の資金獲得を行い、インレー湖における
プロジェクトについては、この分野に強い 5 人で実際に循環型環境改善手法をコミュ
ニティカルに提案して、インレー湖モデルみたいなものをつくっていきたい。
他の岡村研究員やバレスカス研究員や藪長研究員は、この中には入らないのですが、
国際貢献にもいろいろある中で、連携できるメンバーは連携してやっていこうという
のがこのプロジェクトになっている。より広範な連携を求めてやりたいところでもあ
るのですが、全員が関われるものはなかなかないと思うので、何人かのグループでま
とまって、できるものを来年度以降も探しながらやっていきたい。



Q14：このプロジェクト、研究の中でも、よく言われる民間ということ、あるいは日系
企業といったものの役割をどのように考えたらいいのか。ツーリズム、住民主体で実
践的なところに集約してしまって、ここにあるように、企業はある面では環境基金と
か、NPO に対して資金を提供するとか、そういう研究を支援する形で位置付けられる
と。それ以外は、ある面では研究の領域ではなく、ビジネスの世界の話という形で考
えられるのか。



A14：インレー湖については、今は住民主体の実践的な循環型ということで、住民の啓
発活動を行いながら、住民の生活スタイルを少しずつ、トイレの水や生活排水を湖に
直接流さないようにしながら、住民主体でやっていこうと考えている。
一方、JICA の BOP プロジェクト等で、企業が主体になってソーシャルビジネスみ
たいなものを牽引していこうというのもありましたので、そういうことももちろん考
えている。岡村先生がやっているような交通については、多分いろいろな企業が関与
してくる。プロジェクトによって民間企業の取り込みなどは変えていくことができる
と思う。藤稿先生がやられている観光、多分このインレー湖ももう少しすれば観光と
の連携などもできてくると思いますので、そういったところもやって行きたい。
サラヤの案件のとき、柿崎先生の教え子がいらっしゃったので、それを機にぜひや
ろうではないかということで、JICA にご協力いただいて始めさせていただいた。民間
の連携で、大学はなぜ入らなければいけないかというと、難しい案件だからである。
商業ベースで放っておいてもやれるようなところは、商業ベースでどんどんやっても
らい、住民を巻き込むとか、BOP のように支払い可能額が非常に少ないような層を目
指してやる。そういうところを目指して、難しさを研究に変えると、大学としてはも
うけなくてもいい。それで結構、BOP ビジネス案件などはドクター論文にもなってい
る。大学がなぜ民間でやるかというと、難しいところをお手伝いして、しかも研究と
して、学生も育てる。そういう意味で大学の存在があるのではないかと思いまして、
一生懸命民間と一緒に実施している。



C1: いろいろな BOP があって、はビジネススクールでいろいろなことを学んで、バン
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グラデシュで将来のビジネスを学んでいる。今、お掃除ロボットを作っている香川の
ある中小企業は、社長がまだ 20 代なのですが、日本ではお掃除ロボットはうまくいか
なかった。ところが、中東の砂漠地帯では太陽光発電をやると砂でいっぱいになるわ
けです。それを常に人がきれいにするのだけれども、ロボットであれば・・・。ロボ
ットが日本だと売れないのはなぜかといったら、窓ガラスがきれいにならなければ買
ってもらえない。ピカピカでないと。だけど、そうではなくて、使い方を変えれば売
れるという話。
先ほどのプリペイドのガスメーターでも、特別な企業ではないのだけれども、北脇
先生が言うように、難しいとわれわれは思ってしまうのだけど、それが入れ込まれた
瞬間に企業が新しいマーケットとして、日本国内だけではなく、そういう所に行った
らうまく受注、あるいはマスで貢献できたりすることは、やはりある。
特に BOP ビジネスは、われわれが生み出したというよりはむしろ、インドなどでつ
くってきたわけですから、ある意味では、そこから企業がこういった経験に対して関
心を持っていけば、日本の中小企業でも自分たちが持っている技術やノウハウといっ
たものはかなり生かせることがあるというふうに非常に強く感じました。


Q15：非常に多様で発展的な域を意欲的に直接募集、研究しているという印象を受け
たのですが、センター長である北脇先生のお話は、一日の長だと思うのですが、アフ
リカ、それからアジアも西アジアというふうになって、発展段階がやはり違う場合、
今の話を聞いていると、もしかしたら州ではなくて、アジアの場合、もう少しローカ
ルな地域を考えておられるのかなと。そういう両方にフォーカスを当てるということ
が、やはり焦点になるような気がずっとしている。言葉を換えると、外交というか、
社会的な整備の問題なのか、もう少し市場原理みたいなものを入れられる自律性を持
った社会構築に重点があるのか、ちょっとそこは非常に微妙な感じがしながら聞いて
いた。どちらかというと前者の方に重点を置いておられるように思ったのですが、例
えば私個人は金融の手法を使って環境問題に少し刺激を与えていく。金融環境という
ことは、最近いろいろな方面で環境税が挫折、ちょっと後退しそうだ。でも一方で、
新しい自主規制を基に入れている。そうすると日本の企業や、ヨーロッパもそうです
けれども、グリーンボンドのようなものを発行することを通して、なかなか腰が重い
のだけど、言っているだけではなくて、実際に格付けをもらって、市場を整備してい
こうという。まだ倒産確率のデータがないので、なかなか中身には入っていかないが、
そういう方向にはだんだん向いているという流れを感じている。北脇先生の頭の中で
全部整理されているのだと思いますが、どうか。例えば天候デリバティブみたいなの
があって、日本企業は東南アジアでもうかなりビジネスでやっていると聞いているの
ですが、ミャンマーなどはかなりやっている企業もあるのですが、とはいえ、それは
全体を包摂していないと思う。
日本に対する対内的な認知度を上げるというか、対内広報。アフリカなど、私自身
もじくじたるものがあるのですが、非常にポテンシャルの高い地域として世界的には
注目を集めているのだと思う。なかなか日本は、いろいろな意味で歴史的にも地理的
にも縁遠いのだと思うが、そこはもっとわれわれ自身、一般の認識を高めていけば、
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非常に中小企業の問題、システムの問題、それから基金を集めて、それでもやはりい
ろいろ良循環が生まれてくるのだと思う。観光も含めて今はインバウンドが言われて
いるけれども、日本人の意識がまだちょっとおっとりしているという感じに私は見て
いる。経済原理をどれぐらい管理しながら、発展段階の多様性、整合性をどういうふ
うに実際に取りながらお考えなのか。もう一つは、日本国内のわれわれ自身の認識の
問題について、2 点伺いたいと思います。
A15：かなり難しい質問だと思いますが、われわれのセンターの研究員のほとんどは、
国際地域学部（今年度まで）に所属している。来年度からは国際学部になるのですが、
その所属学部、または所属研究科の研究テーマや考え方が非常に濃く表れるのは当然。
また国際地域を国際協力地域開発という言い方もできる。また環境のまちづくりなど、
いろいろな分野の人たちがいることだが、現場主義というのもうたっています。研究
員のほとんどが、やはり現場に根付いてやりたい。
発 展 段 階 の 話 な の で す が 、 当 初 、 セ ン タ ー が 始 ま っ た 頃 、 MDG （ Millennium
Development Goals）だった。2015 年目標で、途上国を改善しようと。それから SDGs に
なりまして、現在センターは SDGs の方を目指していますので、途上国だけでなく先
進国もということなった。ただ先進国で、放っておいても回っていくようなところは
わざわざ研究する必要もないので、どちらかというと途上国の農村部で、先ほど難し
いと言ったところを中心にやっていく。また、都市部であれば、スラムのようなとこ
ろを研究テーマにしている先生が多いということで、その方針はこれからも踏襲した
いと思っている。
来年度紹介できると思いますが、編集中の本は SDGs に関する本で、いろいろな立
場から書いています。それから日本に対する認知度を上げるという意味では、われわ
れはいろいろなところでプロジェクトをしている。それから、大学ですから学生も育
てるので、そういうものを通じてやれることはやっていきたいと思う。
今回ご指摘のとおり、アフリカにおける日本の認知度は必ずしも高いものではない
と。例えばわれわれが町を歩いていても第一声はチャイナだと。良くて 2 番目にコリ
アが来て、ジャパンは 3 番目という状況にあります。ご指摘のとおりです。そういう
状況にあってさらに、例えば今回ケニアに絞ってお話しさせていただくと、どこもか
しこも「俺たちはジャパンだ」と言うのは必ずしも効率的ではないと考える。大海の
中に一滴を投じるという意味で、人のふんどしで相撲を取るなんてと感じるかもしれ
ないが、JICA が長く支援してくださって、日本人ないし日本の知名度を非常に上げて
くださったジョモ・ケニヤッタ農工大学を核にして、われわれが日本を背負っていく
のもおこがましいことでありますが、少しでも日本人研究者ないし日本人教育者の知
名度を上げていけるというふうに、われわれとしては考えている。


Q16：言葉は英語ですか。基本的にはヨーロッパの文化が入ってきているのか



A16 教育を受けた人は英語。例えば小学校でも英語を使われている。それと公用語と
してスワヒリ語というものがある。ただし、教育を必ずしも受けていない人は、今回
ですとスワヒリ語も英語も通じず、マサイ語というローカルなランゲージを使ってい
る状況にあることも事実。
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Q17：三つのプロジェクト全体として、教育と研究の両方をこのセンターがなさると
いうことだと思うのですが、教育の方はどうなっているのか。



Q17：もともと研究センターは研究が目的なのですが、例えば RA が何人かいらっしゃ
るのですが、日本人、それから留学生の人もドクターコースの人は RA としてセンタ
ーに行っている。そのセンターの研究のお手伝いをしていただくこと、だからインク
ルートしていなくて、研究しながら、それがわれわれとしては教育という感じもある。
それからアフリカ研究とか、対象地域の研究などは逆に学生から教えられることも非
常に多いので、そういう意味では学生を通じて現地の文化などを研究しているという
ことで、一石何鳥も担っている。



Q18：学生は、この論文を書くためのデータ集めといったことするのか。



A18：研究生が例えば 1～2 人、どこかから出るというふうに考えていただければと思
うのですが、先ほどの BOP ビジネス案件でもドクター、あとは研究費とか、それから
このセンターで今、RA の名簿があります。この中の何人かもセンターの、例えば一番
上の貫さんなどは、BOP ビジネス案件のを取って、そのデータを基に書いていますし、
それぞれセンターの研究費、研究テーマ、人材、その辺の一環として教育も行ってい
ます。



Q19：ジョモ・ケニヤッタ大学との交流の件なのですが、伺っていて研究の相手側の大
学の教員もカウンターパートの専門家かどうかというのはご説明がなかったような気
がして、それがよく分からない。なぜ知りたいかというと、カウンターパートの能力
が、こういう作業にはかなり大きく響いてくると思いますので、その辺をどこまでつ
かんでいるのか。同時に、共同研究をやっているときに、なぜマサイ社会という大学
から遠い所が選ばれているのか。そういう意味で、共同研究としての仕掛け、あるい
はその社会が対象としているニーズをどうやってつかもうとしているか。



A19：1 点目の専攻のカウンターパートの改正ですが、われわれの間でも全ての学部、
学科でちょっと把握し切れていない。少なくとも今回訪問した 3 名と合致するような
学科が専攻にありまして、今回も打ち合わせの中でカウンターパートになりそうな先
生と固く握手をしてきた。私の場合ですと建築学科の専攻に入りまして、建築士ある
いは就学育成の話などをしてきました。そういう意味では、少なくとも現有のアフリ
カメンバーである限りは、継続できるというふうに思っています。
マサイ族という話に行きますと、やや戦略的なところもある。正直ベースで申しま
すと、先方はどんなことをやっているのかというのを実は知ってみたいというのもあ
りました。もう一方で、年次に入るのに安全性という話もあるのですが、先方の大学
でフィールドにしているところに連れていってください。そういう第一報で依頼をか
けた。実は先生は恐らく一度も行ったことがない。ナイロビで管理職をやっているよ
うな状態であることが伺えると。はっきりとは聞いていないのですが、そのあたりは
今後共同研究をやっていく中で、大きな課題になるのではないかというふうに考えて
いる。
センターとしてあちこちと連絡を取ったり、いろいろな切り込みをやっている。で
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きれば大学全体に広げていきたい。ジョモ・ケニヤッタ側の連絡担当のホメ先生が農
学の担当で、実は彼を板倉キャンパスの生命科学部の方にもご紹介しまして、生命の
方とも共同研究が始まりそうですし、いろいろな学部があって、今度で 14 学部になり
ます。そういうところとも大学全体で付き合えるような拠点にしたいと思っている。


Q20：参考までにですが、ケニヤッタ大学の今のカウンターパートの年齢や層、かなり
もう欧米で学んでこない、あるいは今日はアジアの方もおられますが、もう自国でか
なり自前でできるのか、今どれぐらいの段階なのか。



A20：ジョモ・ケニヤッタ自体は JICA のご協力で三十数年前にできた大学で、今の天
皇陛下が皇太子の頃に植えられた木がかなり大きくなり、少し傾いたので問題になっ
たが、日本との関係が非常に強い。欧米や中国の影響力も徐々に強まっていると思う
が、ぜひ日本としては、日本が援助で始めたため、それこそ日本のプレゼンスは高め
ていきたい。そういう意味では向こうも日本の長い協力を感謝してくれていますので、
それを弱めないように、われわれもお手伝いしたいと思っています。



Q21：ミャンマーの先ほどの三井物産のプロジェクトで、水も含めて現地でデータを
取るような能力は、現地側にあるのか。



A21：現地で分析機関はあるとは聞いている。どれぐらい能力かというのは、把握して
いない。広い湖なので、全部を細かい水質調査ができるとは思っていないが、人がい
る所に限って、まずは簡単な水質検査ができるようなことを、どうやったら比較的正
確に、簡単なものができるかというのを考えながら、住民たちが自分たちでモニタリ
ングできる手法みたいなものが何かできれば、自分たちが水から行動が変われると思
う。最初のうちはちゃんと分析するけれども、最終的には住民たちが分かるような形
にできればいいというふうには思う




Q22：れはどのぐらい来ているのですか。



A22：予算はかなり大きく出そうと思っていたのですが、結局は削られてしまって、3
年間で 700 万～800 万円だったと思う。



Q23：簡易の水質検査は大丈夫なのか。



A23：今のところに関しましては、そもそも目に見えた上での環境悪化が起こっている
というのは現地での認識なのですが、それをきちんと明確に関われていない。水質の
ような部分も全然関われていない状況になっていて、この湖自体が多分、水が富栄養
化しているという話と、ごみがいっぱい浮いているという話と、そもそも水量が少な
くなっていると。いろいろなことが情報として入ってきているので、単に水質のチェ
ックだけではなく、流域の環境変化そのものをきちんと追わないと、多分まず原因を
知って把握しなければいけないのではないかというところで、まずはその原因を把握
するために必要な調査をする。



Q24：東洋大学のブランディングに、3 年後終わってしまう。文科省のスキーム自体が、
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こういうプロジェクトは受け取らないと聞いているわけですが、そうするとやはり全
学的なことの関心がテーマとしてうまく受け皿になるようなものになる必要がある。
もう一つ、学部が今度、国際観光学部になって、ここにいるメンバーが入るかと思う
のですが、この後の研究会はどういう扱いで、どういう格好で続けるか、終わりにな
るのかどうか。


A24：最初に始めるときには、このメンバーでやろうというのを出していますので、学
部が分かれても、観光とは一緒にやっていくというのは間違いないです。それがあと
3 年間です。その後、どういうフォーメーションでやるかはまだ決まっていないが、
観光学部の方でも恐らく何かこういうスキームで申し込む可能性もある。
ブランディングに関しては、ハードルが幾つかありまして、大学から外に出ていく
段階で一つ学内に絞る。それから、出ていった後、恐らく私の感触では、その分野で
日本で 1 番にならないと、恐らくブランディングは取れないと思う。大学の中で 1 番
になり、関心を持ってもらう。それから外で影響するようになる。この二つを付ける
ために、書籍を刊行し、学会賞も頂き、外にも知らしめる。それから内部でもいろい
ろ、今度 130 周年記念事業が来年度あるが、その一つとしてわれわれのセンターと国
際開発学会の共同で学会を開催して、新聞者や学内的にもアピールしていきたい。



Q25：いろいろな予算があるから、トライする潜在力はあると思いますけど。



十数年、何とか少しずつ力をつけてきたと思っています。このセンターも大変長い歴
史を持ってきたわけでありますけれども、蓄積が十分あると思う。ぜひそれを生かし
て、最初の方にテーマを拡大しているということでしたけれども、ぜひ展開をという
ことで、良い成果を出してほしいと思う。
以上
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平成 29 年度東洋大学国際共生社会研究センター評価委員会
日時：2018 年 2 月 28 日（水）
センター長挨拶
（北脇）

皆さん、こんばんは。年度末の忙しいところにお越しいただきまして、本当に

ありがとうございます。東洋大学国際共生社会研究センターの平成 29 年度の評価委員会
を開催させていただきたいと思います。
私は、センター長をしております北脇と申します。
よろしくお願いいたします。
まず、お手元の資料を確認させていただいて、それから座長の選出に入りたいと思うの
ですが、恐らく一番上には配布資料リストが載っていると思います。それを 1 枚めくって
いただきますと議事次第、それから、その次のページに評価委員の先生方の名簿、資料 1
となっています。その次に資料 2 とございますのが、昨年度の評価委員会の議事録でござ
います。もし何か齟齬等があれば、あとで事務局までお知らせていただければと思います。
それから、添付資料なのですが、クリップ留めになっている資料、
「研究報告書」という
ものがございます。これは日付をご覧になると分かりますが、3 月発行ということですの
で、今の段階ではゲラということでお配りさせていただきました。もし修正等があれば、
修正可能だという状況でございますが、今日に間に合わせて作ったものでございます。そ
れから、その一つ下に『持続可能な開発目標と国際貢献』という、ブルー、紫のような表
紙の本がございます。これはセンターが 5 年間の間に 2 冊出すというものの第 1 冊目でご
ざいます。それから、そのあと、いろいろ製本した資料でございますが、まず一番上に『国
際的なネットワーキングによる広域的な人材育成を通した SDGs に向けて』、これは 11 月
に行いました国際シンポの報告書です。それから、その次に白い『国際開発学会第 28 回全
国大会』とございますが、これはセンターの事務局等が中心となって行った学会です。国
際開発学会ということで、これもまたあとでご説明申し上げます。それから、その下に、
オープンセミナー「Disaster Resilience and Recovery」ということで、これはイタリアで行わ
れたワークショップのものです。そのあと、シンポジウムとして「途上国における水道事
業体の収益確保を目指した技術協力と水ビジネスの展開」、2 月 19 日、最近のものです。
それから最後に、これはケニアで行いましたワークショップ「持続可能な開発のために何
ができるか」、これらは全て今年度中にセンターが関係して行ったものでございます。詳し
い説明はあとの方でさせていただきます。
座長選出
（北脇）

それでは、一番上の資料を 1 枚めくりますと、議事次第がございます。センタ

ー長の簡単なご挨拶の後、座長選出となっておりますが、当センターの評価委員会の座長
は、例年、大垣先生にお願いいたしております。ご異議がもしなければ踏襲したいと思い
ますが、いかがでしょうか。
（一同）

異議なし。
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（北脇）

はい。それでは大垣先生、よろしくお願いいたします。

（座長）

大垣でございます。選出されましたので、務めさせていただきます。国際共生

社会研究センターは、名前のとおり、国際化、それから社会に関わるさまざまな課題、そ
れから、その運用といいますか共生の話、最近は●（00:20:23）です。
本日は、29 年度の成果のご報告を頂いて、改めて次の展開へ資する議論をどうぞよろし
くお願いします。それでは、センター長挨拶は、もういいのですか。
（北脇）

はい。結構でございます。

（座長）

それでは、研究成果と今後の展望について。

研究成果と今後の展望
（北脇）

それでは少しお時間を頂きまして、センターの全体のことをお話しさせていた

だきたいと思います。レーザーポインターは前のスクリーンを指しますので、お手元のス
クリーンと両方ご覧いただきながら進めていきたいと思います。研究成果と今後の展望と
いうことで、今までのセンターの歴史から始まり、あと 2 年続くセンターの期限ですけれ
ども、あと 2 年間何をするというところ、将来の展望までお話をさせていただければと思
います。
一番上のスライドは、復習になりますけれども改めてご説明申し上げますと、国際共生
社会研究センター（Center for Sustainable Development Studies）という名前で、文科省のいろ
いろな助成事業の助成を受けて設置されております。最初はオープン・リサーチ・センタ
ーというスキームだったのですけれども、このスキームが変わりまして、戦略的基盤形成
支援事業ということで、現在、進めております。文科の方もいろいろスキームを変えるよ
うになりまして、これから新しい戦略基盤の採択はなくなりまして、ブランディング事業
という事業に変わっておりますが、それもまた近々スキームが変わるようです。そういう
スキーム、補助事業が変わる中で、センターの生き残りをどう図っていこうかということ
で、継続のために新しい研究も進めているところです。現在のセンターは第 4 期、文科省
から 4 期補助金を頂いているのですが、現在も戦略的基盤形成支援事業により設置されて
おりまして、2019 年度が最終年度ということでございますので、あと 2 年ちょっとあると
いうことです。
現在のプロジェクト名は、当初、アジアを中心に研究を進めていたのですが、アフリカ
も含めて、
「地域に根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開発」という名前を設定し
まして、ちょうどセンターが始まる 2015 年あたりに開始されました SDGs（Sustainable
Development Goals）
、これを実現するためにセンターの研究を行っていこうということを考
えているわけでございます。お手元の本、単行本の朝倉書店からの本には、その名前、そ
のテーマをとりまして、
「フィールドから見た SDGs」というサブタイトルも付けていると
ころでございます。
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さて、そのセンターの特徴ですけれども、文科省が大学のスポンサーでありますが、文
科省の方でいろいろなことを考えております。その中の一つがスーパーグローバル大学創
生支援事業ということで、これは本学が全国 37 大学のうちの一つとして選ばれまして、グ
ローバル化を進めております。これとも非常にコラボしていきたい。それから、国際地域
学研究科の中にできたセンターという学内的な位置付けですが、その国際地域学研究科で
は、
「ABE イニシアチブ」でアフリカの学生さんを多数受け入れています。それからまた、
太平洋地域から「Pacific-LEADS」
、こういうところと連携を進めながら、アジア、アフリカ、
そしてオセアニアの研究をしたいと思っております。
受け入れ留学生はいろいろなところから来ておりますが、センターの活動としまして、
そういう大学との協定を結ぶということも、大学に成り代わって行っております。例えば、
ケニアのジョモ・ケニヤッタ農工大学、こことは、今、協定の最終段階で、包括協定と学
生交換協定まで進めているところでございます。それから、フィジーの南太平洋大学、こ
れも学生さんを頂いているところでございますが、そことも協定の話を進めております。
今後の話になりますが、実は来月にはサンパウロ大学の方にセンターからミッションを派
遣しまして、そことも協定を結ぶ。アジアに加えて、アフリカ、太平洋、ラテンアメリカ
に拠点をつくるという戦略的基盤形成という事業の名前に沿った研究をしているつもりで
ございます。
それから、JICA 案件との連携、これは POP ビジネス連携促進というスキーム、今は名
前が変わっておりますけれども、そういう仕事も JICA さんと一緒に行ってきました。それ
に加えて、民間からの助成金、三井物産研究助成、こちらの方も取りまして、ミャンマー
のインレー湖というところの環境改善をやっております。これは今週末からミッションが
現地に行くと思います。それから、研究成果を書籍として出版するということで、センタ
ー通算で 5、6 冊ぐらい、5 冊出しているかと思いますが、その中の一つ、過去に出しまし
た 2012 年出版の『国際開発環境』は国際開発学会で表彰もされております。お手元にある
のはその続編です。その他、国際シンポジウムは毎年行っている行事でございます。
そのセンターの概要といいますか、活動の構造を見ますと、最初から名前に冠している
共生社会というものですが、全センターでは内発的発展を中心にそれを考えていこうとい
うことでございました。それから発展しまして、途上国における社会形成の人材育成、社
会経済基盤形成、それから新しくビジネスという観点を持ちまして、プロジェクトタイト
ルであります「アジア、アフリカにおける地域に根ざしたグローバル化時代の国際貢献手
法の開発」ということにしております。
そして、その研究員の構成は、三つ輪がございますけれども、国際貢献はこちらにおり
ます松丸研究員がテーマコーディネーターをしております。それから、インクルーシブ・
アフリカ、
アフリカを中心に、
右側におります志摩研究員がコーディネートしております。
それから、もう一つの研究グループとして持続可能なビジネスということで、私の方がコ
ーディネートしている、こういう形で進めております。
他の組織との連携も図っておりまして、先ほど出てまいりましたジョモ・ケニヤッタ農
工大学とか、アジアにおいては現地のいろいろな大学と結んでおりますし、また民間企業、
それから留学生と一緒に現地での活動、それから国内外にいる客員研究員、それから東洋
大学の在外事務所、NGO、それから JICA さんのような援助機関との連携、そういうとこ
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ろでセンターが活動しているということでございます。
今日の本題でもあります、29 年度のセンターの主な活動はどういうものであったかとい
うことですが、東洋大学は今年度、創立 130 周年ということでございます。また、センタ
ーの研究員の大勢が所属しております国際地域学部、これが国際学部と国際観光学部に分
かれまして、二つの学部ができたという非常に大きな年でもございました。設立に当たっ
て、それぞれの学部の特徴を生かした上で、また、いろいろな地域から来ている留学生と
も一緒に、そういう地域の大学から要人をお迎えしようと考えまして、29 年度はフィジー
にあります南太平洋大学、十数カ国の太平洋地域の島国等を結んで遠隔授業等をやってい
る、そういうところから副学長さんも招きまして、国際シンポジウムを実施しました。
その報告書が、お手元にあります濃いブルーの報告書です。
「国際的なネットワーキング
による広域的な人材育成を通した SDGs の実現に向けて」ということで、これを開いてい
ただきますと、南太平洋大学の副学長であるデリック・アームストロングさん、彼はオー
ストラリア人だそうです。それから、JICA から内藤さん、専門員の方でございます。遠隔
授業ということで、いろいろな情報提供をさせていただきました。もちろん、私の方から
も、どのような事業をやっているとか、そういう話もさせていただきました。
これが毎年恒例になっております国際シンポジウムですが、次に大きなところとしまし
て、国際開発学会の第 28 回の全国大会を共催させていただきました。東洋大学では、2 回
目の国際開発学会なのですが、前回、10 年前は板倉キャンパスで春季大会をやったという
ことで、これは土曜日 1 日だけなのですが、今回は 2 日間、結構大変でしたけれども、セ
ンターの事務局が中心になって、いろいろな方々にお手伝いいただきながら白山キャンパ
スで全国大会を行いました。それはお手元の白い冊子になっておりますが、最近は論文の
本体はネットに上げるということで、これは概要だけの概要集になっておりますけれども、
盛況裏に終了させていただきました。
それから 3 番目は、これまでの研究成果を取りまとめて、センターの研究員に加えて、
JICA の方からもリソースパーソンにお願いして書いてもらったものでございます。お手元
に本があるかと思いますが、この表紙に出ております手押しポンプ付きの井戸の写真は、
私がモザンビークに JICA の技プロの立ち上げで行ったときに撮った写真ですが、そうい
う現場に基づいたものということで、執筆者の欄にございますが、JICA の方から岡田さん
に SDGs の概要を書いていただき、そのあと、それぞれの研究員が内容を書いたというも
のでございます。これも本年度の出版物でございます。
それから 4 番、これはちょっと珍しいということで色を変えてございますが、三井物産
の CSR でもあります環境基金研究助成というものがございますが、これにセンターとして
応募いたしまして、われわれが活動しておりますミャンマーの中のインレー湖、ちょうど
この地域で活動している NGO の方が本学の大学院生にもなっていらっしゃるということ
で、そのマッチングで、その地域を選んで活動しているということでございます。
それから 5 番目は、来週からの話になりますが、3 月には次年度の国際シンポの準備と
いうことで、ブラジルのサンパウロに行きまして、サンパウロ大学との協定を結ぶと同時
に、向こうの日系社会およびその国際援助機関と打ち合わせを行って、シンポジウムの内
容を詰めていこうと考えております。サンパウロ大学から研究者、または幹部の方をお呼
びしていくのと同時に、現地で日系社会ボランティアの方々の活動だとか、そういうこと
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も調査して、それをいかに SDGs につなげていくかというような観点から、来年度の国際
シンポをやろうと考えております。これは来年度の準備ということですが、それ以外の公
開講座、ニューズレター、年次報告書、その他は、前年度と同じように行っております。
そこで、研究員の紹介ですが、先ほど出てまいりました三つのテーマ、国際貢献のチー
ム、それから、持続可能なビジネスのチーム、それからアフリカと三つありますが、持続
可能なビジネスのチームには割と大きな変化がございました。新しいメンバーは橙色で書
いてございますけれども、今までビジネスの方は、観光の先生方が非常に多かったのです
が、観光の方は新学部になるということで、なかなか難しい面もございまして、新しく水
の分野ということで、水ビジネスということで経営の石井先生も研究員にお迎えしてやっ
ております。また、情報連携の花木先生もこのグループに所属していただいております。
それからアフリカのチームが、今、人数が減っているのですけれども、その代わり客員
研究員等でそれを補完していこうと考えております。客員研究員は、
観光系の矢田部先生、
アフリカの方の研究の伊地先生、それから、アフリカのグループに参加されていた杉田先
生は大阪大学に転任されましたので、今度は客員として入っております。
それから先ほど、
本の一部を書いていただいた JICA の岡田さんも客員となっております。それから退職さ
れた先生、それからフリッツ先生はスウェーデンの先生で、いろいろなメンバーが動いて
おります。それから RA は博士課程後期の学生さんです。
今年度の成果を数字等でまとめますと、ニューズレターを 5 回出しております。もちろ
んホームページの更新、それから国際シンポジウムの開催、それから水道事業体の方もビ
ジネスのグループで開催しております。それから、外でのワークショップは、ケニア、イ
タリア、来月はミャンマーでのワークショップを予定しております。それから、センター
ミッションとしてサンパウロ。それから、先ほどの本、三井物産の助成の採択もありまし
た。それから研究報告書、これは先ほど紹介しましたゲラの段階のものです。このあたり
はそのときの写真等を出したものですが、いろいろなところでいろいろなことをやってい
るということが分かるかと思います。
30 年度はどういうふうにするかということですけれども、研究は継続をもちろんします
し、またシンポジウムとしまして「日系社会を通じた SDGs の実現に向けて（仮）
」という
テーマで 30 年秋、11 月 23 日ぐらいを今予定しております。それから、他にも国際シンポ
ジウムを、東南アジアでこういったものもやる可能性がございますし、また最終年度に向
けて調査団を海外にも派遣するということも考えております。
最終年度は、やはり今までのラップアップ、それから次のセンターにつなげるというこ
ともございます。最終年度には、もう一冊本を出そうというふうに考えております。これ
がセンターの締めくくりと次につなげるというものであるかと思います。それから、国際
シンポジウム「アジア、アフリカにおける地域に根ざした実践的国際貢献に向けて」
、プロ
ジェクト名を冠したようなシンポジウムで締めくくろうかなということを考えているとこ
ろでございます。これは今までに出しているいろいろな書籍等でございます。
概略ですが、以上で終わりたいと思います。
質疑応答

5

（大垣）

はい。ありがとうございました。では、今の北脇さんのご報告に関して、どう

ぞ。
（A）

これからまた研究のお話を伺うことになると思いますので、それはもういいので

すけれども、第 4 期で 5 年間のプロジェクトとなっていまして、その 3 年目ですね。5 年
全体を展望されて、今、どういうフェーズにいらっしゃるのかという、ちょっと大ぐくり
なイメージを共有させていただければと思います。
それから、私が聞き逃したのかもしれないのですが、サンパウロ●（00:38:45）貢献でき
る、これから●されていく●、アジア、アフリカ研究センター●、サンパウロ、●理解を
●。
（北脇）

ありがとうございます。まず 4 期 5 年で、今年は 5 年度の 3 年目であるという

ことで、通常、初年度は、1 年丸々ないということもありまして誘導期間、あと 2 年で一
つまとめて活動してこういう本を出す、あと 2 年、またまとめて本を出すという、こうい
う 2 年の研究を一つにまとめて、成果として世に諮るということになっております。
次の 2 年を終えた段階で、これは今までのセンターは、延長、延長でいきました。これ
からどうなるか、文科省の補助事業の関係で難しいところがございまして、そのためにあ
と 2 年、今までから通算で十数年でやってきた、その締めくくりもしたいなというふうに
思っていまして、それもありまして、テーマとしましては、アジア、アフリカということ
になっているのですが、先ほど、サンパウロはどうかと、どうしてかということだったの
ですが、締めくくりもありますし、センターが、もしこのあと順調に延長できないとして
も、一応、地球を一周したい。アジアで始まったセンターですが、アフリカをおととしや
って、太平洋を去年やりました。これで一応、ラテンアメリカを入れますと、戦略的拠点
を世界一周できるという大風呂敷なところもありまして、それでちょっとサンパウロとい
う、当初の予定にないところが入ったというところでございます。
（大垣）

よろしいですか。他には。

（A） この本は全部で何冊ぐらい売れているというか、どれくらい売れているのですか。
（北脇）

実は、これの一つ前のものは開発学会からも賞を頂いたのですが、それは増刷

をしましたので、当初 1000 部・・・。何か統計ありますか。1000 部で、また増刷をすると
いうことで増刷しています。ですから、2000 部ぐらい発行したのですかね。今回も、そう
いうふうにしようと。
出したばかりですからまだ売れていませんが、増刷までいきたいと。
この手の本で増刷というのはなかなかないと思いますので、頑張っています。
（A）

大体、1000 は出ている。

（北脇）1000 は、当初の印刷。当初はそれぐらいでしたか。
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（事務局）

大体 1000 部ということで相談してやっておりましたけれども、残念ながら、

そこまでいかなかったものもありましたが、前回は比較的順調でございましたし、今回も
1、2 年かけてそれくらいに落ち着くのではないかなと思います。
（A）

ブラジルの大学はどこの大学。具体的な名前を。

（北脇）
（A）

サンパウロ大学。

（北脇）
（A）

サンパウロ大学です。

現地ではかなり有名な大学です。

規模は大きい。

（北脇）
（事務局）

大きいです。はい。ブラジルは、何人ぐらいですかね。
サンパウロ大学は、学部が約 6 万人。それから大学院が 3 万人で、本学より

だいぶ、国も大きいのですが、大きい大学で、ブラジル国内では拠点的な大学というふう
に聞いております。
（A）

三井物産の補助、支援というか助成は、どういう形で出ているのですか。

（松丸）

後ほど詳しく説明しますけれども、三井物産が持っている基金から、研究の助

成ということで幾つかのテーマを出して、そこに申請をして、それで頂くということにな
っています。後ほど詳しく説明します。
（大垣）

他によろしいですか。

（B） 私から一つだけ、後で出てくるのかもしれませんけれども、南太平洋の大学の遠隔
授業をされていると。これはどこかの単位が付くようなものなのか、それとも、ある意味
公開で講義しているということなのか、どういうタイプの。
（北脇）

南太平洋大学は、元々太平洋の島国で、一つの国に一つ大学がつくれないよう

なところがありましたので、フィジーに本部を置いて、あとは拠点をいろいろなところに
置いて、13、14 カ国ぐらいに通常の授業として遠隔教育をやっているというところで、JICA
さんもかなり支援されているところです。ちょうどわれわれも東洋大学の中で遠隔事業と
かテレビ会議とか、いろいろ始めておりますので、そのシステムを参考にさせていただき
ながら、最近、
文科省の方でも遠隔授業に対する規制が若干緩くなっているようですので、
通信課程ではなく通学過程として遠隔教育をやる、そういうさきがけのところを勉強させ
ていただきたいということもございまして、そこを選んだところでございます。
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（B）

コンテンツを提供したということではない。

（北脇）

そうではなくて、そのシステムを勉強させていただいたということです。

（大垣）

ありがとうございます。他になければ、よろしいでしょうか。

それでは、各テーマ別の研究成果報告に移りたいと思います。まず、国際貢献から。
各テーマ別研究成果報告
テーマ：国際貢献
（松丸）

国際貢献テーマのテーマコーディネートをしております松丸です。よろしくお

願いいたします。
このあたりは前回と同じなのですけれども、国際貢献は全体のテーマのうち、今まで積
み上げてきた研究成果をベースに、その成果を広く展開し、いかに国際貢献に結び付ける
かということについて研究を行っております。
具体的には、どのような支援手法を取れば発展メカニズムを促進できるのか、開発促進
に必要な人材をどのような枠組みで育成していくのかなどについて、現場での活動を基本
に研究していく予定でございます。同時に、具体的な国際貢献プロジェクトも行っていき
たいということで、この具体的な国際貢献プロジェクトが、先ほど話に出ました三井物産
環境基金から助成を頂いているプロジェクトになっています。
研究メンバーは、ここにあるとおり荒巻、岡村、岡本、柏崎、松丸、藪長という研究員
に加えて、金子、久留島、島野、藏という客員研究員、あとは井上、加藤、柴田という RA
からなる研究メンバーで研究をしております。
今年度の研究活動ですけれども、テーマ全体としましては、一番大きなものは、先ほど
から何回も申し上げておりますけれども、ミャンマー国インレー湖における住民主体で実
践的な循環型環境改善手法の構築という、三井物産環境基金から委託助成を頂いている実
際のプロジェクト。その他に、ワークショップの開催ということで、これはイタリアのカ
メリーノ大学でのワークショップと、来週実施を予定しておりますミャンマーでのワーク
ショップを開催する予定でございます。各研究員が現地調査の実施、研究成果の学会等で
の発表、センターが実施したシンポジウム、ワークショップへの協力や共催した学会との
協力をしております。
三井物産環境基金研究助成金の獲得ですが、これは去年の評価会で、こういうのに応募
していて、かなり良い線までいっているというお話をさせていただいたと思うのですけれ
ども、先ほど申しましたように、地球環境、資源循環、生態系共生社会というこの三つの
テーマと、それに加えて人間社会のつながりという四つの全体をカバーするようなテーマ
で研究の公募がございまして、NPO、大学、研究機関といったところが連携してやるよう
な形での研究を奨励しているというものです。
今回は、ミャンマーで活動されている地球市民の会というところと共同で実施していま
す。お金の流れとかいろいろ、大学が直接受けると面倒くさいところもありますので、今
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回は幹事会社としては地球市民の会が幹事団体として契約等をしていただいているのです
けれども、われわれ松丸をはじめ、北脇先生、岡本先生、荒巻先生、眞子先生がメンバー
となって、
地球市民の会と一緒に活動をしています。どちらかというと学術的な面からの、
いろいろな検討、支援を東洋大学が行っていて、現地で活動している地球市民の会は、住
民の参加促進であるとか、実際の現地でのワークショップであるとか、そういうところを
担っていただいているという状況でございます。
研究の内容は、環境問題が深刻化しているインレー湖ですけれども、なかなかデータが
ないところなので、データを取って、データを基に住民を教育するというか、住民の意識
を変えていきながら、パイロットプロジェクトをやっていくというような内容になってい
ます。今年度は、全体で 3 回現地調査を行っています。6 月、8 月、これからやる 3 月とい
うことで、1 回目、2 回目は水質調査、コミュニティ調査、今回は環境教育のワークショッ
プをメインに行います。今年度の研究成果としては、水質や水位の変化の把握、汚染源等
の把握、地域社会の現況把握というようなことを行っております。
簡単なのですけれども、水質の調査の結果とか、水位の変化などを、このような形でま
とめています。左側の水質調査結果を見てお分かりになるかと思うのですけれども、6 月
が乾季で、8 月が雨季なのですけれども、赤、黄色が多い。乾季の方が赤、黄色が多くて、
水質が悪いというようなことが分かります。当たり前のことなのかもしれませんけれども、
こういった、実際にわれわれが計測して、データを取って、そういうことを示しながら、
住民の意識改革を行っていきたいというふうに考えているところです。
これも実際の現地調査の例で、水質汚染の原因であるとか、平均世帯所得なども、今、
計算しているところです。こういったデータをもって、来年からはより具体的に現地でで
きるような活動を考えていくということを考えているのが、このミャンマーでの実際のプ
ロジェクトでございます。
あと、ワークショップですけれども、一つ目は、イタリアのカメリーノ大学で 7 月に柏
崎研究員と私が行いました。これは、2016 年 6 月にイタリアの中部で大きな地震がありま
して、それの復興過程を勉強するということで現地に行ったときに、現地のカメリーノ大
学において開催させていただきました。大学院生 20 名ほどが参加して、比較的活発な議論
が行われたと理解をしております。もう一つが、来週、3 月 7 日、8 日、9 日にかけて行わ
れるインレー湖における環境教育ワークショップで、これは先ほどのプロジェクトの一環
として行われるものですが、岡本研究員、眞子研究員、柴田リサーチ・アシスタント、そ
れから私が参加する予定です。初日 7 日はインレー湖周辺住民に対する意識啓発活動のワ
ークショップ、2 日目、3 日目はホテル等の事業者に対する意識啓発のワークショップを予
定しております。特に 8 日はインレー湖地区を担当する大臣も参加される予定ですので、
比較的大きな、
影響力のあるワークショップが開催できるのではないかと考えております。
個人の研究活動は研究報告書に詳しく書いてありますけれども、基本的には昨年度の活
動に加えて、新たな活動を取り入れています。特に、先ほど北脇先生からもお話がありま
したように、
「Pacific-LEADS」でありますとかで留学生等との連携も深めています。例えば、
荒巻研究員の観光産業者の廃棄物管理、学校での観光教育といったところは留学生ととも
にやっているところでございますし、藪長研究員のガンビアの現地調査も欧米の研究員と
共同とやっているようなところでございまして、そういったことも積極的にしている状況
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です。
今回、今年度、いろいろなところに研究員の方が行かれているのですけれども、こうい
った感じで、ミャンマー、フィリピン、スリランカ、イタリア、ドイツといったような形
で海外出張を行っております。
研究成果の発表例としては、イタリアでの現地調査の結果を、日本災害復興学会である
とか国際開発学会で発表しておりますし、今後は、多分、ミャンマーの研究実践的な活動
の研究成果も発表していけるというふうに思っています。来年度は、ミャンマープロジェ
クトの継続に加えて、もう一本ぐらいテーマで共同研究を発掘していきたいというふうに
思っています。今考えているのは、インフラ整備系ですとか、福祉であるとか、そういっ
たものの社会システムのところを、できたら来年度あたり、テーマを決めて、次のセンタ
ーに続く形でテーマの共同研究を最終年度あたりに立ち上げられれば、その次に続くかな
というふうに思っているところでございます。
以上、駆け足でしたけれども、国際貢献テーマの報告でした。
（大垣） はい。ありがとうございます。これは、どうしましょうか。全部終わってから。
（北脇）

そうですね。

テーマ：持続可能なビジネス
（大垣）

では、次に持続可能なビジネスに関して。

（北脇）

それでは、再び私の方から説明させていただきたいと思います。

全体のテーマの定義はよろしいかと思いますけれども、途上国を開発するときに援助で
あれば、どうしてもスポット、スポットになりますので、広げにいくためにはビジネスと
いう観点が必要だということは共通の認識になっているかと思います。持続可能なビジネ
スを通じて、途上国の支援を行うということでございます。今まで観光開発を中心にビジ
ネスという観点から進めていたのですけれども、先ほど申し上げましたように、今年度か
らは水ビジネスということを新たなテーマとしてやっているということでございます。
その中で、国際シンポジウム、ついこの間、2 月ですが、
「開発途上国における水道事業
体の収益確保を目指した技術協力と水ビジネスの展開」ということで、これが今年度の大
きな活動内容であったかというふうに思います。これは第 1 回ということで、いろいろテ
ーマを毎回変えながらやっていくのですけれども、無臭水対策というのを、第 1 回として
取り上げております。そのメンバーですけれども、こちらにありますように、石井教授が
新たに加わったということもありますので、こういう水というのを中心に取り扱いたいと
いうことになっております。観光の先生方も、一応、残っているのですけれども、活動と
しては今年度は水ということが中心だったかと思います。
その中で、特に水ビジネスに関する官民連携ということも中心に考えておりまして、本
学の中の産官学連携推進センターというのがございますが、そちらの方からもご出向いた
だきまして、やっているところでございます。それから、先ほどのインレー湖の関係はこ
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ちらの方とも関係しておりまして、水ビジネスとソーシャルデザインに関する研究という
ことで、連携しながら国際貢献のグループと一緒にやっているというところで、そこでも
ソーシャルビジネスだとか、社会調査とか、そういうところもやっています。これは眞子
研究助手と松行客員研究員が、このグループとしてやっております。
それから、ビジネスという切り口から RA の松島さん、ケニアにずっと長いこといらっ
しゃいましたけれども、研究テーマとして取り扱っているところ、これをセンターとして
もバックアップしていこうと。特にケニアはジョモ・ケニヤッタ農工大というところと協
定も結びましたので、それもてこにしてやっていきたいというふうに思っております。
一番大きな活動としましてシンポジウムがございますが、こちらにありますように、日
置さん、松本さん、土田さん。松本さんは、昨年の 9 月に本学でドクターをとられた、特
に水道の不明水、無収水の専門家であります。ちょうどそのテーマに合わせてシンポジウ
ムを組んだということもあります。それから、いろいろな業界からのパネリストです。こ
の中では、業界の中で話せないような、本当に途上国の水は飲めるようにしなければいけ
ないのかという議論もふっかけて、結構、盛り上がったものになりました。
そのときの発表内容の幾つかをご紹介しますと、これは、松本さんの JICA 案件の中での
いろいろな一コマです。それから、これは厚労省の方から、こういう世界の水ビジネスの
動向がございましたし、それから、その他産業界から、いろいろな情報とか案件の概要等
がございました。その中では、これは JICA さんがやっているいろいろなプロジェクトも紹
介されました。われわれは、こういう中で技術的なところとかマネジメントでいろいろ支
援していきたいなと思っています。
来年度以降は、第 2 回のシンポジウムをどうするかというのがございますが、一つのテ
ーマは産官学連携ではないかと。大学として産業界、それから官側と連携する、こういう
シンポジウムを行いたいと思いますし、またいろいろな出版活動、研究活動等もしたいな
と思っております。
個々の研究員の活動につきましては、この研究報告書の中に示しているところでござい
ます。簡単ですが。これで終わりたいと思います。
（大垣）

ありがとうございました。では、次にインクルーシブ・アフリカ。

テーマ：インクルーシブ・アフリカ
（志摩）

テーマコーディネーターをしております志摩と申します。どうぞよろしくお願

い申し上げます。メンバーは、頭書きにございますように 4 人でやっておりますが、先ほ
ど、北脇先生もおっしゃったとおり、杉田先生が他の大学に移転されましたので、今は 3
人でやっております。
実は、このテーマのところだけ、他の二つのところと一つ大きく毛色が違うところがあ
りまして、それは何かと申しますと、他の二つは、テーマで何となく研究の分野というこ
とで切られているのですけれども、ここのテーマについては、テーマではなく、エリアで
決まっているのです。アフリカで何か研究をしましょうということで決まっているところ
が一つ特徴であります。従いまして、エリア、アフリカ地域というそこの地域の中でいろ
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いろな分野の研究をしているメンバーが集まって、何か今までの既存の学問分野を越えた
新しい知見が得られないかということで、ずっと活動を続けています。
今年度ですけれども、どんなことをターゲットにして活動してきたかと申しますと、実
は昨年度の評価委員会のときに、ジョモ・ケニヤッタ農工大学、先ほどからご説明申し上
げておりますとおり、協定を結んでいるわけですけれども、そことの関係をさらに強化し
ていきましょうということを本年度の目標として掲げておりまして、それを基に本年度の
活動をしてきました。大きく活動の成果といいますと、国際ワークショップの開催。二つ
書いてしまっているのですけれども、2017 年 2 月というのは昨年度の実績です。失礼しま
した。今年は 2018 年の 6 月に、かなり大きなワークショップを日本で開催しました。それ
と合わせて、先ほど北脇先生からも、今後の活動を見据えて研究分野を広げていくことが
大事だということがありましたけれども、それに資するべく、研究員による個別研究も進
めてきた次第です。
ごめんなさい、一つ目のワークショップ、ここは恐らく去年の評価委員会のときに、だ
いぶお話をさせていただいたかと思いますので省略させていただきますが、そのときから
の展開と申しますと、ワークショップに続いて、去年の 2 月にワークショップを行った後
に、向こうの大学の先生方と共同研究をしたわけですけれども、その成果を書籍の一章と
してまとめましたというところが、それ以降の大きな達成であったかと思います。
今年度のもう一つ、チーム全体としてやった目玉の部分は、国際ワークショップをジョ
モ・ケニヤッタ農工大学で、これはしかも学生ワークショップとして、6 月、ジョモ・ケニ
ヤッタ農工大学で開催いたしました。お互いの国の中で、持続可能な開発に向けてどのよ
うなことを私たちができるだろうかとうことを、学生同士、お互い交流して考えていきま
しょうというお話でして、2 日間にわたって開催いたしました。ちょうど参加した学生の
人数も、ほぼ半々ぐらい。12 対 13 ぐらいだったかと覚えていますけれども、両大学から
学生が参加いたしました。
ワークショップの成果は、
「Student Agenda for JKUAT-TOYO Collaboration」という形の文
書で、全部で 19 点の論点を、僕たちにとって、私たちにとって、これが、こういうことが
できるのではないかということでまとめてもらいました。これは実は 2、3 時間ぐらい、
喧々諤々と現地で議論してまとめています。その成果もあって、ワークショップのあと、
なかなかお互い去り難きというか、わずか 2 日だったのですけれども、ほぼ、涙、涙の別
れに近いような状態になったと。それもまた一つの成果だったのではないかと、個人的に
は思っています。
個別の研究成果につきましては、時間の話もありますし、また研究報告書もございます
ので、ハイライトだけご紹介させていただきますけれども、まず私の向かって左側におり
ます坂元先生は、国際経済学、マクロ経済学、経済協力論のご専門でいらっしゃいますけ
れども、今年度は研究成果として 3 本の論考、あるいは書籍を刊行いたしました。特に、
その書籍に中では、中国の対外援助に注目いたしまして、特に最近アフリカ地域で存在感
を増していますので、ブルンジ、ケニア、マラウィにおいて、中国の対外援助ないし資金
協力などがどのような状況にあるかということを、かなり精緻に分析しております。大変
手前味噌ですけれども、私は杉田先生、花田先生と一緒にマサイ族の集落に向かいまして、
私は専門が都市計画ですので、そこにある伝統的な居住空間、マニアッタと呼ぶのですけ
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れども、そこの実測を行いまして、どのような空間構成になっているかということを、少
し解明してきたところであります。
ごめんなさい、いろいろ飛ばしますが、杉田先生は文化人類学がご専門ですけれども、
特に水衛生に注目しまして、先ほどと同じフィールドで水のアクセスの向上が生活にどの
ような影響を与えるか、そのようなことをまず一つのテーマとして研究をしています。そ
れに加えまして、月経衛生管理、MHM という呼び方をするようですけれども、それについ
て、これまで杉田先生が継続して研究されてきましたウガンダに加えて、日本も含めた世
界各国で調査をしてきているということです。
もう一人のメンバーであります花田先生は、高等教育の専門家でいらっしゃいますけれ
ども、高等教育のパートナーシップがアフリカ地域においてどう変わってきたかというこ
とを、かなり精緻に調べています。そうしますと、これまでは、先進国からアフリカに対
しての地域間のパートナーシップというものが主流であったものが、地域内パートナーシ
ップという呼び方をしていますけれども、アフリカ内でのパートナーシップが広がってき
ていると。実は、われわれが協定を結んでいるジョモ・ケニヤッタ農工大学も、この地域
内パートナーシップの一つの拠点となっているわけですけれども、そういう動きが見られ
ることを指摘しております。
さて、来年度以降に向けてどのようなことをということでありますけれども、冒頭で申
し上げました本年度の目標、JKUAT、ジョモ・ケニヤッタ農工大学との共同研究をやって、
お互いの協力関係をさらに進化させましょうという目標については、二度と盛っています
けれども、インフレ気味ですけれども、6 月のワークショップ、ないし 2 月のワークショ
ップを行いました。それと共同研究の成果を書籍の一部として取りまとめてきたと。その
ようなところをもって、深い関係ができ上がってきたかなというふうに思います。
また、この研究成果を通じて、チーム全体の 5 年間の目標であります分野横断的な論点
が、少しずつ構造化されてきたようにも思います。例えば、マサイコミュニティの、先ほ
どのマサイ集落の話でいきますと、
マサイの伝統宗教の裏にある人類学的な背景、ないし、
それをさらに強化するような教育システムなどということが分かってきたというところが
あります。
そのような成果を踏まえながら、来年度以降、どのようなことをしていくかといいます
と、研究分野をさらに広げる。向かって 1 人飛んで藤本先生が、新しく加わってくださる
ということもございます。地理学の専門でいらっしゃいますけれども、そのようなことも
ありまして、さらに分野を広げていきましょうと。それとともに、対象地もケニアに限ら
ず、さらに拡充していって、インクルーシブな開発に向けた論点というものを考えていき
たいと、そのように考えております。
雑駁な報告で恐縮ではございますが、以上とさせていただきたいと思います。どうもあ
りがとうございました。
質疑応答・講評
（大垣）

はい。ありがとうございました。それでは、質疑応答に入りたいと思います。

講評も含めましょうか。はい、加藤さん。お願いします。
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（加藤） ●（01:10:43）
。全体として非常に意欲的な研究をされていると思うので、内容に
ついてコメントする部分はございませんけれども、あと実務を使って●（01:11:01）
、こう
いう研究活動が私ども、あるいは、日本の産官学全体の国際貢献にどういうふうに貢献し
得るかという観点から、幾つかご質問とコメントをさせていただきたいと思います。
一つは中身についての質問、まずは単純な話からですけれども、最初のインレー湖の話
ですけれども、これまで水質の汚染について●（01:11:30）されていて、それについて対策
等についてはこれから地球市民の会と連携して考えていくというお話でございましたけれ
ども、既に、どのような持続的な改善手法というものを展望されているのかという話をで
すね。それから、助成が終わったあとに、それをどのように生かしていくつもりなのかに
ついて、展望をお聞かせいただきたいというのが一つ質問です。
それから、二つ目の水ビジネスのところは、非常に、近年ビジネスの中でも水というも
のに着目されたことは慧眼であるのではないかと思って、敬意を評したいと思います。私
が言うまでもない話でありますけれども、水の問題の重要性は言うまでもありませんけれ
ども、日本には豊富な資源もありますし、新しいテクノロジーもできているし、日本企業
さんの関心も強い部分であるということです。先ほど、ワークショップやシンポジウムの
参加者のプロフィールを紹介いただきましたけれども、本当にコンサルタントさんとか、
自治体さんとか、いろいろなところが入って、産官学がまさに結び付くような機会を提供
されていることについては、敬意を評したいと思います。
これについては、講評という話ではなくてむしろ質問なのですけれども、水分野で日本
企業さんが海外に出ていって、日本企業さんにも役立ち、かつ SDGs に貢献するという図
式をわれわれは描いておりまして、それを●（01:13:04）のためにいろいろなことをやって
おります。例えば、企業さんをお招きして、グループでこういうニーズがありますという
ことをご説明するような催しさえやっているわけなのですけれども、そういう実際に企業
活動に結び付く例というのはそんなにまだ多くないと思っていまして、どうしたらその最
初の障壁、コストの障壁、情報の障壁、あるいは人的資源の障壁を乗り越えられるのか、
その辺について何か、これまでの研究を通じてご助言がおありであれば、教えていただき
たいと思います。
それから、これはやや不適切な発言かもしれませんけれども、私どもも、NPO さんが、
水に限らず、途上国にビジネスとして展開していただきたいということを奨励せんがため
に、いろいろな、一種の補助金的なものをやっているわけですけれども、日本の企業さん
とセンターの皆さん、まさに学と産が連携して、そういうところにアプライしていただく
ような、そういうところに発展していく可能性があるのかどうかということについて、教
えていただきたいと思います。
三つ目は、全体的な話なのですけれども、最終的に全てのプロジェクトに共通していた
と思いますけれども、学生さん、留学生、特に「ABE イニシアチブ」などの学生に使って
いただいて、共同研究のパートナーにしていただいているのは素晴らしいと思うのですけ
れども、最終的には、JKUAT がその典型ですけれども、自発的に自らの問題を見つけ出し
て解決していくような力を付けていただくというのが、恐らくわれわれの目的だと思いま
すので、ぜひ留学生とのパートナーシップを重視していただきたいと思います。
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ただ、それと同時に、どういう形で JKUAT なり、他のパートナー大学の研究者たちが自
ら技術的に発展をして研究能力を高めていくようにできるのか。どうしたらそういう能力
を付けていくことができるのかについて何かあれば、この研究活動の経験から得られた教
訓を教えていただければと思います。長くなりましたけれども、以上です。
（大垣）

はい。ありがとうございました。たくさんありますけれども。

（松丸）

最初のインレー湖についてですけれども、インレー湖のプロジェクトは 3 年間

のプロジェクトでございまして、今年度始めたばかりです。元々3 年間のうち、1 年目に現
況把握、2 年目に対策の立案、3 年目にパイロットプロジェクトというふうに考えておりま
して、今、現況把握が終わったところで、どのような持続的な改善手法があるのかという
ところなのですけれども、これは、はっきり言ってちょっとまだ考え中というところがあ
ります。ただ、インレー湖は浅くなっていまして、流域からの土砂流出によってかなり浅
くなっているということがありますから、そういった土砂の関連のことは、まず少し考え
なければいけないということと、あとは浮き畑で結構大量の肥料を使っているので、その
農業生産の手法を少し変えていかなければいけないのではないかということが、生活排水
を垂れ流さないとかということの他にも、必要なことなのではないかなというふうに考え
ているところはあります。
それもあって、いろいろなもののコンポスト化であるとか、良い循環型の農業をどう推
進するかというパイロットプロジェクトも今想定しておりますので、そういったところを、
来年、少しずつやっていって、うまくできたものについては、3 年目にそれを広めていき、
その広めた形が終了後も持続的になればいいなと思っています。
すごく希望的な観測なのですけれども、これは三井物産研究助成というものを頂いてお
りまして、その他にプロジェクトの実証を助成するというのもありますから、研究助成で
できたいいところを、今度は実施のプロジェクトの助成を取っていきたいなというふうに
思っているところです。以上です。
（大垣）

はい。ありがとうございます。次は、水ビジネス関連。

（北脇）

はい。ビジネスのグループの中に水の要素を入れて、どういうふうに攻めてい

こうかと、内部でもいろいろ議論しました。その結果、JICA さんをはじめ、いろいろなと
ころでビジネスとして外に出るためのいろいろな仕組みをつくったり、助成制度をつくっ
たりしていると。その中で、うちはどう差別化していくか。
そういう意味では、例えば専門性を入れたり、それから分野横断的な広がりを入れたり
ということがうちの特徴かなと思いますので、例えば、漏水、無収水対策、これはドクタ
ー論文も出していますし、その人脈もある。それに特化して一回やってみようかなと。そ
れでやって、いろいろ実務者と議論しました。おっしゃるとおり、いろいろなコンサルタ
ント、メーカー、それから援助機関、自治体、まさに業界団体の集まりのようなイメージ
はあったのですが、そこで議論している内容は、業界団体の中での議論とは全く違って、
例えば先ほど言いましたように、途上国ではお金が問題になるのでダウンスペックしなけ
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ればいけない。飲める水が本当に必要かと。実務でできないような議論ができると。
その中で、自治体の方は、飲める水は日本の文化だというふうにおっしゃっていたので
すが、その日本の文化を相手に押し付けること自体が適正技術ではないのです。そういう
ところをわれわれも議論して、リバース・イノベーションといいますか、リバース・ドリ
ブンでいかにやっていけるかと。そういう実務でできない議論ができるところが大学の使
命かなというふうにも思っております。これは、これからも続けていきたいと思います。
それから、参考までに、うちのセンターではないのですが、外で私も代表の一人になっ
ているのですが、適正技術フォーラムというのを始めまして、そこでいかに日本の技術を
not adopt but adapt できるかという議論を、既に始めたところでございます。
それから、3 番目の学生、特に「ABE イニシアチブ」をどう使うかと。
（加藤）

現時点のパートナーシップと自立支援を。

（北脇） はい。JKUAT とは、実は 4 月から恐らく客員研究員になられる福岡大学の松藤
先生とも話しているのですけれども、福大もそこと協定を結んだそうですし、いろいろな
ところが今結んでいます。向こうにしてみたら、日本からいろいろな援助とかお金とかを
引き出したいなと思ってやっているはずなのですけれども、日本側として、要するに援助
国会議があるように、ジョモ・ケニヤッタ大学との協定を結んでいる大学同士で、特に環
境分野等を中心にして、日本側の中で横の連携を持ってやっていかないと、例えば岡山大
とかいろいろなところがやっていますけれども、日本側が一つになってやることが必要か
なと思いますので、日本側での横の連携を図っていきたい、呼びかけたいなと思っている
ところです。
（加藤）

ありがとうございます。

（松丸）

あと、海外と大学との研究協力を推進する、財団の方にお金を出すとか、この

前、言っていましたよね。
（北脇）

実は学内事情なのですけれども、本学の中でも、海外の大学との連携研究を推

進したい。なぜかというと、国際共同研究をやっていると、Scopus の論文にも出しやすい
ですし、そうすると大学の機運も上がると、ちょっとスケベ根性なのですけれども、そう
いうことで本学としても研究推進部の中では海外共同研究を推進したいなと、今、話を詰
めているところです。
（加藤）

ありがとうございます。

（大垣）

他にはどうですか。

（柿崎）

私の方から、今、出てきたところで、やはり従来の観光がメインであった体制

を転換して、水、あるいは水道事業、あるいは交通といったところへ入っていく。まず一
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つは、その変化というのは当初の計画と、どのぐらいインパクトがあって、健康に対して
どれぐらい、全然、あまり影響がないのか、それとも、●（01:22:14）変わるのかというの
をお聞きしたいです。
それからもう一つ、やはり今日の今の、先ほどのあれのような、全体としては、やはり
水に対する問題が非常に浮き上がってくるような感じで、特に水ビジネスというのは、僕
は経営学ですからビジネスということがあって、特にアジアでのビジネスの中で、ソーシ
ャルビジネスもあるのですけれども、僕らはどちらかというとまさにビジネスそのもので、
タイとかベトナムの工業団地に進出する、あるいはそこでのベンチャーなどを見たときに、
実は●（01:22:54）という会社があって、工場で使う水が、設備があってきれいで、水道で
やればいいというのではなくて、やはり循環させている設備の耐用問題なのです。そうす
ると、現地の水の質が悪ければ、すぐに詰まったりして使えなくなってしまう。それを解
消するために、いわゆる微生物を使ったり、いろいろな形の技術開発をしていくというこ
とが一つあると思うのです。
ですから、水の質が悪いというのは、確かに飲料水とか上下の問題もあると思うのです
けれども、ビジネスで見れば、逆に言えばその問題がやはり非常に大きくて、エアコンを、
例えば壁に掛けるものを作ったとして、そのエアコンのために大量の水を使うわけで、そ
れが、設備そのものが非常に質が悪くて、駄目になってしまって、電気が来てもしょうが
ないというふうな●（01:23:57）がありますよね。それがまず一つです。
それからあともう一つは、やはり水の質、水質というのが三つのプロジェクトの中でか
なりキーワードになっていて、水の質の考え方というのは、やはり地域によってだいぶ違
うのではないかなと思います。僕は、昨日中国から帰ってきたのですけれども、上海から
杭州の奥に行ったときに、表は非常にきれいなのですが、中にちょっと入っていったらも
のすごい下水の臭いがしたのです。ですから、ある意味では、それぞれの地域性というの
がものすごく水質に影響を与えていて、その国のポリシーとか開発計画とか、そういうも
のによって、かなり水質というものが見えてくるのではないかと思います。
そういう意味では今回、観光からもう一つ加えたというのは、プロジェクト全体として
は、
かなりプラスに働く部分があるのではないかなと考えていますが、いかがでしょうか。
（北脇）

かなり苦しいところでもあるのですが、実は観光の先生が忙しくなったという

のも非常に大きな要素で、観光学部が独立しましたので、これはセンターをつくるときに
予想ができなかったことでして、本学は学部、大学院ともに、ご承知のとおり、かなり機
構改革をやっていますので、そういう意味では、観光の先生方が半ば引かれたというとこ
ろは、センターにとっては大きなことです。
ただ、その代わりに、方針転換ということで、私もたまたま水の専門家ですし、本学は
水の専門家が非常に多いものですから、そちらの方でビジネスという観点から強化をして
いきたいなというふうに考えたところです。
それから、水と言いましても、水の専門家がいらっしゃるところで釈迦に説法なのです
けれども、本当に広いです。上下水、工業用水とか、本当に何でもありますので、本学の
リソースでできるところを攻めていくしかないなということで、研究者がいる分野、それ
から、私自身は適正技術の研究なのですけれども、そういうところで途上国に切り込んで
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いける。そういう、他ではできないことをやっていきたいなというふうに思っていますの
で、それ以外の技術的な開発のところとかは、他学部の先生方も研究をされていますけれ
ども、センターの内部としては、今、センターができる部分からやっていこうかなと思っ
ているところです。
（大垣）

はい。

（柿崎）

またまたビジネスにこだわるのですが、援助とビジネスというのを、どう皆さ

んの中で使い分けるというと違うけれども、国際貢献といわれている、そういう意味で
JICA と言ったけれども、JICA のポジションがビジネスで支援するものなのか、何かちょっ
と違うかなと思うし、この水問題は援助的なものにどうしても寄ってしまう。ビジネスと
してもうけてくるという感じがあるものなのかという、そこが。新幹線をつくってもうけ
ますという方がまだ分かりやすいけれども、水が通ってもうけられるのかというのはちょ
っと、基本的によく分からない部分があります。そういう意味でいくと、援助のスキーム
なのではないかというのが出てくるのではないかという気がします。
それから、アフリカについてあれすると、中国が今、非常にアフリカに出ていっていま
すので、中国のアフリカ対策と比べて、日本のある種の対応というのは、非常に私は断片
的になったり、後れたりしているのではないかと思うのです。それぞれのテーマがアフリ
カの場合はあるのだということなのだけれども、それぞれのテーマで対中国問題というの
をどういうふうに扱おうとするのか、日本側がどういうふうに反撃に打って出ていくべき
なのか、その辺の方針を示してもらえるといいかなと思うのですけれども。
実態もわれわれは新聞で見ているだけで、まさにいろいろなところに港湾施設を中国が
援助してやって、返せなくなるとそこの利用権を取ってしまうというので、結局、99 年、
租借するような話で、香港みたいな話になって、100 年というのはすぐにたってしまうの
かもしれませんけれども、かなり違う構造が入り込んでいるときに、どう日本の援助だっ
たりそういうものをすべきかという何かお考えがあれば、聞かせてもらいたいと思います。
（北脇）

はい。非常に大きなことかと思いますが、何年か前に援助大綱がかなり変わっ

て、名前も、国の援助方針もかなり変わって、単に援助ではなくてビジネスにつなげよう
ということで、JICA さんの方もいろいろビジネスのサポートをするような援助スキームを
かなりつくられました。これは JICA さんだけではなくて、環境省とか他の省庁の方もつく
られていますし、また一方で MDG をサポートするための援助スキームというものを、各
省庁が競って今つくっている段階であると。
援助というのはスポットですけれども、ビジネスは広がりですから、その広がりのとこ
ろをわれわれサポートしたい。実は JICA さんのスキームも、他の省庁のスキームも、側面
ではサポートしているのですが、なかなかうまくいかない。うまくいかないところは、ど
うしてうまくいかないかというのを、われわれの方もサポートしたいなと。金がない中で
苦労しながら、われわれも実際に、センターとしてもインレー湖だけではなくて、BOP ビ
ジネスも 2 カ国、バングラとカンボジアでやってきましたけれども、やはりうまくいかな
い。そういうノウハウの蓄積、また失敗学という、それを現場にフィードバックしていき
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たいなと。
それから、中国も、今は研究のレベルでも、お金のレベルでも、技術でも、もうかなり
日本を抜いている部分もある。一方で、今までからやってきた適正技術のような、非常に
安かろう、悪かろうというのが残っていて両面持っている、非常に分厚い技術、ノウハウ
を持っているのが中国なので、学ぶところは学ぶと同時に、ぜひ戦えるようにしたい。た
だ、中国もご存じのように、いろいろ危ない仕事もしていますので、そういうところは、
われわれは入っていけませんけれども、実務の人が言えないようなことも研究の中に取り
込んでやっていきたいと思うのですが。ちょっとお答えになっているかどうか。
坂元先生。
（坂元）

先ほど、私の方で中国の援助について本を出すというご紹介を頂きましたけれ

ども、一応、われわれのグループの中での中国の研究の位置付けというのは、私自身がマ
クロ経済、国際経済学ですので、アフリカを全体的に見て、どういう開発リソースがある
かと考えて、なるだけ、力不足なのですけれども、政府まで降りてくると、ミクロのプロ
ジェクトへとつなげると。ちょっと力不足で私はそこまでいかなかったのですけれども、
そういうマクロ的な見方。それから、国際経済学をやっていますので、これは当然、内発
的にもですけれども、外圧的、外からの影響というものもある。そうすると、当然、アフ
リカの場合は援助が非常に大きな比重を占めていますので、それで日本の援助を。アフリ
カの場合は今、圧倒的に中国の影響がすごく出ているので、どうしてもそれに直面せざる
を得なかったということで、中国の方まで手を出したというところではあります。
その過程で、日本の援助がかなり現地に即した形で改革してきたと。これは欧米諸国の
影響なのですけれども。その一方、新興援助ドナーとして中国、それからアフリカの場合、
実はインドもかなり多いというところがあるので、まだ私の力不足ですけれども、今回出
した本では、むしろ中国の人に対しては、そういう欧米主導、日本主導の現地に則した、
内発的発展に目配りした援助のやり方というのを、そういう経験を踏まえて書いていて、
中国の悪い面もある意味書いているということで、そういう形で研究の成果を今回まとめ
たというところです。
ですから、アフリカチームとしては、マクロ的に見るのは私だけですので、ちょっとま
だ力不足ですけれども、もうちょっと財政およびプロジェクトにも降りていって、つなげ
ていきたいなというところで、そういう意味では、中国の援助は非常に困っている状況に
は今あるというところで、少なくともそれを知る必要があると。
（柿崎）

誰が困っているのですか。現地の人？

（坂元）

まず、現地も困りますし、先ほど言われましたように非常に債務の負担がもの

すごく大きくなって、いわゆる内発的発展をぶち壊すような、ある意味では巨大な援助。
（柿崎）

彼らが金を借りる●（01:34:35）。

（坂元）

欧米諸国および日本は、もうやはり内発的発展をするのを見ながら、援助の量
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は減らします。それから、質を現地に則してという形でやっているのですけれども、その
枠組みの外に中国もインドもいますから、過程として、非常にみんな今困っているという
ところにはあるかなというふうに思いますので、そういう悪い面もあるということ。それ
から、日本および欧米の非常に良い経験を、今後、発信していく必要があるのかなという
ふうに思います。
（柿崎）

この、今出ているスライドは、どういうあれなのですか。ジャパニーズアーミ

ー、チャイニーズアーミー。かなり刺激的なあれだと思うのですけれども。
（坂元）

これはジブチで日本の自衛隊が、まず基地を設けて、これは別に軍事的という

意味よりも、海賊対策でつくっているのです。それに対して中国も同じく、中国の場合は
あるとき新たに港をつくりまして、そこに大規模な支援をしてというので、この国の GDP
の数倍を超えるかなり大規模な援助をしているという意味で、日本と中国の比較という意
味で、これを書いたというところです。中国の援助があまりにも大き過ぎて、ジブチが中
国の軍港を提供しているという状況になっているというような内容になります。ジブチは
アーミー、アーミーという形で比較した形ですけれども、ケニアとマラウィの場合は、日
本の援助が非常に内政発展に則した形で援助している。それに対して中国の場合は枠外か
ら大規模な援助をしているというのを、コントラストに書いているということです。
（大垣）

時間もありますので私から。一つは、アフリカのジョモ・ケニヤッタ農工大学

と、日本のいろいろな大学がネットワーク的な関係を持っているのですが、アジアの JICA
のプロジェクトで SEED-Net というのが昔あって、アジアの大学のネットワークと日本の
大学のネットワークおよび人の派遣、教員や研究員の派遣をしたプロジェクトが長く続い
たのですけれども、そういうのをアフリカ版的に、あるいはケニア版か何かで目指してい
くというのも。構想が大きくて、お金はちゃんと JICA が出してくれなければいけないので
すけれども、面白いのではないかなということがあって、それぞれの大学が個別にやると
いうのは規模が制限されますから、そういう国際大学院共同教育のある分野に関して、仕
掛けをつくるというか、目指すということもできるのではないかと。
それからもう一つ、水ビジネスの件なのですが、正直ちょっとどこに焦点があるのか分
かりにくいので、柿崎さんがご指摘のように、例えば工業用水の水を確保するために、そ
こに処理薬剤を売るとか、ずばりストレートに日本のビジネスにつなぐ、現実にそういう
会社はいっぱいある。その一方で、上水道のシステムはもう公営に近いようなところが地
元の財政の中でやる、そこにももちろんビジネスチャンスがあると思います。それから、
アジアの国なのか、アフリカなのかで、ベース・オブ・ピラミッドみたいなところでの日
本の最新技術を使ってやるとか、いろいろなビジネスの姿がある。それが正直、たまに見
えればよかったなという。例えば、ベトナムの下水道の細菌汚染などだと、蛇口に紫外線
を付けてもらうというようなことも手法としてはあるわけで、水質基準は別に●（01:39:15）
しょうけれども。そういうビジネスのどこを、全部やるのか、その辺の絵が見えるといい
なと。
幾つかあるのですけれども最後にあと一つだけ、インレー湖の件ですけれども、これも
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先ほど、観光は違う分野のあれだということでしたけれども、水質調査をされて基本情報
を得るというところはいいのですが、最終はどこにいくのかご説明がなかったような気が
して。例えば、湖を観光的な資源として使うまでにしたいのか、それとも、住民の衛生環
境なのか、どこにインレー湖の水質改善の目標があるのかが、ちょっと曖昧かなと。以上、
気が付いたところです。
（北脇） それでは、最初の SEED-Net、情報をありがとうございました。本学の客員研究
員をジョモ・ケニと協定を結んでいる大学からも迎える予定ですので、その辺でいろいろ、
SEED-Net をモデルにしながらアプローチしてみたいと思います。
それから、水ビジネスの焦点はということなのですが、実は今、センターが中心として
いるアフリカの、特に村落地域では、水道メーターを導入するというステージなのです。
われわれの「ABE イニシアチブ」の学生も、水道メーターを入れるときの支払集約とかタ
リフ・ストラクチャーとか、水道メーター自身の漏水対策だとか、そういうところをやっ
ておりますので、今回のシンポでも水道メーターメーカーさんの方も来ていただきまして、
その辺の情報を交換したところです。小さな会ではございましたけれども、割と焦点は無
収水、それからその対策としてのメーター漏水対策に一応絞ったつもりですけれども、今
後も何か焦点があって、他であまりやっていないようなところを中心に、やっていきたい
と思っております。
（松丸）

インレー湖なのですけれども、これは岡本先生からお話ししてもらった方がい

いのですが、何十年前でしたか、20 年ぐらい前でしたか。20 年ぐらい前までは、住民は水
を汲んでそれを飲み水にしていたとか、そういう状況でした。それが今はもう全くできな
い。どこまでを改善目標にするのかというと、そこまではきっと戻せないだろうというふ
うには思っています。今、インレー湖は観光地で、湖上にコテージができたりしています
ので、少なくともそういったところの利用者に、水はきれいだよねというふうに思っても
らうのは維持したいなというふうに思っていて、今もまだそのレベルにある。このまま放
っておくと、それが危なくなってしまうのではないかというふうに思っているところです。
そういった、最低限、今を維持しつつ、より良くしていくためにはどうするかというのを
考えるのが、われわれの目標かなというふうに思っているところですけれども、
岡本先生、
コメントをお願いします。
（岡本）

一つの目的として、水質が悪い、悪いというような意識はあっても、なかなか

実は具体的に住民、かつ、その周辺のいろいろな主体、アクターが分かっていないと。な
ので、具体的な行動につながってこなかった。さまざまなドナーはいろいろなプロジェク
トを長年やってきているのですけれども、実はそれが必ずしもグラスルーツのレベルにつ
ながっていなかったというところがありますので、このプロジェクトでは、その水質汚染
の三つの原因、一つは土砂体積による水の少なさ、もう一つは化学肥料を多用するような
タイプの農業、もう一つは生活排水なのですが、そういうことがこれぐらい影響あるのだ
よということを、住民、グラスルーツのレベルで啓蒙活動というところからスタートする
形になるのかなと思っています。
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それを受けて、プロジェクトとしては、例えば土砂体積に関しては植林活動を皆さんで
やりましょう。
もう一つは、
コーディネーターの方からもお話がありましたように循環型、
要は有機農業、減農薬。完全有機ではなくても少し農薬を減らすような形の農業をパイロ
ットプロジェクトとして行って周辺に広めていく。実際にこの地域で出たものが、今現在
少しずつ、
ヤンゴーンの首都の方にも流れるような、出口もあるような形で寄与していく。
生活排水に関しては、研究レベルではなかなか難しいので、これを続けていると良くなる
よという啓蒙活動レベルになると思うのですが、そういうところからスタートしていくと
いうことが必要なのではないかなということで、今、進めているような状況です。
（柿崎）

汚染源というのは生活排水ですか。工場、農業用水。

（松丸）

眞子先生、どうなの。調べてきて。

（眞子）

眞子です。要は、ちょうどこのスライドのところなのですけれども、見ていた

だくと分かりますが、COD が非常に高いエリアが北の方にあるのですけれども、ここにニ
ャウンシュエという一番大きな町がありますので、そこの生活排水によって、この辺が比
較的高いのではないかと。ここに一つだけ大きな水路がありまして、ニャウンシュエから
流れはじめています。ですので、そのため高いのではないかと。
ただ、中央の方にいくと、ここは少し誤差があるのですけれども、本当に大変きれいな
というか、下が見えていたりとか、非常に濁度も低くてきれいなところなので、生活排水
からくるものも大きいとは思われます。
あともう一つは、少し見づらいのですが、周りに少し緑色のエリアがあると思うのです
が、ここが実は浮き畑をしていまして、これは農業をやっていまして、トマトを栽培した
り、
ナスを栽培したりしているのですけれども、
そこに中国産の肥料を入れているのです。
中国産の肥料というのは、結構、虫がつかないとか、かなり効果は出るのですけれども、
環境汚染までは全く考えていないものを、結構、住民がいっぱい使っているということで、
窒素、リンとか、もう少ししっかり調べなければいけないのですけれども、この辺ではそ
ういうのが高いのではないかなということで、今年度始めたばかりですので、来年度はも
う少しそういうところもやって、水質調査をやっていきたいと思っております。
ホテルも百何カ所ありますので、観光地ということで、そこのし尿が入ってくるという
ことも今回確認できました。
これがそうです。このままホテルから出ていたりしますので、
これも問題ではないのかなと思っています。
（柿崎）

飲み水はどうしているのですか。飲み水はどこから。ホテルの飲み水は。

（岡本）

飲み水は、結局、湖の水が飲めなくなりましたので、森の方に水源があります

から、そこから引っ張ってくるような事業を、それこそ NGO さんがたくさんやっている
ような形です。もう一つは、そういうものが届かいない村の場合には、結局、町からボト
ルウォーターを買って飲んでいるというような状況です。
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最大水深でも 3m ぐらいということですから、現地を知らないのであれです

（松尾？）

けれども、水質を改善するのはそう簡単ではないと思います。ですから、それで活動の目
的をどこに置くか。住民の衛生環境を改善するということも、
し尿処理も要るわけですし、
何かそこのポイントがどこにあるかというのを明らかに、整理していただけると。
（北脇）

お弁当が出ていますので、どうぞ。

（柿崎）

6 月と 8 月で水面の大きさは変わらないと、雨季と乾季だと先ほど言われたの

は。
（松丸）

これはあれでしょう。グーグルマップに載っているから、水面は変わっていな

いのでしょう。
（眞子） そうですね。●（01:48:30）を少し、●とかそういうことができていなくて、同
じ地図の上に落としているので、●の面積は大きくなっているのかもしれないですけれど
も。水位は 1m ぐらいです。
（松丸）

実際には、乾季の方がかなり沖までいっているというか、水が遠くまでいって

います。元々8m とかと言っていたでしょう。
（眞子）

そうです。元々昔は 8m あったということで、今回、検査キットは 10m ぐらい

潜れるものを持っていったのですけれども、実際使ったのは 1m で、かなり余ってしまい
ました。非常に水位が低くなってきているのが問題です。
（大垣）

現地の協力機関はあるのですか。水質分析をしてくれるとか、場所を提供して

くれるとか。
（松丸）

きちんと水質分析ができる機関はあるのだよね。調べたときに。最初に。

（眞子）

どこまでをきちんとしたと言うかですけれども、大学研究機関ではあるとは思

うのですけれども、今回、私たちは簡易キットを現場に持っていって、簡易キットではか
なり誤差はあるかもしれませんが、高いか低いかぐらいは見られますので、それでチェッ
クしました。今後は、そういうところの機関とつながってやっていきたいのですけれども、
一度お話をしたら、やはりミャンマーという国がかなり難しい国でして、研究機材の大き
いものを入れると政府がそれを自分たちで牛耳ってしまうというのがあって、なかなか貸
してくれないとか、そういうことがあるというのを少し聞いています。
（大垣）

はい。ありがとうございます。

（北脇）

どうぞ、お弁当が来ておりますので。
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（大垣）

食べながら。

（柿崎）

中国産は虫がつかない。併せて肥料の被害●（01:50:38）。

（眞子）

現場にあるのは、タイ産と中国産は確認したのですけれども、タイ産は比較的

高いということで、中国産は安くて効果があるということで、そちらを好んで買われるみ
たいなのですけれども。その肥料がどれぐらい水質汚染をしているのかというのを実は調
べたいという話がプロジェクト内でもあったのですが、それを調べるところがないという
ことで、今後それをどうしていこうかと。
本当はその中国とタイでどれぐらい違うかとか、
日本のものに変えた場合にどれくらい水質汚染が減るかとか、そこまで比較できたらかな
り面白いかなと思ったのですが、今のところそれができていない。
（北脇）

最近の傾向として、イギリスのプラクティカルアクション、昔の中間技術開発

センターなどは、湖のホテイアオイを集めていかだを作って、そのいかだの上に若干土を
乗せて浮き畑の農業をやると。そういうことで、ホテイアオイの回収と、例えばバングラ
ディッシュのような洪水時期は農業ができないところで洪水時期にも農業をやると、その
一石二鳥を目指した案件もやっていますよね。
（柿崎）

それは育てることができるのですか。

（北脇）

それはホテイアオイでいかだを作って、その上に土を乗せますので、普通の土

で育てるものは何でも育つのです。それ以前は、浮き稲といって、水位が深くなるにつれ
て背丈が伸びる稲がありますけれども、あれは収量が少ないので、それ以外の作物を作る
ためには、そういうことをバングラディッシュでやっています。
（柿崎）

魚の養殖とか、そういうのはやらないのですか。

（北脇）

湖は琵琶湖よりちょっと小さいぐらいですかね。ですから、養殖も囲えばでき

ると思いますけれども。
（松丸）

やってる？

魚。

（岡本） 養殖は、実は一時期試されていたのですが、今、政府が禁止している状況です。
（北脇）

ふーん。

（柿崎）

汚れるから。

（岡本）

外来種みたいなものが増えてしまうので、それが理由で禁止したということで
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す。
（北脇）

ふーん。

（松丸）

ちょっと話は戻るのですけれども、先ほど松尾先生がおっしゃっていた、援助

と国際貢献と水道のところの水ビジネスで、本当に水ビジネスにつながっているかどうか
分からないのですが、RA で加藤さんという社会人の方がドクターを今年取ったのですけ
れども、彼は長大というコンサルタントにいて、今、ミンダナオで PPP の事業をいっぱい
やっているのですが、その中に水道のプロジェクトがありまして、そこは PPP で現地のロ
ーカルパートナーと日本のコンサルタントが組んでやっているのですが、FS 調査のお金を
日本の JICA の資金とかを使ってやっているのです。
そうすると、FS をきちんとやるとそこそこお金がかかるので、その部分のお金が節約で
きる分、投資額が減る。あとは、日本の援助できっちり FS をやっているということで、お
金が借りやすくなるというのがあって、今、水道を、15m ぐらいのダムを造って、取水し
て整備しているのですけれども、そういったものが民間企業の資金でどうにか成り立って
いるということもあるので、そういうところにうまく日本企業が入っていけたら、そんな
に大きなビジネスにはならないと思うのですけれども、援助とうまくつないで、シードマ
ネーみたいな形で援助ができるというようなことがうまくいくようになれば、国際貢献手
法の一つとして、いけるのではないかと思っています。
実はそういったことを、岡村先生もいらっしゃるので、インフラ系との共同研究として、
次に何かやっていきたいなというふうに思っているところなのですけれども。水に限らず、
他の、そこは省水力発電とか風力発電とか、同じようなことをやっていて、比較的うまく
いきそうな感じであるので、そういうところを来年度あたりから考えていければなという
ふうに思っているところです。
（柿崎）

そういう意味でも、うまいモデルが一つできるといいですね。

（松丸）

はい。

（松尾？） 北脇さんが最初に言われた●（01:55:52）大きな全体の動き的に、海外での支
援の方法で一つまとめて、もう一つは人材育成。人材育成は分かりやすい。支援の方法と
いうのは今みたいな話を全体を通して、その辺を意識しているという理解でいいですか。
（北脇）

そうですね。今、いろいろなスキームが、出ては消えしているわけですよね。

特にビジネスに関しては、官側のサポートというのは、自分たちがビジネスをやらないわ
けですから、どうやっていいか分からない。それから、ビジネスをやろう、進出しようと
している企業の方も、実力があるところはもう既にやっているわけです。だから、これか
ら出ていこうとしているところは中小企業とか、経験のないところが多いので、それも失
敗が多いと。一方で、先に出て、もうある程度進んでいる大企業の方は、ノウハウですか
ら一切教えないと。そういうところは大学の中である程度ノウハウを蓄積して、中小企業
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とか、これから新たに外に出ていこうというところに情報提供したり、コンサルテーショ
ンしたりとか、そういうことはどんどんやっていきたいなと思うのですけれども。
（松尾？）

北九州市が地元の企業、事業者に研修したり。

（北脇）

北九州とも、水道の分野ではいつも一緒にやっていますけれども。

（柿崎）

世界の水ビジネスとかでいうと、日本の大会社といわれているところだって小

企業ですよね。そういう意味では、どのレベルのビジネスを対象にするのかとか、難しい
というのか、地方によっても全然違うのではないかと思いますけれどもね。一応、大企業
といわれていても、国際的に見れば小さなビジネスです。だから日本の中で中小企業とい
うところは、全然、規模が違い過ぎるのではないかという気がするけれどもね。
（北脇）

公的支援をするときに、中小企業というのは、結構、地方の中小企業も多いで

すから、そうすると地方の議員の方々が、うちの地元の企業をといってプッシュしてくる
場合が結構あるので、平等もいいのですけれども、チャンピオンを送り出すという考えも
あるかと思います。
（松尾？） 一時期、
「日の丸水ビジネス」などといわれた、あれはフランスの Veolia など
に対抗するような、あれは完全に日本国内で実績を、例えば東京都水道局を経営している
ような会社が世界に出ていけば可能なのですけれども、日本の場合は公営企業だから、そ
れはできないというのがあの当時の話で、その水ビジネスを、向こうに会社をつくって、
民間企業として実績を積んで出ていくというような仕組み。それはだから、先ほど申し上
げたように、ここでの議論とはちょっと違う、そこを考えているわけではないでしょう。
（北脇）

この間のワークショップでは、東京都から出てきた水道サービスという会社で

したか、そこにも来ていただいて、局の方に来ていただいたのですけれども、その会社の
ことも説明いただいたのですが、そういうのは、大学の方でこういうフィールドに根ざし
た研究というのとは、ちょっと違うかもしれないですよね。
（松尾？）

インクルーシブ・アフリカの話は、文化人類学の人と協力されているのです

か。
（志摩）

はい。それぞれうまいこと補完し合っているなという感じが実はしていて、極

めてざっくりいくと、私は目に見えるものを、人類学の先生、教育学の先生は目に見えな
い社会的な部分を解明していただくということで、今のところ少しずつ進んではいる感じ
なのですけれども、やはり調査の方法など、人類学の先生にお願いすると、私も同じよう
な社会調査をすることはできるのですけれども、分析もやはり深くて、まだきちんとすり
合わせてはいないところはあるのですけれども、そういう意味ではすごく相乗効果がある
なと感じていますので、来年以降もさらに、地理学の藤本先生に入っていただいたりしな
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がら分野を広げていこうかなとは思っています。最後、まとめ切れるかどうか、自信のほ
どは・・・ではあるのですけれども、何とか。
（松尾？） 居住区間の構成などは非常に近くて、テーマが重なり合うのではないかなと、
素人ながら思っています。
（志摩）

いえいえ、まさにおっしゃるとおりで。はい。教育の話なども、寺子屋みたい

な感じの、まさに木の下で学校が開かれていたりなどもして、実はそれがフォーマルな小
学校教育と補完し合うみたいな感じでありまして。そういうのがあるだろうと予想して、
伝統的な居住空間、集落の読み解きをしましょうという課題を、実は設定してはいたので
すけれども。ですので、また新しい課題を設定して、さらに深めていきたいと思います。
（柿崎）

そういう場合に、アフリカというのは一くくりにはできないと思うのです。

（志摩）

まさにおっしゃるとおりです。

（柿崎）

そういう面ではどう、対策だったり。

（志摩）

そこは相当難しいところで。

（柿崎）

例えば、新しいアフリカ学ではないけれども、学問の分野を一つつくりたいと

かと言われたら別だけれども、そうなるならばいいけれども、何か●（02:03:20）気がしま
すね。
（志摩）

まさにおっしゃるとおりだと思います。当然、同じ集落の中でだって、隣に行

けば全然違う様相があるわけですから。
（柿崎）

どうそれを見るかというのは、日本の集落の違いと、距離感だけではないかも

しれませんけれども、方言の違いで見たり、地域の違いがどれくらい際立っているのかと
か。
（志摩）

おっしゃるとおりなのです。それで来年は、吉と出るか、凶と出るか分からな

いのですけれども、今回、英領のアフリカに、ケニアに行っているので、ちょっと仏領に
も手を出してみるかなとか、内部では検討を始めているところでは、実はあります。また
私のところにセネガル人の学生が来ましたので、まさに仏領アフリカの。それがどう出る
か、やや、ばくち的なところもあるかもしれないのですけれども。
（大垣）

やはりビジネスと先ほど松尾先生がおっしゃったように、ここでいう支援とい

う部分がどうかというのはすごく僕は興味があって、違うというので終わってしまうのか、
それとも何がどれだけあるのか、そこがやはり関心というか、ぜひ、ビジネスと、それか
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ら支援という関係を考えていければ。
（北脇）

支援の場合は相手が欲しいものをこちらのお金でやってあげる、ビジネスの場

合はこちらが売りたいものを相手に買わせるみたいな、相反するようなところもあります
ので、その辺、重々研究していきたいと思います。
（柿崎）

あと 2 年間、18 年度、19 年度はフルに使える。

（北脇）

そうですね。その後が、今のスキームが戦略基盤という援助スキームがないの

で、どうしようかということで、一時、ブランディング事業というふうにも考えていたの
ですが、これも、文科省の方もそのスキームもなくなるかもしれないということで、その
あとのセンターの活動をどう継続させるかというのを、今考えている最中です。
（柿崎）

ブランディングなどと言うと、やはり国際学部だけではなくて少し幅を持たせ

て、大学全体のプロジェクトとして取りにいくとかね。
（大垣）

さて。

（柿崎） ●（02:06:50）
、そういう小さいのにもっとどんどんプロポーザルを書いて、支援
をもらって、継続するものをやっていくということはあると思うのですけれども、どうで
すか。
（北脇） 今までも、JICA にプロポーザルを書いたりしていましたし、当初からの目標の
中に入れていましたが、かといってこう・・・。
（柿崎）

環境省の何だったか、地球何とか基金で、あれは大学などは出せないの？

（北脇）

大学が出している大きなものもありますが、ただ、それは出したことだけをや

るということで、分野がかなり限られてきます。ですから、こういう今の戦略基盤みたい
に、かなりいろいろな分野の研究者がいるプラットフォームみたいなものに対する支援と
いうのは、文科省の方からは少なくなってきて、どうしようかなという。来年度あたりか
ら本格的に考える予定です。
（松尾？）

環境省の環境研究推進事業は。ただ、あれは完全に環境行政にニーズが合う

ものというのが基本的な。
（北脇）

そうですね。

（柿崎） これは環境ニーズが中心だったので。SDGs などももう少し、日本の会社も今そ
ういうのに、社会貢献的なことに関心が高くなってきていると思うから、世の中的には●
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（02:08:50）
。
（北脇）

そうですね。特に各省庁が今、競って SDGs の支援のお金を付けているようで

すので、その辺はフォローしてみたいと思います。
（大垣）

では、時間もそろそろですけれども。よろしいですか。

（北脇）

どうもありがとうございました。

（大垣）

どうもありがとうございました。私が遅刻いたしまして、どうもすみません。
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大垣眞一郎

（水道技術研究援センター

評価委員

加藤宏

（国際協力機構

松尾友矩

（東洋大学

常務理事）

柿崎洋一

（東洋大学

経営学部

教授）

中北徹

（東洋大学

経済学部

教授）

研究員・客員

理事長）

理事）

北脇秀敏（センター長）、松丸亮、荒巻俊也、藤本典嗣、藤稿
亜矢子、呉海鍾、沼尾波子、岩崎真紀、金子彰、久留島広守、
眞子岳
敬称略

議事録
北脇センター長より評価委員の方々へ挨拶があり、評価委員長（座長）が大垣先生となっ
た。
I.

北脇センター長より「これまでのセンターと今後の展望」について発表
1.

北脇センター長より、配布資料および議事録について説明があった。特に、採択され
た内容について重点研究推進プログラムについて説明があった。さらに配布資料の
冊子の内容について、簡易的に説明があった。

2.

北脇センター長の発表より平成 30 年度の研究活動について報告があった。特に、重
点研究推進プログラムや JICA との連携、三井物産の研究についても話があった。シ
ンポジウム「ラテンアメリカ」についても説明があり、出版書籍へ反映する。

3.

発表に伴う質疑応答



Q1：センターのアウトプットとして論文はあるのか。



A1：重点研究の申請書に記載されている。特に論文の２重線のもんはスコーパスに掲
載されている。松丸研究員の論文は本学の中でも検索歴が最も高い



Q2:文科省の予算はいくらか。



A2：現在は半額が文科省であり、総額 2700 万円である。重点研究の計画（10 ページ）
には、学内予算は少なめに設定してある。来年度は潤沢の予定である。



Q3:重点研究の予算は足りるのか。



A3:潤沢であると考えている。戦略研究の予算もあるので、問題なく研究を実施できる
と考えている。
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Q4：３本柱の１つの国際貢献の貢献の中身はなにか。



A4: 申請書の３ページに記載してある、空間的、時間的の箇所にアジア、中南米など
地域について記載している。トピックも多様にあり。三井物産の CSR にも貢献してい
る。ODA、NGO などの活動にも貢献していきたい。松丸研究員より、今年度までの国
際貢献の研究方法や、外部資金による研究活動について報告があった。国際貢献の手
法について研究を実施しており、来年度は適切な国際貢献手法についていきたい。ま
たプラットフォームなので、三井物産の活動助成にもアプライして、研究で明らかに
なったことを実務に活かし、貢献していきたい。



Q5:国際貢献の教科書やエッセンスを抽出して、取り組む・指針みたいなものを作った
価値があるのではないか。



A5:研究の取りまとめや指針については、現在書籍に取り纏め、SDGs への貢献につい
て取りまとめる予定である。



Q6:三井物産の予算とは



A6:ミャンマーインレー湖の水質改善を実施している。ミャンマーインレー湖において
三井物産の CSR のプロジェクトとして、現地で研究を実施してきており、NGO が代
表となり、三井物産環境研究金のプロジェクトに参画日している。松丸研究員の発表
で詳細を話す。



Q7:地域的な研究、アジアから中南米へ研究。グローバル的になってきた。そのグロー
バル化の中、広がりがでてきて、どのような認識をしているか。



A7:センターだけではなく、大学としてもグローバル化が必要となってきる。円了先生
も世界を 3 周しており、学祖の思想にも近づいてきていると思う。協定校やアフリカ
の学生、卒業生がいる。今後人材を活用して世界展開していきたい。



Q8:東洋大学の中での SDGs の関わりタスクは何か。



A8:大学は SDGs に注目している。重点研究も SDGs の項目で研究予算を獲得した。
SDGs に関する研究を大学で募集し、本センターが採用された。東洋大学では SDGs へ
貢献するセンターとして、貢献していきたい。重点研究では他に、哲学や福祉なども
あるが、SDGs 達成に向けた研究であるため、横ともつながりを持って研究を実施し
ていきたと考えている。
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II.
1.

各テーマコーディネーターによる発表
松丸先生より国際貢献グループの研究報告がおこなわれた。それに続き、北脇先生
より持続可能なビジネスとインクルーシブ・アフリカの研究報告、重点研究推進プ
ログラムの説明があった。

2.

質疑応答
（敬称略）



Q9:アジア・アフリカ・ラテンアメリカを実施してきたことを評価する。SDGs への貢
献はイタリアで実施している松丸研究員の研究を東日本大震災に活かすことができる
のではないか。先進国であっても SDGs の研究が活かせると思うがどうか。



A9:開発途上国では新しいビジネスもある。研究を実践に活かしたビジネスも多くされ
たいる。JICA でも BOP ビジネスが SDGs というスキームへ変更になった。ビジネス
のチームでは企業からの問い合わせもあり、まだ案件としては実施できていないが、
国内の企業との連携も実施し、我が国における SDGs にも貢献していきたい。



Q10: SDGs の目標に向かって達成していかなければならない。センターの達成となに
か。課題はなにか。



A10: 大学は研究機関であるの、SDGs 達成に向けた手法を明らかに貢献していきたい
と思う。本センターはモノづくりは実施していないところは、SDGs への貢献が難し
いが、分野横断的な研究を実施し、SDGs に貢献していきたいと思っている。
本センター途上国の研究が多いが、これまでの研究では日本国内の環境改善に活かせ
ると考えている。センターの関係者で日本の開発投資がどのように実施され、国内で
どのように影響しているかという研究もある。
日本は少子高齢化であり、開発途上国のような拡大している人工を比較するのは難し
いが、途上国で実施していた研究については、多くの分野日本で活かしてきている。
インパクト評価をしていきたいと思う。インパクト評価を実施することにより、SDGs
への貢献度は定量的にわかるのはないかと思っている。



Q11：大学のインプリメンテーション。サステイナブルビジネスなど大学として企業
へのサポートや貢献とはどのようにできるのか。公的機関は最後ビジネスは難しいの
で大学ができないか。



A11：大学は人材育成を実施している。理系とはことなるが、文系の場合は、モノ作り
がないため、高度人材の育成と社会貢献であると思われる。また研究とビジネスでは
研究を追求した内容を企業へ提供し、win-win なビジネスを通じた社会貢献ができると
思われる。企業とは別視点のアドバイスができる。



Q12：東洋大学国際共生社会研究センターとして適当なパートナーについてどう考え
るか。



A12：産官学連携で SDGs への達成に貢献してきたい。
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Q13：プラットフォームとして、色々な分野をマネージメントするのは難しいのでは
ないか。プラットフォームとしての成果はどのように出すか。



A13：各研究員が資金を調達していく。もちろん成果物として論文も執筆していく。各
個人がプロジェクトを実施している、実施していくが、研究費をもって



Q14：プラットフォームの具体的な理念がわかりづらい。SDGs は 2030 年までの政策
としてよいが、大学にとっては短いと思う。例えばアフリカはこれから人口を増える
ということに基づいた社会課題を解決するプラットフォームのように、全体を通した、
ただ SDGs だけでなく、高い目標やキーワードを見つけ、SDGs に縛られない研究を実
施して欲しい。



A14：重点研究では２０－３０－３７をターゲットとしている。本学独自の数字で書い
ているが、ターゲットイヤーは必要と考えている。プラットフォームについて、どの
ように研究を実施していくか、具体的に考えていきたい。



A15:なぜイーストアングリアか。



Q15:世界ランキング 190 位であるため。またイギリスは開発学としても有名であり、
イーストアングリア卒業生もいる。身近であるため協定を結んで共同研究や学生交換
もしていきたい。



日本の国内の大学との連携は？



日本の大学との協定校は少ない。連携大学院はあるが、単位互換はあるが、共同研究
をする方は、科研費のプロジェクト（テーマ）などによるものだと考えらえる。学会
での交流がそのような位置づけであるある。
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国際シンポジウム

「グローバル時代の国際貢献」
International Symposium

International Contribution in the Era of Globalization
報告書
2015年 12 月 11 日 （金）
December 11, 2015 (Friday)
井上円了ホール （東洋大学白山キャンパス）
Inoue Enryo Hall,
Hakusan Campus, Toyo University, Tokyo, Japan

主催：東洋大学国際共生社会研究センター
Organized by: Center for Sustainable Development Studies, Toyo University
共催：東洋大学学術研究推進センター、東洋大学大学院国際地域学研究科
Co-Organized by Center for Academic Research Promotion, Toyo University
Graduate School of Regional Development Studies, Toyo University
後援：独立行政法人国際協力機構
Supported by: Japan International Cooperation Agency (JICA)
文部科学省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology-Japan
“Supported Program for the Strategic Research Foundation at Private Universities”

東洋大学国際共生社会研究センター
Center for Sustainable Development Studies
Toyo University

国際シンポジウム
「グローバル化時代の国際貢献」
International Symposium
International Contribution in the Era of Globalization
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I.「開催趣旨とプログラム」
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B. シンポジウムのプログラム
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II.「センターの新しい活動について」
New Mission and Vision of the Center
北脇 秀敏 （東洋大学副学長、国際共生社会研究センター長）
Prof. Hidetoshi KITAWAKI （Vice President of Toyo University, Director of Center
for Sustainable Development Studies, Toyo University）
III.「持続的開発目標 (SDG) とこれからの日本の国際貢献」
Sustainable Development Goals and Japan's International Cooperation: What, Who,
and How?
加藤 宏 （独立行政法人国際協力機構 理事）
Mr. Hiroshi KATO （Vice President, Japan International Cooperation Agency）
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Ⅰ．開催趣旨とプログラム
A. シンポジウム開催の趣旨
Purpose
B. シンポジウムのプログラム
Program

─3─

シンポジウム開催の趣旨
Purpose

センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにおける地域に根ざしたグローバル化時代の国
際貢献手法の開発」のもと「研究拠点を形成する研究」の観点からアジア諸国を中心とする国内外
の研究拠点の形成と連携とに重点を置いた活動を行う予定です。さらに途上国協力においてポスト
MDGs の新たな指標となる、持続可能な開発目標（SDGs）の実施に向けた国際貢献のあり方に関
する研究と実践とを行うことを目標としています。研究対象地域も従来から活動してきアジア地域
にアフリカ地域も加え、グローバル化時代に即した内発的発展を社会インフラの充実を通して実現
する普遍的手法の開発を目指しています。
今回のシンポジウムでは、アジア・アフリカ地域における国際貢献を議論します。またグローバ
ル化時代における開発途上国の経済成長や地域発展について幅広く議論することを予定しておりま
す。
The Center aims to conduct research activities by focusing on the creation of research bases and
the promotion of collaboration in Japan and developing countries based on the theme of
developing international contribution methods for Asia and Africa in the era of globalization.
Further, it aims to conduct research and to implement measures for international contribution,
specifically to foster the implementation of measures for the Sustainable Development Goals
(SDGs) as post-MDG indicators to be referred to in giving support to developing countries. The
Center will expand its previous Asian-focused research target to include Africa with a view to
developing universal methods to foster the endogenous development of developing countries
through the enhancement of social infrastructure and in a manner suitable for the era of
globalization.
The 2015 International Symposium pays attentions to International Contribution in Asia and
Africa, and plans to discuss extensively about economic growth and regional development of
developing countries in the era of globalization.
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東洋大学国際共生社会研究センター
Center for Sustainable Development Studies, Toyo University

「グローバル化時代の国際貢献」

International Contribution in the Era of Globalization
日時 Date: 2015年12月11日（金）December 11, 2015 (Friday)
会場 Venue: 東洋大学白山キャンパス井上円了ホール
Inoue Enryo Hall, Hakusan Campus, Toyo University
プログラム
司会：松丸亮（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
Moderator: Prof. Ryo MATSUMARU, Researcher, CeSDeS, Toyo University
12:30 開場
13:00 開演
13:05～13:30

13:30～14:25

14:25～14:50

「センターの新しい活動について」New Mission and Vision of the Center
北脇秀敏（東洋大学副学長、国際共生社会研究センター長）
Prof. Hidetoshi KITAWAKI（Vice President of Toyo University, Director of
Center for Sustainable Development Studies, Toyo University）
「持続的開発目標(SDG)とこれからの日本の国際貢献」
Sustainable Development Goals and Japan’s International Cooperation: What,
Who, and How?
加藤宏（独立行政法人国際協力機構 理事）
Mr. Hiroshi KATO（Vice President, Japan International Cooperation Agency）
休憩 Coffee Break

14:50～15:35

「アフリカにおけるNGOの活躍、人道支援という視点から」
Humanitarian Activities by NGOs in Africa
柴田裕子（特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 海外事業部長）
Ms. Yuko SHIBATA （Manager, Overseas Programme Division, JAPAN
PLATFORM）

15:35～16:15

「持続可能な観光開発～エチオピアの事例から～」
International Tourism Development -The Case of Ethiopiaアセファ テメスガン カサフン（株式会社JTB総合研究所 研究員）
Mr. Assefa Temesgen KASAHUN（Researcher, Japan Tourism Marketing Co.）
島川崇（東洋大学国際共生社会研究センター 研究員、国際観光学科 准教授）
Prof. Takashi SHIMAKAWA（Researcher, the Center for Sustainable Development
Studies, Toyo University）

16:15～16:30

休憩 Coffee Break

16:30～17:00

質疑応答 Discussion

17:00～

レセプション Reception

場所：スカイホール
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Ⅱ．センターの新しい活動について
New Mission and Vision

東洋大学 副学長 / 国際共生社会研究センター長

北脇

秀敏

Prof. Hidetoshi KITAWAKI
（Vice President of Toyo University, Director of Center for Sustainable Development Studies, Toyo
University）
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北脇

東洋大学

副学長

東洋大学

国際地域学部教授

秀敏

国際共生社会研究センター長
東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻

工学博士

職歴
日本上下水道設計株式会社
世界保健機関本部環境保健部地域水供給・衛生設備課
東京大学工学部都市工学科国際環境計画（クボタ）講座客員助教授
東洋大学国際地域学部設置準備委員（教授）
1997 年〜現在

東洋大学国際地域学部国際地域学科教授

主要著作
『ＷＨＯ環境保険委員会報告』環境産業新聞社
『化学物質と環境リスク』化学工業日報社
『土の環境圏』フジ・テクノシステム

1993

1997

1997

『発展途上国の水道設備Ｑ＆Ａ―水道分野の国際協力』国際協力
『国際開発と環境』朝倉書店

1999

2012

『国際開発と内発的発展』朝倉書店

2014

東洋大学国際共生社会研究センター
Center for Sustainable Development Studies
TOYO UNIVIRESITY
国際シンポジウム
International Symposium
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皆さん、こんにちは。今日は天気も悪い中、ここにお集まりいただきまして本当にありがとうござ
います。この国際シンポジウムをこれから毎年 5 年間、行っていくことになりますが、それに先立ち
まして、センターのご案内、センターの紹介をさせていただきたいと思います。
（以下スライド併用）

「新しい活動について」と書いてある理由について、まずご説明申し上げます。このセンターは「国
際共生社会研究センター」という名前を付けております。国際的に共生社会を実現するという大きな
目的を持っているわけですが、もう長い歴史があります。最初にスタートしたのは 2001 年、こちら
は文部科学省のオープン・リサーチ・センターとして設置されたものですが、その後、いろいろ動き
がありました。「2 期センター」と呼んでいるところですが、文部科学省のスキーム、やり方が変わ
りまして、「私立大学戦略的基盤形成支援事業」という事業になりました。これで最初 5 年間、2014
年までやって、そして今年度、新たにまた 5 年間の予定で新しいテーマで設置されたという流れです。
2015 年、今年度から 2019 年度まで 5 年間、新しいタイトルと目的でやっていこうと考えています。
われわれが今、行おうとしていますプロジェク
トの名称が「アジア・アフリカにおける地域に根
ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開発」
です。これは昨年まで行われていましたセンター
がアジア中心のものでしたが、今、われわれがこ
れから行おうとしている活動は、アフリカを対象
地域に追加したという点が大きく違っています。
この会場にもいらっしゃいますが、アフリカから
大勢の留学生の方々を大学に受け入れています。
この方々の国と一緒に、これからアフリカの開発
に力を尽くしていきたいというのがその意味です。
後で紹介申し上げますが、アフリカには研究拠点を設置する予定です。それから、大学は勉強ばか
りやっているところではありません。実際に国際貢献を行っていて、実際の開発活動に携わり、それ
を研究・教育に生かそう、こういう両輪で構成されるのが大学かと思います。そして、途上国の政府
─9─

International Symposium
International Contribution in the Era of Globalization

との連携も行っていく。こういうことを今のセンターで目的としているものです。
この新センター、今のセンターの特徴を申し上
げたいと思います。例えば ABE イニシアティブ、
これは日本にアフリカのビジネスに関係する学
生さんたちを受け入れて、日本で人材育成をす
るというシステムですが、その人たちの連携に
よるアフリカ研究もセンターの大きな目的です。
受け入れている留学生の中にはケニアの方もい
らっしゃいますが、アフリカの中で中心的な役割
を果たすところはいろいろあり、その中でケニ
アに研究拠点を設置したいと考えています。そ
れ以外にも、いろいろな国から学生さんたちが
来ていますので、その国でも研究を進めたいと思います。
それから、今までセンターの研究員等が JICA 案件をいろいろ行ってきました。その一つが BOP
（Base of the pyramid）ビジネス、貧しい人たちのためのビジネスを大学として、今までバングラデ
シュ、カンボジア等で行ってきました。そして、ミャンマーではそういうプロジェクトを準備中です。
このように JICA との連携を行っていって、それを研究・教育に生かすということも考えています。
それから、研究の成果を発信するというのが非
常に大事です。今まで研究成果を 5 冊の本とし
て出版してきました。日本の途上国協力の能力
を向上させるために特化したような本をいろい
ろ出してきたわけですが、その中で、2012 年の
『国際開発と環境』という本は国際開発学会より
表彰されるという栄誉に浴しました。これがそ
のときの写真です。
それから、国際シンポジウムは、今年は初年度
ですから、海外から要人をお呼びして行うとい
うことは準備時間がなくてできませんでしたが、
今まで毎年、海外から閣僚級の人材にお越しいただきまして、メーンスピーカーとしていろいろなお
話をしていただいているところです。
このように、いろいろなことを総合してパッケージ的に研究を行い、成果を挙げる、そして社会貢
献を行う、これをセンターの大きな目的としています。
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次に研究員、研究メンバーは、ここにおりま
す先生方、客員研究員、それから大学院生の RA
（research assistant）など、いろいろな立場の人
たちが大勢研究に携わっています。
その中で、センターの研究分野を三つに分けて
います。国際貢献分野、持続可能なビジネスの分
野、アフリカ研究の大きな三つの分野に研究員が
分かれて、それぞれの立場で研究を進めておりま
す。
その研究分野は、こちらをご覧いただきますと
分かりますように、非常に幅広い分野にわたって
いることが分かります。環境・工学・経済学など、いろいろな分野を総合して途上国開発を行ってい
くことを目的としています。
それから、国際地域学科の先生、国際観光学科の先生など、いろいろな分野・立場から研究を行っ
て、後で JICA の加藤さんから説明もありますが、SDG（Sustainable Development Goals）の研究を
行うための十分なメンバーがいるわけです。
それを模式図化しますと、
このようになります。
前のセンターでは「共生社会」
「内発的発展」と
いう言葉を中心的に研究していたのですが、それ
に加えて、今年度から始まる新しいセンターにお
いては、こちらにありますような特色を付け加え
ています。復習になりますが、アフリカも対象と
する。それから実際的な活動を実際に途上国で行
う。途上国政府との連携、ビジネス、そして東洋
大学自体が行っているいろいろな活動との連携を
図る、
これを新しいセンターの特徴としています。
東洋大学の新しい活動は、皆さんもご存じかと
思いますが、スーパーグローバル大学に選ばれるということになりました。東洋大学は今、グローバ
ル化にまい進する、グローバル化に向かって一直線に進むという時期です。その中で、今、象徴的に
来られているアフリカの方々と一緒に研究を進める。こういう基盤にのっとり、実践的な研究を行う
ことを目的としています。それで、アジア・アフリカにおける地域に根差したグローバル化時代の国
際貢献手法を開発しようというのが主な目的です。
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その研究の体制ですが、真ん中にあるわれわれ
の国際共生社会研究センターを取り巻くさまざま
な協力体制がこちらにあります。もちろん援助の
実施機関である JICA、それから NGO、ジャパン・
プラットフォームも当然協力させていただければ
と思っております。それから東洋大学の在外事務
所は、今、タイ、インド、マレーシア、それから
どんどんと増やしていきたいと思っていますが、
そういう在外の事務所、
海外の客員研究員、リソー
スパーソンである留学生の方々、それから民間企
業はビジネスに欠かせないパートナーです。その
民間企業、現地の大学、そういうところと一緒にこのテーマで研究を進めていきたいと思っています。
それから、この 5 年間の活動を一年一年、具体
的にどんなことをやるかということを簡単に紹介
させていただきます。
 今年は 2015 年、
平成 27 年です。
初年度ですので、
まず体制を整備する。海外での協定の確認、それ
から国際シンポジウムを行う。実は今日行ってお
ります国際シンポジウム「グローバル化時代の国
際貢献」は、
今年度のメーンの行事でもあります。
それから、海外の研究者の招聘、ワークショップ、
情報公開です。それから来年度に向けて、ケニア
に調査団を送る。こんなことを今年度の活動と考
えています。
来年は JICA と一緒にといいますか、JICA の
案件を提案して、実際に行ってみたいと考えてお
ります。それから、ナイロビに拠点形成、国際シ
ンポジウは、
「アフリカにおける開発と環境」と
いう位置付けをしております。それから情報公開
は、毎年同じようなメニューで進めていきたいと
思っております。
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平成 29 年度は、実は国際観光学科が国際観光
学部に学部化されるという時期でもありますの
で、国際シンポジウムとしては「観光産業におけ
る国際貢献」
、それから東京オリンピックも今度
来ますので、それに向けての方針を論じたい。そ
れから大きなこととして、『グローバル化時代の
国際貢献』という本を、3 年目である平成 29 年
には出したいと考えているところです。

それから平成 30 年、研究機関がだんだんアフ
リカで増えてくるとわれわれも期待しています。
いろいろなところで研究している人たちと連携し
ながら研究したい。それから、東南アジアの方も
忘れたわけではありません。アジア・アフリカと
いうことですので、東南アジアをまたテーマとし
て、国際シンポジウムをしたい。

それから平成 31 年、最終年度になります。実
は、戦略的研究基盤形成支援事業は文科省で終了
したスキーム、方法ですので、われわれのセンター
が戦略基盤の中では最後のセンターという位置付
けになっています。そういうことも含めまして、
最終的にいろいろなまとめをしたいと思っていま
す。平成 31 年度には、本、
『開発途上地域におけ
る新たな国際貢献の展開』を出して、これを研究
センターの集大成としたいと思っています。
 最後に、国際シンポジウム「アジア・アフリカに
おける地域に根ざした実践的国際貢献に向けて」
という、この研究プロジェクトのテーマを冠した
シンポジウムで締めくくりたいと思っています。
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参考までに、今までに行ってきました国際シン
ポジウム等の様子を少し紹介しますと、昨年度は
ミャンマーの畜水産村落開発省の副大臣をお呼
びして、この場所でご講演いただきました。これ
が発展しまして、今月、ミャンマーにもセンター
からミッションが派遣されます。センターの研究
員が今月ミャンマーに参りますが、これを新たな
プロジェクトにつなげ、ミャンマーにおける国際
貢献も続けていきたいと考えているところです。

それに続きますワークショップはいろいろ
行っていますが、この写真は一昨年度、平成 25
年度、カンボジアから要人をお招きして行った国
際シンポの後のワークショップです。こういう研
究活動、それから実際の協力活動を鋭意行ってい
ます。

情報公開としては、毎年出します研究報告書、
ワークショップの報告書、このシンポジウム等の
報告書、それから公開講座を行ったところの報告
は常に出しています。
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それから、この会場に入られるときに、受付の
所にあったかと思いますが、ニューズレターを日
本語と英語で出しています。この中には、セン
ターの活動を逐一報告して、内容を理解していた
だくことも情報公開活動として行っているとこ
ろです。

その他、今まで発行しました図書、現地調査の
報告書も毎年出しているところです。
ごく簡単にセンターのこれからの活動をご紹
介しましたが、これから毎年このような国際シン
ポジウムを行っていく予定です。ぜひセンターの
活動を今後も応援していただきまして、一緒に研
究・協力をさせていただければと思いますので、
皆さん、どうかよろしくお願いします。本日はお
越しいただきまして、誠にありがとうございま
す。
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Ⅲ．持続的開発目標（SDG）と
これからの日本の国際貢献
Sustainable Development Goals and Japan's International Cooperation:
What, who, and how?

独立行政法人 国際協力機構

理事 加藤

宏

Mr. Hiroshi KATO（Vice-president, Japan International Cooperation Agency）
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加藤

宏

独立行政法人国際協力機構理事
ハーバード大学ケネディ行政学院終了（公共行政修士）
。1978 年 JICA（国際協力事業団）入団。
その後、外務省勤務、JICA 鉱工業開発調査部、総務部、企 画部、アジア 1 部、国内事業部などを経
て、2007 年 4 月から国際協力総合研修所長。2008 年 10 月の JICA 研究所設立に伴い、同副所長。
2013 年 4 月から研究所長、2013 年 10 月より理事に就任。神戸大学大学院国際協力研究科客員教授、
国際開発学会理事などを務める。

東洋大学国際共生社会研究センター
Center for Sustainable Development Studies
TOYO UNIVIRESITY
国際シンポジウム
International Symposium
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皆さん、こんにちは。JICA の加藤と申します。今日はこのような機会を頂きまして、ありがとう
ございます。
今日は「持続的開発目標（SDGs）とこれからの日本の国際協力」というタイトルでお話をしたい
と思うのですが、私がいろいろ申し上げることは、ある意味で、東洋大学国際共生社会研究センター
の活動は素晴らしいというところに帰結する話でもあるのです。本心からそう思っています。なぜ、
私が国際共生社会研究センターのような活動が素晴らしいと思うかという理由について、幾つかお話
をしていきたいと思います。

まずタイトルについて補足します。
「SDG（Sustainable Development Goals）とこれからの日本の
国際協力」というタイトルにしましたが、SDG について「だけ」語るということではありません。
SDG が想定する期間は、来年から 2030 年までの 15 年間ですので、この 15 年間という広がりの中で、
国際協力がどのように変わっていくのかということをお話ししたいと思います。そして、最終的には
皆さんが所属しておられる大学という組織体が、そしてそこで働かれる先生方がどういう役割を果た
されるのかということについてお話をしたいと思います。
ポイントは四点です。最初の二つは、国際的な環境が変わっていくことに伴って日本の国際協力も
変わっていくという文脈からのお話です。三つ目は、国際情勢とは別に、日本の国内事情、社会経済
の事情に伴って、日本の国際協力がどのように変わっていくだろうかという話です。四番目は、それ
らを総合して、これからの日本の国際協力の中で大学という存在がどのような役割を果たすのか、こ
ういう構成でお話を進めていきたいと思います。
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では、最初にこの SDG です。後でご説明しますように、そこにはいろいろなことが書いてあって、
こんなことは本当に実現できるのかと思う方も多々いらっしゃるかもしれません。ですから、このよ
うなものを作って何の役に立つのだと批判的にみている人はたくさんいらっしゃるようです。
しかし、批判はいろいろあるけれども、この Sustainable Development Goals は、大切な資産、大
切な国際的な公共財（international public goods）であると、私は思っています。そして、日本はそ
の達成に向けて、貢献ができる能力を持っている。そして、そのような貢献をすることが、日本が国
際社会において尊敬される国であり続けることにほかならないというのが、
私の第 1 のポイントです。
すでに結論めいたことを申してしまいまし
た が、 も う 一 度、 最 初 に 戻 っ て、 こ の MDG
（Millennium Development Goals）から、SDG の
移り変わりをたどってみたいと思います。今日の
議論の目的とするところは SDG なのですが、そ
の前身である Millennium Development Goals に
ついて見る必要があるからです。
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2000 年の国連総会のミレニアムサミットで宣
言されたミレニアム宣言に基づき、この八つの
ゴールを含むミレニアム開発目標なるものが合
意されました。1 ～ 8 までのゴールがあり、ほ
とんどの目標について、2015 年を目標年として、
貧困を削減する、教育を普及させるなど、さまざ
まなゴールが設定されました。それが 15 年たっ
て、今年 2015 年を迎えたということです。

この MDG というもののいちばん大きな意義
は、貧困削減という目標にフォーカスを当てて、
具体的に数値目標を付けて、しかもその達成のた
めに期限を設け、それに国際的な合意が形成され
たというところにあります。これがあったがため
に、国際機関や政府の意思決定者、あるいはさま
ざまな団体の意思決定者が、この MDG を意思決
定のための羅針盤として使ったわけです。そうい
う意味で非常に大きな意味がありました。
実際、2001 ～ 2015 年までの間に、貧困削減に
つながるようなさまざまな基礎的な社会サービ
スに対する予算の配分は増加したと言われています。
「MDG があったから予算が増えた」というよ
うな因果関係があったとまで言えるかどうかは分からないのですが、少なくとも 2001 ～ 2015 年まで
の間に、社会サービスを増加させて、貧困削減しようという努力が国際社会の中で強まったというこ
とは間違いありません。そういう意味で、MDG というのは高く評価されるべきものだと言う人が多
いです。
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ところが、いろいろ問題点もありまして、国内
格差について行き届いていないといった批判をは
じめ、その他、横断的理念に乏しい、解決策の提
示に結びつかないなど、いろいろな批判点があり
ました。そして、もう一つのポイントはその策定
過程についてでした。すなわち、この MDG は、
国連の事務局が主導して作ったものでありまし
た。つまり、そのプロセスが参加型ではなかった
というところがありまして、その点も批判の一つ
のポイントであったわけです。
もう一つ大きな問題点は、2001 年に MDG が
設定されてから今日に至るまで、国際社会では非
常に大きな変化があったということです。先ほど
北脇先生も強調されましたが、世の中が大きくグ
ローバル化してきたということです。そして気候
変動はもちろんのこと、さまざまな環境制約が以
前よりも強く意識されるようになってきました。
同時に、かつては非常に貧しい国だった中国や
インドなどがどんどん経済成長を遂げて、新しい
国々が発展してきたということもあります。そし
てそれに伴って、アフリカ、アジア、中南米などで、
既に 1 人当たりの国民所得が 1000 ドルを超えるような多くの国がどんどん出てきました。このよう
に、多くの国が豊かになる。そしてそれと同時に、格差も広がってきたという問題が出ました。しか
し、先にも申しましたように、MDG は格差の問題について必ずしも十分な配慮をしていなかったの
で、その辺を直さなくてはいけないというような議論が強くなってきました。

─ 22 ─

International Symposium
International Contribution in the Era of Globalization

そのような反省を踏まえて、MDG の到達年で
ある 2015 年に先立って、国際的な話し合いが進
められました。2012 年の「リオ＋ 20」という環
境に関する会合がブラジルのリオデジャネイロ
で開かれ、これをきっかけに、新しい国際的な
目標は、単なる Development Goals ではなくて、
Sustainable Development Goals にしようという
機運が高まるに至りました。そしてその後、多く
の人が参加する形で、この新しいターゲットづく
りが進みました。先ほど、MDG があまり参加型
ではないプロセスで設定されたと申しましたが、
その反省を踏まえて、この SDG に関しては、非常に多くの方々がその策定過程に参加したことが特
徴と言えると思います。
今日はここにきておられる皆さんのほとんどの方が大学の関係者でいらっしゃると思いますので申
しますと、大学や研究機関が策定過程において大きな役割を果たしたというのも、ＳＤＧの大きな特
徴です。すなわち、具体的なエビデンスに基づいて、新しいターゲットを設定しようという作業が重
視されたということです。
そして、この図に示されているような複雑なプロセスを経て、
今年ようやく SDG が設定されました。

こちらの表を見てもらった方が早いと思いますが、左側が MDG です。ここでは、どちらかといい
ますと、豊かな国が貧しい国の問題を解決することを手伝おうというのがその基本の考え方でした。
しかし、今度新しくできた SDG の問題の立て方は全く違います。豊かな国も貧しい国も、やはり地
球全体の問題を一緒に考えようというようになった。そのように、問題の設定の仕方が変わったとい
うのが一番大きな違いだと思います。

─ 23 ─

International Symposium
International Contribution in the Era of Globalization

同時に、MDG では八つのゴールがありました
が、こちらは今や 17 のゴールが設定されるとい
うことで、非常に包括的なものになったところも
ポイントかと思います。そして従来、MDG では
必ずしもハイライトされていなかった問題、例え
ば防災、それから気候変動もかなり明示的にその
重要性が語られるようになりました。同時に、後
で触れますが、やはり貧困削減は重要だけれども、
しかしそのため経済成長も必要だという考え方も
出てきています。こういうところが SDG の新し
く設定された特徴だと言えると思います。
さて、このように見てみますと、SDG につい
て否定的な見方をする人は、結構います。17 も
ゴールがあると、あまりにも総花的ではないかと
いう批判があるわけです。先ほどご覧いただいた
ような複雑な交渉プロセスを経て SDG はできま
したので、そこにどうしても妥協や駆け引きが
入ってくるわけです。そこで、やはり妥協の産物
なのだということで、プライオリティーがどうし
てもはっきりしないというところはしばしば批判
されます。
それから、17 もゴールがあると、どうやって
進歩をモニターするのだ、測定するのだ、統計指標を集めるのだというような問題が起きてきます。
目標設定が網羅的であればあるほど、それを評価し、モニターし、そして実施するためのトランザク
ションコストはどうしても増えてしまうという問題もあります。
そして、認知度です。残念ながら SDG も、MDG がそうであったように、多くの人たちが日常的
な話題にするようなものには、恐らくならないと思います。
しかし、私はそのような限界はあるとは言いながらも、なおかつ、この SDG は非常に重要なもの
である、そしてここにいらっしゃる皆さんは、ぜひこの重要性を確信して、その実現のために努力し
ていただきたいと思うものです。
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さて、この SDG ですが、私がなぜ、これを日
本の人たちが大事にするべきだと思うかと申しま
すと、これは日本がこれまで考えてきたさまざま
な価値、そして政策的な方向性と多くのところで
一致しているからなのです。これは日本の政府が、
国連における交渉で日本の立場を強く主張したと
いうこともあると思いますが、日本が考えてとて
も大事だと思っていることが SDG の中には含ま
れているのです。
たとえば、どんなに貧しい人でも開発から取り
残されないようにするという意味においての「包
摂性」ということが重要だといわれます。それから、災害においてわれわれは非常に痛い思いをして
いますが、災害に強いというような意味での社会の強靭性、
「レジリエンス」の重要性が認識される
ようになりました。そして地球環境の問題です。さらに、日本は貧困削減をするためにはやはり経済
全体が成長すべきだということをずっと言ってきたのですが、この点もきちんと位置付けられるよう
になりました。このように、包摂性、強靭性、特に防災の重要性、そして貧困削減における成長の重
要性など、いずれも日本が、開発コミュニティの中で力説してきたものでした。そういう論点が、こ
の SDG の中には盛り込まれるようになりました。
より具体的に申しますと、たとえば、UHC（Universal Health Coverage）という、誰もがヘルス
サービスにアクセスできるようにするという政策目標があります。それが SDG に入りました。また、
環境技術は、日本は非常に進んでいますし、防災についてもさまざまな経験があります。そのような
日本が得意としてきて、これまで大事だと思ってきている価値、分野、そして技術など、その重要性
が認められているのが SDG の内容だと思います。従いまして、日本はこの SDG を実現するために、
さまざまな知見・ノウハウ・知恵を持っている国だと私は主張したいわけであります。
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さて、この SDG という話は、国際社会がどう
あるべきかという what の話なのですが、次に、
どうやったら開発が進むのだという意味の「how」
についての話をしたいと思います。これが 2 番目
のところでして、どういうアプローチを取ったら
貧困はなくなるのだろうか、経済と社会が発展す
るのだろうかという方法論の話です。

私の皆さんに申し上げたいメッセージは、日本
が掲げてきた、このようにして開発すべきだとい
う開発の理念は、国際的に再評価されつつあるの
ではないかということです。従って、これからの
国際協力において、日本は自信を持って国際貢献
ができるのではないかという議論につながりま
す。

国際的な開発をめぐる議論の歴史を振り返っ
てみたいと思います。皆さんご存じと思います
が、どのようにしたら貧困がなくなるのか、どの
ようにしたら経済が発展するのかという考え方
については、さまざまな変遷がありました。今、
細かくはご説明できませんが、1960 年代は、と
にかく経済の全体のパイを上げれば貧困は徐々
になくなっていくのだという、いわゆるトリク
ルダウン仮説が支配的でした。そしてその後、
Basic Human Needs が重視される時代、構造調
整の時代など、さまざまな変遷を経てきたわけで
す。
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このようなところが 2000 年代の初めぐらいま
での動きだったのですが、最近になり、このよう
な考え方にまた新しい変化が生まれてきていま
す。それは何かというと、貧困削減するには、や
はり経済成長が必要だということです。先ほど
の SDG にそのような考えが含まれているとご紹
介しましたが、貧困削減は、別に貧しい方にお金
を配ることによってできるのではない、経済全体
が成長しなくてはいけないという考え方が、この
10 年ばかり強く認識されるようになってきまし
た。
その背景には、先ほど申し上げましたように、インドや中国といった非常に昔たくさんの貧困層を
抱えていた国が、急速な経済成長を遂げることによって貧困削減に成功したという歴史的な事実があ
ります。その事実が実に雄弁に物語ったわけです。従って、成長がなければ貧困削減はない、成長が
貧困削減の必要条件であるという見方が有力になってきて、そこで成長の重要性が認識され、そして
成長を担うところの民間セクターの重要性があらためて重視されるようになりました。このような考
え方は、MDG、2000 年代初めにはさほど強く議論されていたわけではありません。従って、成長が
重要だという論点が出てきたというのが一つです。
それと同時に、成長は必要条件ではあるけれども、十分条件ではないというところも明らかになっ
てきています。それはなぜかというと、まず、格差が広がっているというのが一番大きな問題です。
そして第二に、アフリカのように資源を輸出することによって急速に成長していた国は、何かショッ
クがあると、経済ががたんと落ち込んでしまう。そのような経済の急激な落ち込みを防ぐためにも、
単に成長するだけではない何かが必要だという議論が生まれてきています。それが経済構造の改革が
必要だという議論なのです。
さらに言いますと、このような変化とともに、民間セクターがどんどん開発の中で主役を担うよう
になってきますと、これまで国際協力の中心的な役割を担っていた ODA は、今や、二義的な役割を
果たすような地位に転じています。従って、ODA というのは、もはや主たる役割ではなくて、触媒
的な役割を果たすというところです。
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さて、さきほど申しましたが、民間セクターを
主導にして経済を発展させながら、しかし格差
が広がらないようにすることが大事だというよう
な考え方は、実は日本が――意識していたか、し
ていなかったかは分かりませんが――、一貫して
主張してきたことであると私は考えています。そ
れは「民間セクター主導の成長」を促し、それを
公的セクターによってサポートするということで
す。そしてここでいう公的セクターによるサポー
トというのは、インフラ整備と人材育成に集約さ
れます。
それをもう少し詳しく言いますと、
「成長なく
して貧困削減なし」
。成長というのは、貧困削減
の十分条件ではないけれども、必要条件です。そ
して成長のエンジンは民間セクターですし、イン
フラ・人材、それからもう一つ、先ほどは言いま
せんでしたが、さまざまな制度づくりがキーにな
るということです。
それから農業と農業開発、それと製造業のよう
なもの、セクターとのバランスを取るということ
も日本はやってきましたし、公的セクターの役割
を重視するというのも、日本の開発の考え方の重
要な要素でした。
世銀、その他のワシントン・コンセンサスと言われる考え方を取ってきた人たち、あるいは組織は、
公的セクターの役割はマクロ的な経済環境を整えることに役割をとどめておけばいいのだという議論
がありました。しかし、日本は、必ずしもそうではないということをずっと言ってきたわけです。こ
のような日本の考え方は一時、非常に批判されたこともありました。そして、日本政府も自信を失っ
た時期もあったと思います。しかし、基本的には、日本は、公的セクターは一定の役割を果たすべき
だということを言い続けてきたと思います。
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さて、このような考え方は、実は中国にも見ら
れるようになってきています。ちょっとこの言葉
は悪いですが、
「収奪型」とここで書いた意味は、
例えばアフリカで中国が活動している姿を見る
と、かつては天然資源を開発して、それを中国に
持っていくというような協力が非常に多かったと
思います。それが、
「収奪型援助」などといわれて、
中国がアフリカにおいて批判される理由の大きな
一つだったのですが、最近の中国のアフリカに対
するアプローチは随分変わってきています。
今、中国がアフリカに対して言っていることは、
やはりかつて日本が言ってきたこととほとんど同じになってきています。すなわち、インフラが大事
です、人材育成が大事です、産業開発が大事です、農業と工業のバランスが大事ですということを、
中国はアフリカに対して言うようになりました。私は、これは素晴らしいことだと思いますし、これ
からそういう形で日本と中国がアフリカその他で、歩調を合わせて協力が進んでいくことを望みます
が、これまでわれわれ日本がやってきたこと、言ってきたことは、今や国際的な認知を得るに至って
いると思います。
実際、かつて日本がアフリカでやってきたさまざまな協力は今、アフリカにおいて展開されようと
しています。今日は ABE（African Business Education）イニシアティブの学生さんもたくさん来て
いらっしゃるので、後で、もし機会があれば、それぞれのお国で日本のこのような開発政策について、
どのように評価されているかをぜひ聞きたいと思います。
さて、これまで、国際的な環境の中で日本の国
際協力が果たしてきた役割、果たし得る役割につ
いてお話をしました。3 番目に、日本国内に目を
転じまして、われわれの置かれている、日本国と
いう国がこれから 21 世紀を生きていく上で、ど
ういう国際協力が必要なのだという観点で簡単に
お話をしたいと思います。それが、この「日本の
将来と国際協力」ということです。
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今から話す国際協力というのは、しばらく、
ODA を指すものとして聞いていただきたいと
思います。私が所属しています JICA は、ODA
（Official Development Assistance） の 実 施 機 関
だからです。
ODA は、
外交のための手段です。であるが故に、
JICA は外務省の下に位置されているわけです。
では、外交とは何だというと、これは私なりの定
義ですが、広い意味での国益を追求するところで
あろうと思います。ここでの国益というのは、ど
こかの一部の企業の利益を追求するとか、そうい
う狭い意味ではなくて、例えば日本の国としてのイメージを上げるということも含めた広い意味の国
益ですが、そのような国益を追求するのが外交の意味であろうと私は考えています。そして、ODA
が外交のための手段であり、外交が日本の国益の追求のための手段であるという、この二つの命題を
組み合わせますと、「ODA というのは広い意味での国益の追求の手段」と定義されるものであると
思います。
ODA によって国益を追求するなどというのは次元が低いと言う方がいらっしゃるかもしれません
が、私はやはり税金を使ってやる事業である以上、長期的な意味で、あるいは広い意味で、日本の国
益に貢献しない ODA はあり得ないと思っています。
さて、国益というのは、いろいろな意味があり
ますし、時代によってもどんどん変わってきてい
ると思うのです。そこで歴史的に過去を振り返っ
てみたいと思います。
日本の ODA は 1954 年ですが、最初は、戦争
直後の時代には戦時中に日本が行ったことに対す
る償い（賠償）という意味合いを持って幅広く使
われました。そしてその後、日本の経済が発展す
るにつれて、さまざまな異なる役割を演じてきた
というのが、一言で言うと日本の ODA の歴史で
あると思います。1990 年代を通して、日本は世
界最大の ODA 供与国であり続けました。しかし、
その後、
不況が長引くにつれて、
2000 年代に入ると、
「ODA って何のためにやっているのだろう」ということが、日本の国内でも、あまりはっきりしな
くなってきたということが言えると思います。
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そういう過去を背景に、現在の状況を振り返っ
てみて、今、我々のいる 2010 年代における日本
の国益は何だろうかと考えてみたいと思います。
来年から 2030 年までの 15 年間、つまり SDG が
カバーする期間において、研究の政策課題、つま
り日本が追求すべき国益は何だろうかということ
について、私なりの考えをお示しします。

まずこれを見ていただきます。三菱総研という
研究所が出しているメッセージです。これから金
融緩和や財政出動をやってもなかなか景気回復
は持続的ではないと言っていまして、成長率は
2016 年から先が 1.1％、2021 年から 0.7％と、徐々
に低下するというようなことをこのシンクタンク
は述べています。

もう一つ長期予測がありまして、日本経済研究
センターは、人口の減少、高齢化の進展、投資効
率・生産性の低迷により、日本の将来は極めて厳
しいと言っています。
最近、新聞などを読みましてもあまりバラ色の
話は出てこないのではないかと思うのです。何と
なく日本は徐々に沈没していくのかというような
ことを思っていらっしゃるかもしれませんが、実
際、多くのシンクタンクはこのような予測を出し
ています。
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このようなことを踏まえると、日本がこれからも発展して、成熟した国であって、世界に貢献でき
る国であるためには、
「これから発展していく国、成長している国・地域と共存・共栄を図ること」
が重要だと政策決定者たちは考えていると私は思っています。そのエビデンスをお示しします。開発
協力大綱（Development Cooperation Charter）というのが、今年 2 月に採択されました。ここに引
きましたのは、その開発協力大綱の一部ですが、ここのところを読んでみましょう。
「我が国自身の経済社会状況を踏まえれば、新興国・開発途上国を始めとする国際社会との協力関係
を深化させ、その活力を取り込んでいくことが、我が国の持続的な繁栄にとって鍵となっている」と
いうところです。先ほど、成長する国々との共存・共栄関係がキーだと私が申し上げましたのは、こ
ういうところにその思想が表れていると思うからです。
従って、国際協力というのは、もはや豊かな日本が貧しい国に対して行うということではなく、わ
れわれ自身がそれを必要としているのだというところがポイントではないかと思うのです。そういう
ことがあって、これから日本が成長していく国々・地域との関係を強化する手段として、国際協力が
発展していくだろう、活用されていくだろうと私は考えています。
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そのような動きを表しているものは、皆さんも新聞などでご覧いただいていると思いますが、例え
ばインフラ輸出について、政府は非常に積極的な姿勢を示されています。先だってインドネシアで高
速鉄道を輸出する・しないという話があって、残念ながら日本は負けてしまいました。そのようなこ
とは一例ですが、インフラ輸出であれ何であれ、日本の持っているノウハウを海外に展開して、相手
にもそれが役立ち、日本にもそれが役立つ。そういう関係を国際協力によって実現しようとしている
というのが、このインフラ輸出を含む一連の動きが示しているところだと思います。
最近は、新幹線のようなハイテク輸出だけではなくて、中小企業が日本の地方にとどまっているだ
けではなく、どんどん外に出ていきましょうということを支援する動きも始まっています。
後ほど大学については述べますが、恐らく大学も国際化することが必要だと思います。日本人の学
生さんの数はどんどん減っていきます。それに対してどうするのかという大学の生き残りの問題もあ
ります。そのようなことを考える過程で、これから日本の大学の国際化はどんどん進んでいくと思い
ます。と同時に、先ほど申しましたように、日本にはいろいろな世界に貢献できるノウハウもあるの
で、それを展開しなくてはいけないというもう一つの要素を合わせて、二つの要素があると思います。
ABE イニシアティブは後ほどご説明しますが、アフリカとの関係を強化しようという日本政府の
表れです。それはなぜかというと、アフリカがこれから 21 世紀にかけて大きく成長するだろう、従っ
て、われわれはその成長するアフリカとパートナーシップを組まなければいけないという日本の考え
方の表れであろうと思います。
もちろん多くの日本の民間企業・大学・自治体は、まずはアジアとの付き合いを考えています。そ
れは歴史的・地理的、さまざまな関係で、アジアとの関係が緊密であることは自然なことですが、ア
ジアだけではなく、アジアの次に来るのは恐らくアフリカであるということです。
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以上のようなことで、国際的な環境から見て、
日本は世界に、SDG への貢献という形で貢献で
きるさまざまなノウハウを持っていることを、最
初の二つのパートでお話ししました。
三つ目のパートで、日本の将来を考えると、国
際協力はますます重要になることをお話ししまし
た。
 それらをまとめる形で 4 番目です。大学、そして
北脇先生が進めていらっしゃるような活動、国際
共生社会研究センターがやっているような活動が
どういう意味を持つのかについて、最後にお話を
したいと思います。
日本の大学は、もちろん欧米の大学に比べると
さまざまなハンディを負っているのは事実だと思
います。まず、日本国内で学生が減っていること
がありますが、国際競争の中では、日本語という
言語の壁があることは否定できません。そういう
ハンディはもちろん負っていると思います。
ただし、日本の大学は優れた研究水準、それか
ら多くの先生方が、単に論文をたくさん書けばい
いというだけではなくて、非常に社会への還元を
意識しておられるという点において、強みがある
のではないかと私は考えています。
北脇先生の先ほどのプレゼンにもう一回戻っていただければいいと思いますが、これから大学とい
うのは、リサーチはもちろん重要ですが、リサーチを超えて、教育と社会への実践を組み合わせるよ
うな活動がますます重要になってくると私は考えています。そうすることによって、私が先ほどから
何度も言ってきましたように、SDG に対して日本が貢献できることにもなりますし、世界の新しい
エネルギーを日本に取り込むことにもなるわけです。
このように、日本社会が世界に開いていくときの一つのキーとなるアクターは、私は大学だと思う
のですが、しかしもちろん、キーとなりえるのは大学だけではありません。今日の、このシンポジウ
ムで後ほどご発表を頂く NGO との関係、あるいは民間セクターとの関係、さらには自治体との関係
など、日本の社会全体が国際社会との関わりを強めていかなくてはいけない時代に来ると思います。
しかし、大学には、自治体や NGO にはない役割があると私は思っています。
それは何かと申しますと、自治体や NGO、民間企業などのそれぞれが、別々に活動するのではな
くて、お互いにまじりあっていくような構造が、これから進んでいくのではないかと思います。そし
て、それを結ぶ上において、非常にいい役割を果たし得るのが、地域社会の拠点としての大学という
ことです。そして、生涯にわたる教育機関としての大学の持つ意味は大きい。皆さんの中には、例え
ば学生さんでありながら、この後、青年海外協力隊として海外にいらっしゃる方がいるかもしれない。
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あるいは、海外から帰ってきた青年会議協力隊員や、社会人が大学に入るかもしれない。NGO の方
が NGO で働きながら、大学に来るかもしれない。さまざまな形で、大学の持っている総合力が、日
本が国際協力を進めていく上において大きな役割を果たし得るのではないかと私は考えています。
――ということで、
「大学が国際協力において
果たす役割は高まる！」というのが私のメッセー
ジです。

さて、全体をまとめてみますと、4 点申しまし
た。SDG から始まりまして、これについていろ
いろ批判はあるけれども、大切な国際公共財とし
て、これに立ち向かっていくべきだというのが最
初のポイントでした。
そして、国際開発の how to に関して言うと、
日本の考え方は非常に評価されつつあって、われ
われは自信を持って、われわれの経験を外に発信
していく意味があることが第 2 番目です。
そして残念ながら、放っておきますと、日本の
将来はそんなに明るいものではないかもしれませ
んが、われわれが努力することによって、明るい未来が開けるのではないかというの、そのために活
用されるのが国際協力のあり方の主流になるのではないか、というのが第 3 番目のポイントでした。
それらを総合的に見たときに、日本の大学は非常に役割が大きくなる。特にこの国際共生社会研究
センターがされているような、さまざまなアクターをつなぐような活動がこれから重要になると思っ
ています。これが第 4 番目のポイントでした。
以上でスライドに基づくご説明は終わりですが、最後に、私が所属しています組織について若干お
話ししたいと思います。これはなぜかというと、日本の国際協力がどういう方向に進んでいるかとい
う話に関連すると思うからなのです。わが JICA に新しい理事長が 10 月から着任されました。元国
際大学学長の北岡伸一先生が着任されて、おっしゃっていることは、日本が内にとどまっているとや
はり将来はない、日本は若い人も、もちろんシニアの人も含めて、外にどんどん出ていくべきだ、そ
の活躍をサポートするのが JICA の役割だということです。私はそのような考えに全面的に賛同しま
して、日本の社会があらゆる形で、海外との実りのある協力関係をつくるところに力を尽くしていく
のが、JICA の役割ではないかと思います。
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かつて JICA というのは、自分自身がプロジェクトをつくって、どなたかに「これこれの活動を途
上国のためにやっていただけませんか」という形でお願いしてきました。つまり、途上国側のニーズ
を聞いてきて、それを国内の皆様に伝えて、協力してほしいとお願いするのが、かつての JICA の仕
事でした。しかし、これからは、そういう仕事に加えて、別の仕事が増えていくと思います。つまり、
こういう活動をやりたい、海外と協力したいという日本国内の方々と一緒に、海外への協力を進めて
いくような仕事、そのような役割が増えていくと思います。先ほど「触媒」という言葉を使いました
が、そのような役割がこれからの私ども JICA の主たるビジネスモデルになるのではないかと私は考
えている次第です。
以上をもちまして、私のお話とさせていただきます。仮に私の申し上げたメッセージに多少なりと
もの真実があるとすれば、これからの国際協力における大学の役割は極めて大きいものがあり、そし
て、――外交辞令ではなく――そのような意味で、東洋大学の活動は素晴らしいということです。来
年の駅伝はもちろん東洋大学を応援しますが、それ以上に北脇先生のセンターを応援申し上げたいと
思います。皆さん、ご清聴ありがとうございました。
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Ⅳ．アフリカにおける
NGO の活躍、人道支援という視点から
Humanitarian Activities by NGOs in Africa

特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム 海外事業部長 柴田

裕子

Ms. Yuko SHIBATA（Manager, Overseas Programme Division, JAPAN PLATFORM）
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柴田 裕子

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム海外事業部部長
2001 年、米国・モントレー国際大学院（Monterey International Institute of International Studies）
公共行政学修士取得後、メーカー企業、商社に勤務ののち、2002 年 5 月より日米コミュニ ティ・エ
クスチェンジ / CSO 連絡会（現：CSO ネットワーク）勤務。
2003 年 5 月より特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン（PWJ）入団、その後、2012 年 3 月
より特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームに勤務、現在に至る。
海外における緊急人道支援に係る助成事業の統括業務を行い、加盟 NGO、外務省等関係機関との協議、
調整業務などを担当する。

東洋大学国際共生社会研究センター
Center for Sustainable Development Studies
TOYO UNIVIRESITY
国際シンポジウム
International Symposium
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皆さん、こんにちは。ジャパン・プラットフォームの柴田と申します。よろしくお願いいたします。
今回は、人道支援、NGO という二つのキーワードを基にお話をさせていただきたいと思います。
NGO が人道支援というフィールドでどういう国際貢献をしているかということをお話しできればと
思います。

今日は主にこの４つに沿ってお話ししたいと思います。最初に、ジャパン・プラットフォームのこ
とをご存じない方もいらっしゃると思いますので、われわれが何者かというところを少しご説明させ
ていただければと思います。
その後に、人道支援の現在の動向、最近の世界の動向をお話しした後に、その中で NGO がどのよ
うに活動しているかという話をしたいと思います。その後にアフリカにおける NGO の活動として、
今日は南スーダンの人道危機への対応ということで、南スーダン、それからエチオピアでの NGO の
活動を簡単にご説明できればと思います。
「ジャパン・プラットフォーム」は JPF と訳し
ます。
「JPF とは」ですが、われわれは NGO、経
済界、日本政府として外務省の３つのアクターの
パートナーの下にできているコンソーシアムで
す。経済界、外務省が資金をプールしておいて、
日本の NGO が海外で人道支援を行うためにプ
ラットフォームという機能を使い活動をするとい
う機能です。
資金だけではなく、
企業から特にサー
ビス、物の提供を受けています。衛星携帯電話、
輸送サービスというような物的なサービスの提供
もありますが、そうしたリソースを NGO のため
に集めてもらい、それを NGO が活用するということになっています。これ以外に、メディア、アカ
デミアとして大学、研究員の方々もわれわれのプラットフォームに乗っていただいて、海外で日本の
NGO が活動するためにプールしておくことをしています。
特にアカデミア、大学とは、われわれもなかなか十分な連携ができていないのですが、例えば今年
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3 月にバヌアツで大きな台風による水害支援をわれわれは実施しました。その時には、バヌアツで活
動した経験がある団体がほとんどいませんでした。
そのためバヌアツで研究をされていた大学の先生、
研究者の方からバヌアツの情報をたくさん頂いて、NGO がその情報を活用して支援をしたという実
績があります。こうした良い経験を活かし、われわれは今後も大学などとたくさんの連携をしていき
たいと思っています。日常的にも、今日、司会をしていただいている松丸先生にもたくさんご協力い
ただいていますし、大学、アカデミアも重要なわれわれのパートナーと考えています。
ＪＰＦに参加する NGO はメンバー制を取って
いますが、現在ここにある日本の 47 の団体を加
盟団体として、現地で活動してもらっています。

現在、われわれは８つのプログラムを立ち上げ
ているのですが、これまで JPF が 2000 年に設立
してから、今まで大体 1100 の事業を 40 カ国以上
の人道支援を実施してきました。現在８つのプロ
グラムというのは、自然災害が２つ、それから、
それ以外の紛争系等で支援が必要な国でのプログ
ラムが 6 つあります。
自然災害は、ネパールの地震、アフガン・パキ
スタンで数カ月前にあった地震への支援の２つに
なります。紛争系のところは 6 カ所ありますが、
一番大きいプログラムはイラク・シリア、それか
ら南スーダン、パレスチナ・ガザ、アフガニスタン・パキスタンと続き、ミャンマー、イエメンなど
で活動をしています。
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では、ジャパン・プラットフォームの特徴です
が、先ほどわれわれ人道支援をやっていると申し
上げましたが、ジャパン・プラットフォームとし
ては人道支援に特化して活動しています。
先ほど、
SDG の話の中で開発という話がありましたが、
開発とは少し違うフェーズでの対応をわれわれは
人道支援と呼んでいます。人道支援がどういう
フェーズかを少しお話しすると、先ほどの質問で
もあった通り、何か紛争があった、地震災害が起き
れば場合への、その問題への対処が人道支援と考
えていただければいいのではないかと思います。
例えばネパールも地震の被災者への対応、それからイラク・シリアも、シリア国内で起きている紛
争で被災を受けた方への支援をしていますので、問題の解決に繋がることではなく、危機への対応と
いうことが優先されます。主には、問題への対処が人道支援の中心と考えていただければいいかと思
います。
特徴としては、自然災害の場合は特にそうですが、一日でも早く現地に入り、現地での支援、活動
を開始することが重要になってくるので、まずは現地に入るということをわれわれは特徴の一つにし
ています。
それから、「横の連携を生かした最適な支援」ということで、プラットフォームとしては、特に民
間の力、アカデミア、それからメディアの力を使い、さまざまなアクターのリソースを使うという、
連携を取る調整役がわれわれの特徴かと思います。
「徹底した活動の透明性」も我々の特長です。ジャパン・プラットフォームでは NGO に対して助
成金という形で資金を提供し、いろいろなリソースを提供しますので、それが本当に適切に使われた
のかを確認するのも、ジャパン・プラットフォームの役目になっています。われわれは現地に実際に
事業を見に行って、活動がきちんと行われているかということも確認します。そうした活動の透明性
を図る活動もさまざま行っています。
それから、先ほどから海外での活動を主に話し
ていて、当初ジャパン・プラットフォームは海
外での活動だけを活動領域にしていたのですが、
2011 年、ご存じのとおり東日本大震災があって
からは、
これだけの大きな災害にわれわれとして、
海外で培った経験を生かして、国内でも活動すべ
きという声が大きく、国内での支援活動を本格的
に開始しており、現在も国内での活動も行ってい
ます。
国内では主に加盟団体への助成活動だけでな
く、加盟団体以外の団体や地元の NPO/NGO を
通じた支援活動を行っています。それから連携調整事業として、地元の行政、社会福祉協議会など、
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さまざまなアクターが日本にもいますので、そうしたアクターの情報共有や連携を推進するというこ
とも行っています。
国内の災害対策事業がありますが、これは次の災害に生かす準備ということです。東日本は未曾有
の災害で、さまざまな反省も援助機関としてありましたので、それを生かして今後の災害に備えた準
備を今、行っています。その準備もわれわれの国内支援活動の一つとして捉えています。
では、近年の人道支援の動向をお話ししたいと思います。ここから何枚かのスライドは皆さんのお
手元の資料にないので、こちらを見ていただければと思います。
まず、世界の人道支援の動向、傾向です。人道
危機は多分、皆さんの肌感覚としてもあるのでは
ないかと思いますが、紛争の被害、自然災害も含
めて人道支援の必要性というのは年々増加して
いるという傾向にあります。
この青い線が支援を必要とする人数の推移で
す。それから、この赤いチャートは、その人たち
を支援するのに掛かる金額の推移になっていま
す。これが毎年大幅に増加する傾向にあります。
ちょうど先週に 2016 年度の見込みが出たので、
それを入れ込んだ表になっています。一番右が
2016 年の見込みになっています。これによると、2016 年は、約 8250 万人が人道支援が必要というこ
とになっていて、この支援に掛かる金額は約 2 兆 4120 億円となっています。
では、これがどれぐらい増えたかというと、10 年前の 2006 年と比べると、2006 年はちょうど左か
ら 2 番目のチャートですが、人数で言うと 3200 万人、金額で言うと 5770 億円でした。金額としては
4 倍ぐらいになっていて、人数も大幅に増えている傾向にあります。
紛争では、今世紀最大の人道危機と言われて
いるのがシリアでの人道危機です。一つの危機
が、規模がとても大きくなる傾向にあります。こ
れはシリアに限らず、イラクもイエメンもそうで
すし、一つの人道危機の規模がとても深刻になる
ケースが増えていると言われています。
それから、自然災害も同じです。これは皆さん
の感覚的にもそうだと思いますが、災害の数も増
えています。それから、一つの自然災害に掛かる
被害額も増大している傾向にあります。
自然災害の数の推移と、右側は被害額の推移に
なっています。右側の被害額の推移を見ると、かなり大幅に増えていることが見ていただけるのでは
ないかと思います。
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それが地域的にどういう傾向にあるのかとい
うことを表したのがこの地図です。これも皆さ
んのお手元にありませんが、赤のところが今年、
OCHA 国連人道問題調整事務所という機関が出
した、2016 年度の見通しを出した地図です。地
域としてやはりアフリカが面積としては圧倒的
に多いです。ただ、ここの地図では見えないので
すが、やはりシリア、イラクが金額と人数として
は圧倒的に多いです。地域的にはアフリカが多い
ということが見ていただけるかと思います。
では、こうした人道危機が増大傾向にあるとい
う中で、NGO がどういう役割を果たしているの
かというお話をしたいと思います。
その中で、この４つを中心に話をしたいと思いま
す。まず、人道原則、それから人道支援の枠組み
がどんなものかという基本的な背景をお話しでき
ればと思います。

人道支援の基本原則です。これは NGO、国際
機関、それから人道支援をする政府機関も含め
て、人道原則に基づいて支援するというのが世界
でも援助関係者の共通の理解になっています。こ
れはもともとは、赤十字により提唱されたもの
で、どこかで決められた法律などではないです
が、これに基づくのがわれわれの常識となってい
ます。
人道原則は四つです。人道原則、公平原則、中
立原則、独立原則です。一つずつはあまり細かく
説明はしないのですが、支援をする場合には、ど
んな場合でもまずは人道が必ず最初に来るというところが、われわれの原則にあります。
それから、公平です。例えば国籍、
人種や宗教に偏った支援はしない、
公平な支援が原則になります。
それから、中立です。あくまでもわれわれは中立な立場で、例えば政治的、宗教的にどちらかのグ
ループに肩入れをせずに、中立な立場で支援をすることが求められています。
独立も少し似ていますが、政治的などの立場に左右されず、自主的な独立性を保った人道支援が必
要ということが原則です。
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われわれ NGO は、これに基づいて支援を行っています。特に NGO は、中立ということを大事に
しています。中立が最も大事にしている原則だと思っていただいてもいいかと思います。
では、その人道支援の現場で、どういう枠組み
の中で各人道団体が支援をしているかです。これ
は OCHA のホームページから、スライド等のコ
ピーをさせてもらっています。
人道支援は国連の安保理決議で決まっている
ことなのですが、クラスターアプローチというや
り方を取っていて、国連も NGO もこの枠組みに
則って活動をしています。これは、食糧や教育と
いった各分野に沿って、支援の情報共有、支援の
重複がないかということを話し合いながら調整
するメカニズムのことです。これが今、食糧、通
信、
Early Recovery・早期復興、
教育などの１１のクラスターに沿って調整を行うことになっています。
クラスターシステムの中で、グローバルレベル
で各クラスターを統括する団体が決まっていま
す。食糧であれば、世界食糧計画（WFP）がリー
ド団体になっていますし、シェルターであれば
UNHCR、難民問題を取り扱う機関が統轄すると
いうことになっています。
これは各現場において、例えばシリアであれ
ば、シリアの国内の支援に関して、クラスターシ
ステムで、各分野ごとに調整を行うというシステ
ムを取っています。現地には、通常、国連機関を
中心にしたカントリーチームがいて、そこに通
常、OCHA の代表が、人道調整官（Humanitarian Coordinator）として全体の調整をする人がいます。
その下に各クラスター、ここでは食糧とシェルターを挙げましたが、各クラスターを立ち上げて調整
をしています。
各国でも、別にクラスターリード団体があります。先ほど出したこれはグローバルレベルの話なの
で、グローバルレベルのクラスターリードと現場レベルのクラスターリードは異なる場合もあります。
政府機関、現地政府がこのクラスターリードに入る場合もあります。ここはさまざまなアクターがそ
の下にメンバー団体として入ることになります。多くは、現地 NGO も含めて、調整メカニズムの中
で調整することになっています。
このクラスター制度は、通常は国際 NGO、現地 NGO、現地政府、国連機関も入りますが、現地
NGO が十分に入らないケースが多く、現場ではこのシステム自体が本当に適切なのかという議論も
あります。基本はこのシステムのもとに支援の調整をやるというのが決まっていることです。
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では、次に世界人道サミット（World Humanitarian Summit）の話を少ししたいと思います。
これは、国連事務総長が呼び掛けて始まったのも
ので、初めて行われるサミットです。この第 1 回
目が来年 5 月 23 日にイスタンブールで行われる
ことになっています。
これは何かというと、人道危機が増えてきて、
必要なお金もどんどん増えているという中で、本
当に今のやり方が適切なのだろうか、もっと他に
いいやり方がないのだろうかということが、われ
われ人道関係者の中で議論になっています。それ
を考えるためのサミットと考えていただければいいかと思います。
ここで人道関係者としては、ビジネスセクターをもっと取り込もうというのが大きな目的の一つに
なっています。今まで人道支援において、企業の方々と一緒にやることがなかなかできなかったとい
う反省があります。これだけ必要な支援があると、やはり援助関係者だけでは何ともならず、もっと
たくさんの人に協力してもらわないと、
世界の人道危機に対応できないということが背景にあります。
また、企業は様々な技術をたくさん持っていますので、今、人道支援にも、IT などを革新的な技
術を取りいれるべきだと言われていますが、新しい技術を取り入れて、より効果的・効率的に支援を
しないと、支援額、必要額がどんどん増える中では対応がなかなか難しいだろうという背景です。い
かにそういう新しい技術を取り入れるかも、今回のサミットの大きなテーマの一つになっています。
もともとこの人道サミットのテーマが 4 つありまして、効果的な人道支援の実現、それから脆弱性
の低減とリスク管理、イノベーション、紛争下で苦しむ人々のニーズに応えるという 4 つのテーマで
始まりました。これまで８つの地域で会議をやってきた結果、アクションエリアを設定し、今後、具
体的にどうするかを考えましょうというフェーズに今なっています。
現在は、尊厳、安全性、強靱性、連携、ファイナンスという五つのアクションエリアが設定されて
いて、このテーマに沿って、それぞれのアクターとして政府機関、NGO、国連、現地 NGO などのさ
まざまな人たちが、これに対してどういう行動を起こすかということを考える時期に今来ています。
この中で、やはり最も大きな議論になったのは、当たり前ことではありますがが、被災者を中心に
した人道支援が行われ、命や尊厳が守られることが重要ということです。一見すると、本当に当たり
前で、今更なぜこんなことをということかと思いますが、逆に言うと、この当たり前のことが今まで
本当にできたのかが問われているということです。そうではなかったのではないかという声があるの
です。われわれ NGO も、自分たちに「本当にその人道支援は人々のためになっているのか」という
ことを問う時期だという状況に今あります。
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NGO の話をする前に、そもそも NGO とは何
だろうというお話をしたいと思います。先ほども
NGO の話が随分出ていますが、皆さんが NGO
を正しく理解されているかということを、ここで
確認してみたいと思います。NGO のイメージは、
皆さん、いろいろあると思います。現場で活動す
る立場は変わりないのですが、では、その中でさ
らに日本の NGO はどんなのだろうという確認を
しておきたいと思います。
世界において、特に欧米では、NGO は援助関
係者として重要なアクターの一つであると見なさ
れています。例えば政府が外交政策・援助政策を考えるときに NGO は専門家としてアドバイザーと
いう立場で重要な役割を果たしている国もありますが、果たして日本がそうかというと、残念ながら
あまりそうはなっていません。
ここにはいろいろな背景があると思います。他国と比べて、日本の NGO は総じて規模が小さいと
いうことがあります。ただ、規模は小さいのですが、きめ細やかな支援を得意としているという側面
もありますので、日本の NGO も必ずしもキャパシティが低い、規模や能力が小さいというわけでは
ないということを今日は強調しておきたいと思います。
それから、NGO の特徴です。先ほどから話しているとおり、NGO も国際社会の中では国連機関、
政府機関と同等に役割を果たしてはいます。NGO の特徴を今日は 3 つあげてみます。
もしかしたら、各国あるいは地域によって多少異なるかもしれませんが、一般的に NGO の特徴は
この３つ、専門性、柔軟性、迅速性と言われています。特に人道支援の最前線にいるのが NGO です
ので、専門性を持って、柔軟性、迅速性を持っているということが NGO の特徴かと思います。
南スーダンで日本の NGO がどんなことをしているかということをお話ししたいと思いますが、そ
の前に、まず南スーダンの現状をお話ししたいと思います。南スーダンをご存じの方もいるかもしれ
ませんが、2005 年に 20 年以上の内戦が終わり、和平合意を結び、世界で最も新しい国として 2011
年に独立をした国です。ただ、独立後、2013 年 12 月にまた新たに内戦まではいかないのですが、クー
デター未遂が起こり、半内戦という状況に陥り、新たな難民をたくさん出してしまい、今、緊急事態
にある状態です。

─ 46 ─

International Symposium
International Contribution in the Era of Globalization

これは今年 6 月、UNHCR が出している避難民
の数の表です。これは南スーダンですが、南スー
ダンの首都ジュバを発端に内戦が始まったという
経緯がありますので、それを発端に難民の方たち
が隣国のエチオピア、ケニア、ウガンダに多く人
が逃げています。それから、北部のスーダンにも
何人かの人が逃げているという状況にあります。
南スーダン国内にも国境を越えなかったけれど
も、逃げた方がたくさんいます。これがその数字
ですが、約 155 万人の人が国内で逃げて避難民と
なっているという状況にあります。一番多く難民
が逃げているのは、隣のエチオピアで、約 20 万人以上が逃れているという状況です。
エチオピアはこの国境沿いに難民キャンプがたくさんできていて、ここに人々が多く逃げていると
いう状況です。それから、ケニアも同じです。このカクマというキャンプ、ウガンダもここの国境沿
いにある難民キャンプに多くの人が逃げているという状況にあります。
ジャパン・プラットフォームとしても 2013 年
12 月、再度内戦が起きてから、ジュバ、ケニア
の難民キャンプ、エチオピアの難民キャンプの 3
カ所で緊急支援を行っています。
ジャパン・プラッ
トフォームの加盟団体のうち 5 団体がこの 3 カ国
でそれぞれ活動をしています。南スーダンで活動
しているのは 3 団体、ケニアが 2 団体、エチオピ
アが 2 団体という活動状況になっています。
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具 体 的 に は、 南 ス ー ダ ン で は、 ピ ー ス ウ ィ ン ズ・ ジ ャ パ ン と い う NGO が IDP（internally
displaced people：国内避難民）の避難民キャンプで活動をしています。これは避難民キャンプの様
子です。ここで活動をしています。
様々な活動をピースウィンズという団体は実施しているのですが、このキャンプで主に実施してい
るのは衛生という分野です。ここはもともと、全く人が住んでいなかったところに人々が逃げてきて
キャンプができていますので、衛生、特にごみがキャンプで大きな問題になっています。ピースウィ
ンズはその難民キャンプで、この衛生問題に対応し、ごみ回収をしてごみ捨て場に持っていくという
ことを行っています。本来は避難民の方々が掃除をし、衛生問題に気づいてもらう必要があるので、
人々に清掃してもらうための衛生啓発活動をやっています。
それから、次はエチオピアでの活動です。エチ
オピアは難民キャンプに南スーダンの方がたく
さん逃げていますので、そこでＡＤＲＡジャパン
という団体が衛生に関しての活動をやっていま
す。ADRA さんは世帯別トイレという、これが
トイレですが、これが普通のエチオピアや南スー
ダンによくある家なのですが、その隣に世帯別ト
イレを 1000 世帯設置するということを現在行っ
ています。
南スーダン、エチオピアのこの地域も、もとも
とトイレを使う習慣がないのですが、一方で、こ
うした避難民キャンプではトイレがないと、衛生が問題で病気が発生したり、弱い子供の死亡率が上
がるという問題があります。実はトイレを作るということが非常に課題で、
その対応を ADRA は行っ
ています。
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先ほど国際社会の調整の話をしたので、実際
にエチオピアの現場でどういう調整をしている
かということも絡めてお話ししたいと思います。
エチオピアでも調整機能、クラスターシステム
を取っています。難民キャンプは、通常、運営を
するのが UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）
なので、HCR がクラスターリードです。ここは、
ARRA というエチオピア難民帰還民庁という政
府機関がありますが、そこと共同（Co-chair）で、
この二つの機関がクラスターリードをやってい
ます。
その下に、各クラスターがキャンプの中で調整をしているということで、各クラスターにもそれぞ
れクラスターリードがいるという形になっています。
難民キャンプの場合は、通常、食糧、保健、水、衛生、シェルター、テントなどの仮設、それから、
プロテクションということで特に弱者保護、それから教育、その他ですが、大体このクラスターの下
で活動が行われています。ADRA さんの場合は、トイレということで、WASH、Water, Sanitation
and Hygiene ですがこの WASH のクラスターの中で活動をしています。これが WASH の中で活動
をされている NGO の名前なのですが、これが ADRA さんで、これは他の国の、IRC や DRC という
のは NGO ですが、これらの NGO と調整をしながら活動を行っています。
調整というのは、大体どこの団体が、例えばトイレであればどこの分野、どこのキャンプを担当す
るかということを調整しながら活動をしています。この調査の結果、ADRA さんの場合は、先ほど
のキャンプの 1000 世帯のトイレをやるという調整の結果、支援をしているという状況になっていま
す。
これは詳しいトイレの写真です。簡易のトイレ
なので、キャンプの場合はやはり公共的な建物は
エチオピア政府が建てることを良しとしないと
いうことと、資金の問題がありますので、簡易な
トイレになっています。
これがもう少し近寄ったもので、こういう簡単
なスラブと呼ばれる、コンクリートの穴を掘った
だけの簡易トイレです。これを設置するという活
動をされています。

─ 49 ─

International Symposium
International Contribution in the Era of Globalization

通常、こういうトイレを作る場合は、トイレ
だけを作ってもなかなかトイレをきれいに使わ
れなくて、結果、汚くなって使わないというケー
スがよくあるので、こういう衛生啓発活動を一緒
にやることが通常です。トイレに行ったら手を洗
うという当たり前のことがなかなか現地では知
らない方が多いということで、手洗い場を設置し
て、手洗いがどうして必要か、どういうことをし
なければいけないのかという啓発活動を通じて、
衛生の促進もやるということが通常の NGO の活
動になっています。
駆け足になりましたが、全体的な世界の人道機関の中で日本の NGO がどう活動しているのかにつ
いて少しお話をさせていただきました。私からは以上です。
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Ⅴ．持続可能な観光開発
～エチオピアの事例から～
Sustainable Tourism Development ―The case of Ethiopia―

株式会社 JTB 総合研究所 研究員 Assefa Temesgen KASAHUN
Mr. Assefa Temesgen KASAHUN (Researcher, Japan Tourism Marketing Co.)
東洋大学 国際共生社会研究センター 研究員 / 国際観光学科 准教授 島川
Prof. Takashi SHIMAKAWA (Associate professor, Toyo University)
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東洋大学で国際観光学科の教員をやっている島川崇と申します。
本日はよろしくお願いいたします。
今回、私は「持続可能な観光開発」の問題提起編というところをお話しさせていただきます。

この国際共生社会研究センターというのは、国際地域学部が母体となって開発援助の問題点やこれ
からの国際貢献をどうしていくかということを研究・実践していくところです。われわれ国際観光学
科の教員も参画しています。最初に北脇先生からご案内があった三つのテーマで今は研究を進めてい
ます。「国際貢献」
「アフリカ」
、もう一つが「持続可能なビジネス」というテーマです。
われわれ国際観光学科の面々は「持続可能なビジネス」というところで研究を進めています。先ほ
ど加藤先生から、やはり成長が大事ということ、民間セクターの参画がすごく大事だというお話があ
りました。やはりこれからも開発援助というのは、援助漬けになるのではなくて、本当に地域が内発
的に持続可能に発展していくことが必要です。その中で、実際に観光という分野は、まさにその地域
の役に立つものが非常に多くあります。それを今日は少し私の方から整理して問題提起した上で、ア
セファさんにバトンタッチをしていきたいと思っています。
今、日本でも観光が注目されはじめました。今
までは観光というのは民間が勝手にやっている
ものでしょうという感じで、あまり政策課題にも
乗ってきませんでしたし、あまり開発援助の分野
でも出てきませんでしたが、2001 年の小泉純一
郎内閣が始まったときから、小泉純一郎総理大臣
が観光立国宣言をしました。ここから観光が大き
な政策課題として出てくることになりました。
今、
それこそ「地方創生」というキーワードで、
地域の衰退をいかに止めるかということが各地
域で競い合って問題として出てきています。これ
もいろいろなメニューを見てみますと、ほとんどが今、観光がキーワードとして出ています。さらに
今、円安が進んでいることを背景に、インバウンド、外国人観光客の誘致ですが、このインバウンド
の観光客の方々が日本にやって来るようになっています。よく中国人の「爆買い」という言葉が出て
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きており、2015 年の流行語大賞にもノミネートされていました。まさに外国人観光客の誘致も今の
大きな政策課題として挙がっています。
今、いろいろな学問分野でも観光に関する言及が出てきています。今までは社会学や人類学や経営
学が観光学の議論の中心でしたが、まさにこの開発研究や、国際関係学の外交の分野でも観光の効果
が出てきています。
環境研究などや、美術や文化財研究のところも観光というものに注目されてきました。今まで文化
財の方では、観光というものは、保存か観光かなどというような、保存と対立する概念で語られてき
た枠組みでしたが、今は観光を使って保存してみようという枠組みも出てきています。
ですから、いろいろな分野で観光が語られるようになりましたが、観光は皆さんもご自分で旅行に
行ったりということがよくありますので、
語られやすい分野です。誰もが語ることができる内容です。
では、実際にそれがどのように体系立ててなっているのかということを、きちんと学問的な背景を理
解して語っているものは少ないと思います。ここで、あらためて観光というものがどういうメリット
があるのか、そして今、観光が注目されてきているということは、今、世の中で出てきているのはメ
リットばかりが語られているという状況です。しかし、観光というのは、メリットと同時にデメリッ
トもあるのだということを、ここで皆さんにご案内しておきたいと思います。
メリットはいろいろあるのですが、まず、いろ
いろなところで出てくるのは「直接的経済効果」
です。小泉首相が観光立国宣言するというのも、
衰退した地方をいかに再生していくかという文
脈で出てきましたので、観光を振興するというこ
とはかなりの経済効果があります。ただ、観光の
セクター、旅行会社や航空会社、公共交通機関、
ホテルなどだけがもうかるのではなくて、例えば
観光客を迎え入れることで、ご飯を食べます。ご
飯を食べるということは食糧が必要になる、食糧
が必要になるということは農業が盛んになりま
す。そして、お土産を買っていくということは、お土産を作る工業も盛んになっていくというように、
他産業への波及効果もあります。その他産業への波及効果のことを、その効果がリンクしていくとい
うことで「観光のリンケージ効果」という言い方をします。
それから、加藤先生の講演にもありましたが、雇用を創出するということが観光にはものすごく大
きな効果として挙げられます。今まで雇用を創出するというと、工場を誘致する、工業を盛んにする
ということが雇用創出ではよく言われていましたが、今、工業は本当に雇用を創出できているかとい
うと、なかなかできていません。
私は神奈川県南足柄市で総合計画を作る手伝いをしていますが、その南足柄市に大きなアサヒビー
ルの工場があります。その大きな工場ができたのですが、そこで生まれた雇用はたった 100 人なので
す。今、工場を造るということは、どんどん機械化されオートメーション化されているので、なかな
か雇用をつくることができません。100 人ぐらいの雇用でしたら、中規模の旅館を一発造れば 100 人
ぐらいの雇用は確保できます。というように、観光は労働集約型の産業で、雇用をたくさんつくるこ
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とができます。
しかも、女性や若年層、高齢者などです。工場だと、やはり体が動く若い人、男の人が求められる
かもしれませんが、観光というのは女性や若年層や高齢者というバラエティーに富んだ雇用を創出す
ることができます。
それからもう一つが、これは地域活性化のときによく出てくるのですが、アントレプレナーシップ
です。地域を活性化するためには起業家精神を持った人材が出てくることが地域活性化のキーワード
と言われます。まさに観光というのは、他地域から人を入れてくるということで、起業家精神を高揚
することができるという面があります。そして何よりも、工場を誘致することよりも、小資本で参入
可能な業種であると言えます。よく旅行会社の人と話をすると、旅行会社などというのは電話とファ
クスとパソコンがあればできるということを言われます。そのように小資本でスタートアップするこ
とができるので、観光はすごく起業家精神を高揚する効果があります。
あとは間接的利益として、例えばインフラを整備することができます。観光地になることによって
地域に橋や道路ができるというような効果もあります。
最後に、私が一番大きく主張したいことは、アイデンティティーをアピールすることができます。
その地域が観光客を受け入れ、外の目からその地域を見ることで、その地域に住む人が自分たちのア
イデンティティーを理解し、知ることができます。そして、それを外に対してアピールすることがで
きるという大きな側面があります。
観光地化する、観光開発をしていくことのメリットというのは、このような五つの面があります。
しかし、観光にはデメリットもあります。デメ
リットというのが、今申し上げた五つの効果と
リンクして、それとコインの裏表のように存在す
ることを申し上げたいと思います。だから、いい
ことばかりではないわけです。いいことばかりと
思ってやっていたら、思わぬ落とし穴があります。
それが実は観光です。
今、すごく観光が上げ潮になっていて、「観光
だ！」というようなことをやっていますが、少し
問題点が出てくる可能性があります。そうすると、
観光は問題があるのかとなって、急に観光はやは
り駄目だとなってしまうのですが、きちんと最初からデメリットがあるということを理解して、どう
いうところで悪いことが出てくるということが分かっておけば、事前に手を打つことができます。そ
のデメリットはどういうものがあるのかを申し上げます。
直接的経済効果はいいことばかりのように思えます。リンケージ効果で、観光だけではなく、農業
や工業、周辺産業まで波及効果があると申し上げました。これもよく見てみなければいけません。利
益が本当に地元に落ちているのかということです。観光の世界にいると、よく「外資系のホテルはい
いね」
「外資系の航空会社を呼ぼう」という意見がよく出てきます。しかし、そうやって外の企業を
呼び込むことによって、お金は来ますが、それがきちんとここにとどまらずに、本国に流れていって
しまうという面があります。それをリンケージ効果と対比させまして、せっかくもらったお金が外に
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流れていってしまう、リーク、漏れてしまうということで、
「観光のリーケージ効果」という言い方
をします。
雇用創出効果があるとお話ししました。これもいいことのような気がします。しかし、観光という
のは、出てくるのはベッドメーキングやボーイさんなどという単純労働ばかりになってしまいます。
あとは、観光は季節にものすごく左右されます。日本のように四季それぞれの多様な魅力がある所は
いいですが、雨期と乾期があって、雨期には本当に人が全然見られないような気候を持つところもあ
ります。そういうところは季節変動がものすごく大きいので、季節労働になってしまうという面もあ
ります。
それから、起業家精神が生まれるのではないかということを言いますが、結局、観光は新しいもの、
新しいアトラクションなどが注目されると、新しいアトラクションや新しいファシリティーを造って
いける大企業に競合負けしてしまうという面もあります。
間接的利益もいいことばかりではありません。結局、観光というものは外からお客さまが来ます。
今まではコミュニティーで知っている人たちだけで閉じていたものに、外から人が来ます。よく工業
セクターの人たちと話をすると、
「悪い人は規制すればいいではないか」という話が出てきます。や
はり観光というのは、民間のパワーで動かしていくものです。民間の感覚で言いますと、観光という
のはお客さまを断れません。まず、Yes の発想でいけと言います。Yes の発想で考えて、後から対応
を考えていくと、どうしてもあまり望まないお客さまもいらっしゃいます。それを断るという形では
なく、どう分散させるかという感じで、観光はやっていくのですが、どうしても外から悪い人もやっ
て来ます。そして、観光客はその場所に不案内ですので、観光客目当ての悪い人もやって来ます。そ
して、これは犯罪まではいきませんが、観光客というのは不案内ですので、そのビジネスが観光客相
手になると、どうしてもその目の前のお客さまから取るという発想になっていき、どうしても誠実で
はない、ぼったくりの商売が出てくる可能性が出てきます。
そして、アイデンティティーのアピールもいいことばかりではありません。マーケット主導の観光
開発が進んでしまうと、本当のアイデンティティーではなくて、マーケットが勝手に抱くイメージが
強くなってしまって、そことの現実にギャップが生まれます。そして、そのマーケットがあまりにも
強過ぎると、現地の本当の文化がゆがんで伝わっていくという面もあります。ですから、マーケット
主導であり過ぎると、どんどん誤解されていき、本当の文化の真正性（オーセンティシティー）がな
くなっていくという危惧もあります。
そして、これがメリットと対応する五つのデメリットですが、必ず観光というのは考えなければい
けないのが、環境に負荷がかかるということです。人がやって来るということは、必ず足跡は付く、
排せつ物は出る、ごみは出るということですので、必ず環境に負荷がかかります。そして、お客さま
を断れない、お客さまを選べないということは、意識の低い人も来ます。観光というのは、このよう
なデメリットもあります。
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では、観光を使って持続可能な開発にしていく
ためには、どうすればよいかは簡単な話です。メ
リットを最大限にして、デメリットを最小限にし
ていけばいいのですが、そのデメリットを最小限
にするためには、どうすればよいのかというとこ
ろで、チェックポイントを三つ挙げたいと思いま
す。
一つは、商業的に成立するということです。観
光というのは、経済効果があり、観光は民間セク
ターが主導して動いていきます。やはりこの民間
セクターがやっていくということは、商業的に民
間セクターが動いていかなければいけないので、商業的に成立させていかなければいけません。開発
援助の分野で言いますと、いろいろなドナーエージェンシーから補助金が出てきますので、ついつい
それを使って、観光客の負担を減らしたりという、あまり商業的ではないやり方で、その補助金を使
う場合があります。こうしてしまうと、その補助金が終わったときに、観光も衰退してしまいます。
これは本当に福祉などとは違って、観光というのは、それだけで商業的に成立します。お客さまから
頂いたお金で、そのサービスの受益者に対して直接サービスを提供し、それで成り立っていくのが観
光です。補助金が出るからといって、変にお客さまへの値段を下げるなどというところで使わないよ
うにしなければいけません。
もう一つはこれにも関係するのですが、観光客
と地域住民と観光事業者の三方一両得のところ
です。商業的に成立させるためにはどうすればよ
いかというと、観光客のお客さまから、サービス
の対価としてお金を頂くというものです。それを
まず理解しておかなければいけませんので、三方
一両得の図を描くときに、私は必ず観光客を一番
上に置きます。やはりお客さまにお金を出してい
ただくのですから、お客さまに満足し、納得して
いただくだけのサービスを提供しなければいけ
ません。まず、それを考えなければいけません。
そして、商業的に成立させるためには、観光事業者にきちんと利益が落ちなければいけません。そ
れから、最後、地域住民のことを無視した観光開発は持続可能にはなりません。必ず地域住民が地域
の誇りとして、自分たちのアイデンティティーのアピールの手段だということで観光を理解できるよ
うな観光をつくっていかなければいけません。
そして最後に、一番これが観光事業者がよく理解していないことです。一番大事なことが、ブーム
に頼らないということです。私も自分の経験からいきますと、大学を卒業して最初に入った企業が日
本航空でした。この三つのチェックポイントというのは、日本航空を辞めて、その後で海外の大学院
に留学したのですが、そのときにこの話を聞きました。今まで私たちがやっていたことは間違ってい
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たのだなということを、そのときに頭をガーンと殴られたような気持ちになりました。
JAL や旅行会社も、沖縄キャンペーンやハワイキャンペーンなどのキャンペーンをやります。こ
れはまさにブームなわけです。ブームというのは、旅行会社やマスコミは次のブームをつくればいい
です。しかし、その地域、観光地に住む人々にとっては、ブームが過ぎ去ってしまうと、そこにはペ
ンペン草も生えません。ですから、ブームに頼らないということが、なかなか観光事業者が理解して
いない、一番大事なサステイナブルに観光を発展させていく点だと思っています。このような三つの
点が本当にできているのかということを確認しながら、これからの地域開発に対して観光が関わって
いければと思っています。
では、実際にエチオピア、アフリカではどうなっているのかというところを、エチオピアの事例か
らアセファさんにお願いしたいと思います。
それでは、皆さん、お迎えください。アセファさんです。
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皆さん、こんにちは。先ほどご紹介いただきま
した JTB 総合研究所のアセファ・テメスガンと
申します。まだまだ日本語を勉強中なので、難し
いところは英語と日本語を合わせてお話しさせて
いただきますので、よろしくお願いします。
今日は、島川先生もお話ししたとおり、アフリ
カのサステイナブル・ツーリズム・デベロップメ
ントとは何かを簡単に説明させていただきます。
その前に、
簡単に自己紹介をさせていただきます。
私は、エチオピアの首都アディスアベバ出身で
す。2007 年にエチオピアのメケレ大学ビジネスマネジメント科を卒業しました。その後、同大学で
二年間、講師を務めました。
しかし、大学でのキャリアアップのためには修士・博士課程を修了する必要があり、新しいテクノ
ロジーや経済開発戦略を学ぶため、日本の大学院に進学することを決意しました。文部科学省の奨学
金を受け、四年間、政策研究大学院大学公共政策コースでサステイナブル・ツーリズム・デベロップ
メントを研究しました。
卒業後の 2014 年からは JTB 総合研究所に入社し、研究員としてグローバル担当をしています。
エチオピアについて、あまりご存じではないか
と思いますので、紹介させていただきます。
エチオピアの人口は 9400 万人です。ナイジェ
リアに次ぎ、アフリカでは二番目に人口が多い国
です。エチオピアでは 80 以上民族があり、80 以
上の言語が存在しますが、学校やオフィスでは公
用語のアムハラ語が使用されます。
エチオピアンアルファベットという独自の文
字を使用し、他のアフリカの国とは違いローマ字
は使用しません。さらにエチオピアでは独自のカ
レンダーを使用します。因みに今年はエチオピア
カレンダーでは 2008 年です。これはグレゴリオカレンダーとは約 7 年遅れています。
宗教に関しては、キリスト教が約 63％、残りの約 33％はイスラム教を信仰しています。宗教間の
対立などは無く、共存しています。
植民地化されていない国です。
エチオピアコーヒーは世界でも有名です。日本のスターバックスなどでも、見かけると思います。
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エチオピアの観光についてもう少しお話しさ
せていただきます。
I specialized in tourism development, with a
specific emphasis of Ethiopian tourism development. Ethiopian tourism has been growing so
fast, especially since 1991, when the democratic developmental government came to power.
The economic as well as political situation was
very unstable in the country before 1991, which
was under the military regime.
According to WTTC currently the tourism
contribution to GDP in Ethiopia has reached to 10.3%, which is quite bigger to 2007 and 2008 when
it was about 7%. That is a big achievement I believe.
The reason why I put the Addis Ababa picture here in this slide is just to indicate that the conference tourism has really been growing so fast in the city. The fact that African Union headquarter is located in Addis Ababa, the city held several regional and international meetings that attract
many African leaders. As a result, recently the conference tourism has been considered significant
in the country.
The one on the right side is another modern city which is commonly known for modern tourism, and it is called Bahir Dar. It is located in the northwestern part of the country. This is very
popular destination for tourists who are interested in natural attractions. Apart from the natural
attraction, Bahir Dar is also very much known for its heritage tourism as well as modern business
tourism like that of MICE.
As far as world heritage is concerned, Ethiopia has nine World Heritages, and among those,
eight of them are very much cultural, and one
natural World Heritage. Among these world
heritages today I will share with you two of
them. The first one is the Axum Obelisk. This
obelisk is believed to be carved by the fourth
century. The obelisk is 24 meter tall and decorated with resembling windows on all sides.
Most of tourists who are visiting this area are
very much interested in cultural as well as religious tourism. However, it is known that this obelisk was broken and taken by the Italian fascist
regime following the Italian conquest of Ethiopia. After long diplomatic efforts of the two countries,
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finally the steal was able to be repatriated to Ethiopia in 2005.
The second World Heritage sites of my selection for today’s presentation is the Rock-hewn
churches of Lalibela. Lalibela is one of the flagship destinations of Ethiopia, which is known for
its monolithic rock-cut churches. The churches
were hewn from the living rock of monolithic
blocks. The reason why I choose to discuss this
world heritage today is because my research
back in the school was focusing on sustainable
tourism with respect to conservation of Lalibela
Rock-Hewn Church.
Unfortunately this heritage has been deteriorating as a result of natural influences such as rain
and sun. However, thanks to the international community, the heritage was lucky enough to get a
reservation support from UNESCO, World Bank, and others. The reason why I mention this is the
term‘sustainable heritage tourism’is kind of misunderstood from the developing countries perspectives. In most of African countries there is a clear dichotomy between promoting tourism and
conserving heritage. The former is considered very important and given highest priority, while the
latter is regarded as exorbitant luxury and given lower priority. Here is the first challenge or obstacle begins to achieve sustainable tourism development. For the country to achieve sustainable
tourism development a balanced government policy in both sectors is unquestionable.
Shimakawa-sensei has already addressed about how to achieve sustainable tourism in general. I
would also like to add some other points but with regard to heritage tourism in particular. I would
like to mention four major pillars that need to be considered in combined package. First, of course
tourism development itself should be considered. Hence, promotion is important. Second, heritage
conservation, which is protecting the heritage, should also be considered. Third and the most important pillar are the local residents. The last one is incorporating business stakeholders into both
the tourism promotion and heritage conservation framework is needed. As Shimakawa-sensei
mentioned those stakeholders can be airline companies, travel agents, hotels, and others.
However, the thing is, as I mentioned earlier, in most of African countries, tourism promotion
has is given the highest priority. Why? It is obvious: because developing countries are hungry for
hard currencies. How about heritage conservation? How about protecting local community from
the tourism influence? In most of developing countries these issues are considered as an assignment for international community such as UNESCO. There is a tendency to say let UNESCO work
on conservation and we on tourism promotion. This is which I believe a wrong ideology indeed.
My final point is how actually we can integrate the above four pillars and achieve sustainable
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tourism development in the country. I think government should play a vital role in this regard.
The policy direction should be consistent and fair enough, and it should be more balanced between
tourism promotion and heritage conservation. The other thing is integrating the local community
into the tourism development scheme. As Shimakawa-sensei mentioned in his presentation we
need to maximize the positive impact of tourism on local community and reduce its negative one.
In case if you are interested on sustainable tourism development, please contact me personally
so that I can share the articles I have.
皆さん、ありがとうございました。
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Ⅵ．質疑応答
Discussion
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（Q1） Thank you very much for giving me this opportunity for having one question. Your presentation is very nice and clear. We understand, but the most interesting is we are worried as
African nations because we are under ABE Initiative, and Japan is looking to see how the cooperation international, especially Asian and African countries, but also China. They are looking in
the same way of Japanese strategy according to JICA and as an SDG, so what is the way forward
collaborating between Japan and China, or competing Japan and China? Thank you very much.
（加藤） ご質問をありがとうございます。今のご質問は、これから中国と日本が特に国際協力の世界
でどのように付き合っていくのか、対立なのか、競争なのか、あるいは協力なのか、そういうご質問
だったと思います。
以下は組織を代表する公式なステートメントではないとまずお断りした上で申し上げますが、私自
身は、中国と日本が力を合わせて協力していくことの意味は非常に大きいと思います。先にも申しま
したとおり、中国のアフリカ大陸での振る舞い方というのは、随分変わりました。最初のうちはどち
らかというと、石油を採ります、あるいは鉱物資源を採りますという形で、人材育成についてさほど
意識しないでやっているような印象がありました。ですが、つい先だって中国が発表したポリシーの
中では、インフラも重要、人材育成も重要、そして資源以外の産業も重要、雇用をつくるのも重要と
いうことを言ってきて、それは日本が言ってきたことと全く方向を同じくするものです。
であるとすれば、開発に関する考え方が一致しているのであれば、両国が役割をあるところでは分
担し、あるところではジョイントでやるということは大いに関係すると思います。もちろん、そのよ
うな協力関係がどれぐらい早く進むかは、両国の政治的・外交的な関係がどうなるかによって決まり
ますので、私が予測することはできませんが、少なくともアジアの大きな国々、そして豊かになりつ
つある国、特に韓国も含めますと、日中韓というのは非常に大きなパワーですので、これらの国々が
アジアの経験を基に、アフリカや中南米で協力していけば素晴らしい成果が得られると思います。で
すから、私としては、対決・対立よりも、できるだけ協調が進むような方向で両国関係が進んでいく
ことを希望しているということです。質問をありがとうございました。
（Q2） 一つ先生に確認したいのですが、今、
「アジアの次はアフリカ」とおっしゃっていましたね。
中南米はどういうスタンスで見たらいいですか。それが一つと、今までの日本の ODA は箱もの中心
だったと私は見ていたのです。これからもそういうスタンスでいいのかどうか。インフラの整備もあ
りますが、人材を育てるなど、ハードではなくて、もっとソフトの面を重視していかなくてはいけな
いのではないかと思いますが、いかがですか。
（加藤） ありがとうございます。まず地域的な話で、中国とアフリカについて私は強調したが、それ
以外、特に中南米についてはどう考えるかというご質問でした。
若干、私は物事を単純化し過ぎたかもしれません。もちろん中南米も経済は大いに発展しています。
今、たまたまブラジルのような大国が経済の不調に悩んでいますが、いずれまた回復してくることは
間違いありません。ですから、中南米においても、われわれがパートナーシップを取るべき余地は大
いにあると思います。特に中南米においては、
一つの特別な要素は、
非常に大きな日系人コミュニティ
があるということです。ブラジル、アルゼンチン、ペルー、その他ボリビアなど、さまざまなところ
に日系人のコミュニティがあって、それぞれ社会の中で枢要な役割を果たす方が多くなっています。
そういう方々とのパートナーシップも含めて、これから中南米との関係も大いに強化していくべきだ
と思います。ただ、マクロで見ますと、やはりアジアとアフリカの役割が大きいのではないかと私は
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申し上げたわけです。そのことが他の地域の重要性を否定するものではないということです。
二つ目に――私は正確なデータは持ち合わせていませんが――日本の援助が箱もの中心であったと
いうイメージは、私は必ずしも正確ではないと思っています。もちろん、インフラを重視するという
のは日本の一つの流儀ではありましたが、インフラだけを造っていたわけでは決してないのです。人
材育成がもう一つの柱としてあって、大きく言うと二つ、すなわちインフラと人材、そして細かく言
うと三つ、すなわちインフラ・人材・制度（インスティテューション）というものが日本の協力のキー
ワードであったと思います。
例えばインフラ整備のための土木工事をやります。そのときに、労働者を外国からたくさん連れて
いって、全部建造物を造ってしまって、その瞬間に「はい、できました」といって労働者たちが自分
の国に帰ってしまうというやり方もありでしょう。しかし、日本はそのようなことはやっていない。
そうではなくて、現地の人たちの労働者や技能者を養成するように一生懸命やっているというのが一
つの特徴だろうと思います。
一つ例を挙げますと、昔のザイール、今、コンゴ民主共和国という国に大昔できたマタディ・ブリッ
ジがあります。これは確か 30 年以上前（1983 年）に造られていますが、今なお使われていて、それ
もコンゴ民主共和国が内戦になって、非常に困難な時期にあった中にも、現地の人たち、エンジニア
たちがその橋をメンテナンスし続けていたという話があります。それはインフラという箱ものの協力
を通じた人材育成というソフトの協力が実現した例なのです。
もう一つ例を挙げますと、今、ケニアでモンバサという大きな港の工事をしています。そこで
1000 人ぐらいの現地労働者を雇っていますが、現場にいる日本人技術者は 20 人です。20 人が、現地
の人たち、そして場合によっては東南アジアから行った中堅の技術者を使って現地の人たちが仕事を
するというのが日本の土木プロジェクトの流儀でして、これもやはり「箱もの」と言われる協力を通
じて、人材育成が行われている一つの例であろうと思います。
私どもはやはり人材育成というもの重要だと、福沢諭吉やそれ以前の時代から、社会全体で身に付
いてきましたので、
そういう形で協力してきたのだと思います。ですから、
もちろん「箱もの」をやっ
てきたのは事実ですが、
「箱もの」だけに偏重しているということでは必ずしもないと思います。そ
こはぜひいろいろなデータで当たっていただきたいと思います。ご質問ありがとうございます。
（Q3） Thank you. Questioner is my name, and I am an ABE student. I am from Rwanda in Africa. I have two questions. My first question is about I want to have your thought about Africa’s
development at the moment. Today, Africa is growing at a rate of 6% to 7% per annum, and it is
a continent of around one billion people. 20 years ago, China had the same population and it was
growing at the rate of 18%. Today, China is growing at a rate of 8% and we are calling it a recession. However, for Africa, 6% to 7% is a miracle. Therefore, do you think this growth of Africa is
sufficient? I want to hear that from you.
Secondly, my question is about the sustainable development goals. In the MDGs we had
the first goal as the eradication of poverty. We have the same goal in the sustainable development
goals, the eradication of poverty. However, poverty eradicated is still poverty. I am one of those
people who have been criticizing this goal, both in the MDGs and the SDGs. To my point, I get it
in such a way that the way the media reports about Africa in the West and Asia is kind of as despair. It shows Africa as a desperate place, a place of helplessness and hopelessness. That is what
the media shows, and that is the fact, but it is part of the fact, not the entirety. It is not reporting
the entire truth about Africa. There is still hope in Africa, and I believe that this sustainable de-
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velopment goal of eradicating poverty should be reframed.
Instead of eradication, to be wealth creation because, if you talk about eradication of poverty, you have an international cartel of good intention going to the continent with medicine to help
people suffering from malaria. You have people going to food relief to give to the hunger. You
also have security forces going to help people in the civil war. In the end, none of these are really
productive because you are only tackling the symptoms, but you are not actually tackling the main
cause of the problem. Therefore, the main issue of Africa is not to be spoon fed. I think we need
business partnership. We also need research institutions like Toyo University is doing. It is really
a good job. I think we need to start looking at it in that way.
I will give one example. Bill Gates and the United States has put aside over 40 billion of
his money to save Africa, but he is going around curing malaria. What Bill Gates should do is creating more Microsofts in Africa so that people can have job, they can earn an income, and in the
process, they should be able to pay for the malaria medicines themselves. Thank you.
（Q4） Good afternoon. My name is Questioner. I am from Mozambique. I am also under ABE
Initiative. My question is very simple and very short. My question is why Africa now? It seems
as if the first target of Japan was Asia, and all of a sudden they changed to Africa. Is it because of
desperation or is it because of real interest in Africa? My question is why Africa now? It seems
as if the first target was Asia, and then all of a sudden you changed to Africa. Is it because of real
interest in Africa or is it because of desperation because we all know that the Japanese population
is aging, and you also have the problem of low fertility rate, so it is because of real interest in Africa, or is it because of desperation for human resources? Thank you.
（加藤） ありがとうございます。最初にルワンダからいらした ABE イニシアティブの学生さんから
のご質問で、アフリカにおける成長率が、今、年率で 6 ～ 8 ぐらいのパーセンテージで、これが本当
に十分なのだろうかというご質問だと思います。
私は、答えは yes and no なのではないかと思います。まず、十分かという点ですが、年率で 6％
ぐらいの成長が 12 年続くと、大体、所得は 2 倍に、そして 24 年続けば 4 倍になるわけです。6％の
成長が 20 年続けば、それは素晴らしい話だと思います。しかし、仮にそれが実現したとしても、実
はアフリカの所得は世界の平均よりも低いということが残念ながら事実なのです。そういうことがま
ずあります。
ですから、年率 6% の成長は非常に大きいと言っても差し支えないと思いますが、それでも十分で
はないという面は二つあると思います。一つは、その成長が何によってもたらされているかというこ
とです。鉱物資源や一次産品の輸出によってそれがもたらされている場合、それは、実はあの方の二
つ目の質問にも関連するのですが、雇用の創出を伴わない形で成長が起こっているとすれば、それは
成長の質に問題があると思います。ですから、産業構造の転換によって、さまざまな人が職を得て、
自らの生活をサポートできる、そのような経済構造の下で成長が進むのだったらいいけれども、そう
でないままに、経済構造の転換のないままに、6％が仮に 20 年続いたとしても、それは問題であろう
と。むしろ格差が広がることによって、ネガティブな問題が起こるかもしれないと思います。ですか
ら、そういう意味で、yes and no というのが私の答えです。
それから二つ目の話です。今、既に半分お答えしたような形になっていると思いますが、やはりア
フリカにおける最大の課題は、学生さんがおっしゃったとおり、職、つまりジョブ、ワークと言って
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もいいですが、この創出だと思います。私は非常にルワンダ政府を尊敬していますが、若者を教育し
て、むしろ IT 産業に代表される情報産業・知識産業で国を富ませようとしています。それは資源に
必ずしも恵まれていない、そして土地もそれほど大きくない国であるルワンダが成長しようと思った
ら、知識産業だ、頭脳産業が重要だとルワンダのリーダーたちは考えたわけです。それは素晴らしい
戦略だと思います。
それ以外にも、国によってどういう資源を持っているか、どういう人口構成か、さまざまですから、
それぞれの国が考えればいいと思いますが、おっしゃるとおり、雇用をつくらないような形での産業
開発はあり得ません。農業開発もジョブという観点で非常に重要だと思います。
それから、二つ目のモザンビークの方からのご質問で、なぜアフリカに日本が行くのかという話で
す。まず、ちょっと私の説明が不正確だったかもしれませんが、日本の国際協力がアジアからアフリ
カにシフトしているということではないのです。まだ日本社会全体は圧倒的にアジアとの関わりが深
いですし、アジアへの関心が深いです。それに比べると残念ながら、アフリカに対する関心はまだま
だ低いと言わざるを得ません。ただ、何人かの、あるパーセンテージの方々は長期的にアフリカとの
関係に着目をしはじめているというのが正確だろうと思います。ある日突然、アジアからアフリカに
転換したということでもありませんし、日本政府の政策がアジア重視からアフリカ重視に転換したと
いうことではなくて、従来のとおり、これまでと同じように、アジアとの関係は重視していきながら、
アフリカにも目を向けていこうというのが、現在のポリシーであろうと思います。もし私のご説明が
不正確だったらおわびしますが、そういうことだとご理解いただきたいと思います。どうもありがと
うございます。
（Q5） 1 点確認したいのですが、NGO や NPO などいろいろありますね。いわゆるノンガバメント
などがありますね。そういうところの活動資金はどこから出るのですか。それがひも付きだったら、
NGO は要らないでしょう。例えば政府や民間企業から出ていたら、と私は思っていますが。それを
一点確認したいです。
（柴田） NGO の活動資金は、NGO によってさまざまかと思いますが、一般的に各 NGO は民間から
の寄付で成り立っています。個人や企業からの寄付で、運営資金を賄うというのがほとんどのケース
かと思います。ただ、海外あるいは国内でも事業をやる、その事業の費用は、さまざまな助成金、そ
れは民間財団、あるいは JICA、政府から助成金・補助金という形でもらう形がほとんどだと思います。
ジャパン・プラットフォームは、先ほど民間と政府から資金をもらっているという話をしました
が、われわれの資金も 9 割ぐらいが政府資金を使っています。民間、あるいは個人、企業からの資金
は 10％ぐらいになります。そのひも付きという意味が、もしかしたら、例えば政府資金だと、中立
性が損なわれるのではないかというお話かもしれません。そう思って政府資金をもらわないとしてい
る NGO もあります。ですが、私が個人的に思うに、活動がしっかりあって、その団体としてやりた
いことが明確で、それが中立にのっとった人道原則に基づいてやっていれば、そのお金がどこからで
あっても、中立性が損なわれるとはわれわれはあまり思ってはいないです。実際、NGO に出される
政府資金も、特に中立性を損なうような要求をされることというのはあまりないので、それでひも付
きという意味で中立性が損なわれるとは、あまり考えてはいないです。
（Q5） それは確実に担保されていますか。
（柴田） そこは団体さんによりますが、それを担保して・・・。
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（Q5） 例えば、政府か何かが補助金で来たというのは、100％、政府からの束縛を受けないのかとい
うことを再度確認させてください。
（柴田） そういう団体ももちろんあります。政府資金を一切もらわないでやるという団体も日本にも
あります。
（Q5） そうではなくて、そういう援助、補助金という形で来たのは、それが 100％補助金であって、
もらった母体からひも付きというか、言葉が少し悪いかもしれませんが、そういう活動の制約を受け
ることは 100％ないですか。あったら意味がないでしょう。
（柴田） 補助金としてもらう場合、使途が特定されていますので、それはこの使途に使いますという
のは通常、団体の申請によります。それが必ず、われわれで言えば人道原則であるとか、中立原則に
のっとって使用する限り、その中立性が損なわれるとは思わないです。ただ、例えば、政府が入札あ
るいは業務委託という形でやる場合には、政府がやりたいことなので、それは別だと思いますが、通
常、団体は NGO の場合は助成金という形でもらうので、あくまでも団体がやる等々に基づいている
と思います。
（Q6） Good afternoon, and thank you very much for giving me this opportunity. I am from Nepal.
My name is Questioner, and I would like to make a very simple question, but related to the natural disaster which was around six months before in Nepal. It was a very big earthquake. In this
point, Kitawaki-sensei already knows about this a little bit and I would like to explain a little bit.
There are so many NGOs and INGOs. Most of them are doing humanitarian aid to the
kind of natural or other disasters, but I found that in my own research or in my own focus of the
news, so many NGOs and INGOs, they are helping to the aiding or giving the humanitarian aid to
the place where there is very easy access. They are not going to the place, what is the very remote area. For example, the center of the earthquake was Gorkha in Nepal near Kathmandu, but
most of the NGOs and INGOs, their humanitarian aid or the resettlement program is centered near
the capital of the district, capital of the country, this kind of aid is going. However, how the remote area people get this kind of aid from NGOs and INGOs, and how you can make the equality
or the neutrality or the dependency for them, can you explain a little bit? Thank you very much.
（柴田） ご指摘はごもっともで、援助関係者は今回、アクセスに非常に苦労しました。支援物資を今
回被害がひどかったシンドゥーパルチョークなどの山奥に車で運べないのです。乗り物は使えないの
で人力で運ぶしかないということで、その荷物を運ぶ人たちを活用したのですが、そこには相当な限
界があって、かなりどの NGO もすごく苦労したのです。
われわれの加盟団体では、15 団体ぐらいがネパールで活動しましたが、より支援が必要なところ
にと、日本の NGO の皆さんはより遠くにトライをしましたが、やはりアクセスと物資の調達する手
段の確保ができなくて、相当時間がかかったというのがわれわれの大きな課題でした。ただ、そこは
努力したということで、物理的にそういう制限があったので、現地の被災の方にはその支援が届かな
いという現実は当初あったと思います。そこは公平性などの問題ではなくて、物理的に難しかったと
いうことは一つ理由としてあると思っています。

─ 69 ─

International Symposium
International Contribution in the Era of Globalization

（Q7） I would like to add a little bit because, if the transportation is a problem, how you can claim
equality, because the service is going to be only in the place where it is accessible, easy access?
The NGOs or INGOs, your philosophy is equality, is it? You should get everybody the same service, equal service, equal facilities, but if this is remote or non-accessible, it is very far, but they
have none of this kind of humanitarian aid for the people who live far from the accessible place, is
it?
（柴田） I am sorry. I do not think I got…
（Q7） For example, you said that, because of the transportation, because of this kind of transportation problem, you are not able to go far from the accessible place, is it? But how it is going to be
the equality? For example, the people who are living near the road, near the accessible area, they
are getting more advantage, and they are getting more facilities. For example, in this earthquake
time, who are living near the road, means near the bus route or the transportation route, they are
getting the humanitarian aid, for example, clothes, or the food, and the water, the safe water for
around two years, but who are living around near the mountain, they have no one time this kind
of humanitarian aid from the NGOs and INGOs. How can you say equality?
（司会：松丸） 非常に難しい問題を聞かれていると思いますが、住むところの違いによる公平性をど
う確保するかというところだと思います。
僕は防災を専門にしているのですが、僕もいつもそういう問題に直面していて、なかなか災害のひ
どい場所では、公平な援助が行くのが難しいです。ニュースに取り上げられる地域だけに支援が配布
されるということがありますので、
本当に公平にいろいろなものを分配することは難しいと思います。
多分、柴田さんのジャパン・プラットフォームさんではそういうことに対して、何か配慮されてい
るかなどでお答えいただけると多分よろしいかと思います。いかがでしょうか。
（柴田） 難しい質問で、原則と、われわれがどう対処したかということを分けて考えていただければ
と思います。
われわれは、日本の NGO に助成金を出すときには、なるべくそのニーズがあるけれども支援が届
いていない所に、とにかく行ってくださいという働き掛けはかなりしました。しかしながら、やはり、
通常どこの場合でも、支援はアクセスがいいところから行われていきます。それは、どうしても役割
分担をするときに、やりやすいところから役割が埋まっていくということが現実で、アクセスが悪い
所はどうしても支援が後回しになってしまうということが現実です。それは公平というよりは、いろ
いろなアクターの役割分担をする限界なのだと思いますが、そういう現実はあります。
ただ、ジャパン・プラットフォームとして、助成金を NGO に出すときには、おっしゃるとおり、
カトマンズの周辺は支援が集中しました。それで、とにかく支援が届いていない所に行くように要請
して、実際、日本の NGO はそれに応えてくれましたので、われわれができることは今回、随分やっ
たつもりです。
ただ、原則はそのとおり公平性ですが、やはりネパールに限らず、申し上げたとおり、役割分担を
するときに、アクセスがいい所から支援が届いてしまい、そこに集中してしまうというのは現実です。
そこはおっしゃるとおり、われわれの反省で、そこは今後、人道支援関係者として課題かと思ってい
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ます。
（Q7） Thank you very much.
（Q8） 先ほど資金のお話がありましたが、私はたまたまミャンマーで貧しい農村に何かやってあげ
られることはないかと思って、いろいろな所を訪問してインタビューをしました。やはり電力がない
農村が非常に多いのです。先ほども寄付に基づいて、それもガバメントを含めたオーガニゼーション
から頂いて、やっていらっしゃると伺いましたが、私自身は政府および地方の団体からは、なかなか
お金は出してくれないだろうと思って、私自身の世界の人脈と日本の人脈を使って、プライベートに
2011 年から寄付を集めました。
2 万 5000 ドルという小さい金額ですが、集まりましたので、2012 年にミャンマーのバガンという、
首都から 800km ぐらい北へ行った所です。今、非常に文化財で人気があって、ヨーロッパやアメリカ、
日本の観光客が随分来ています。そこの農村に小学校があり、その小学校の集会室と職員室に、太陽
光を使った照明施設を設計してあげて、それを中国製で買って、そして現実にそれを据え付けました。
実際は 2 万 5000 ドルという大したお金ではないので、もっと集まればもっとやりたかったのですが、
それはできませんでした。
太陽光はご存じのように、5 年から 7 年ぐらいの電池で賄っていまして、7 年たったらまた新たに
新しい電池をサプライしなければいけません。ということは、コンティニュアスに寄付をする人を確
保しなければいけないという宿命がこちらにあります。造ったものはただで、身ぐるみ全部、村に寄
付しているわけです。
そういうことで、今は 2 回目をまたお願いするのもなかなか難しいということで、今、2 年ばかり
寄付の状態がストップした状態です。来年からは日本のガバメント、プラスアルファにも寄付をお願
いしようかと思っています。そういうところで、
いつもジレンマに陥っていることが質問の第一です。
2 番目は、トイレをたくさん造って好評を得ているということがありましたが、実際は汚物がどん
どんたまってきてしまうので、汚物処理についてはどうされているのでしょうか。一つの掘った穴が
たくさんになったら、それで終わりにしてしまうのか、それともきちんと処理をして、要するに持続
的に使用できるような衛生的な処置にも、気を配ってやっておられるのか、2 点についてお伺いしま
す。
（柴田） 1 点目のご質問が、私はあまり理解ができなかったのですが、1 点目は資金のジレンマをど
う解消したらいいかというご質問でしたでしょうか。
（Q8） 要するに、私自身は日本の政府その他からでは、大して集まらないなと思ったものですから、
自分のパーソナルな人脈で、世界の人脈と日本の人脈を利用して、民間の友人の協力で造ったわけで
すが、これがなかなか持続的につなげることが難しいのです。だから、やはり公共団体などに近いよ
うなものから、こちらの善意が通じれば、出せるところがあるのではないかと思いますが、その辺は
実際にやっておられて、どういうところからもらえればいいのかということです。
（柴田） 分かりました。ジャパン・プラットフォームは人道支援を対象にしているので、
今おっしゃっ
ていただいたところは、恐らく開発と言われるフェーズだと思います。私もあまり知識がないのです
が、外務省、JICA も NGO として活動されているのであれば NGO には助成金を出していますので、
そこへのアクセスは可能だろうと思います。それから、民間の財団も、日本の NGO に、海外での活
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動に出しているところもたくさんありますので、少し調べてみていただければ、可能性はあり得るか
と思います。ただ、ミャンマーは、実は世界で最も寄付を出す国民と言われていて、地元にもたくさ
んの NGO がありますので、地元の人や現地 NGO との協力も、十分考えていただければいいのでは
ないかと思います。
それから二つ目のトイレですが、エチオピア、南スーダンは、当然日本のような汚物処理施設ある
いは技術がないので、今回はあくまでも難民キャンプでの一時的な施設なので、いわゆる穴を掘った
だけなのです。あれはいっぱいになったら閉じて終わりで、
次の場所に穴を掘るという形になります。
穴を掘る場所というのは、おっしゃったとおり衛生的な問題があって、例えば井戸の近くから何メー
トル離すなどというルールがありますので、それに基づいて、衛生に配慮した形で処理をすることに
なっています。
（Q9） まちづくりの活動をしている赤松と申します。
柴田先生のお尋ねは、先ほど人道支援が、偏りがどうしても出てしまうという質疑があったと思い
ますが、例えばサプライチェーン・マネジメントや、いわゆるロジスティクスのシステムは、日本の
生産管理システムにおいて、可視化・見える化と言われているものを使うことによって、そのオペレー
ションをより円滑に進める取り組みなどがなされていると思います。情報システムの ICT の活用な
どによって可視化して、できるだけ偏りが出ないような工夫のようなものは、なされているかどうか
をお尋ねしたいと思います。
それから、島川先生には、今日のプレゼンテーションの資料にもありますが、最後のチェックポイ
ントのところで、
「商業的に成立すること」と「ブームに頼らないこと」ということがありますが、
商業的に成立することをある程度強く意識しますと、どうしてもコマーシャルベース、あるいはマネ
タイズすることに偏ってしまって、例えば建築的な空間で見たときに、非常にテーマパーク的な空間
になってしまったり、結果的に画一化することにつながっていくリスクがあります。その辺のブーム
に頼らないということと、
非常にトレードオフの関係があると思いますが、
どのようにバランスを取っ
ていくというか、過度な商業化をさせないという工夫のご示唆があれば、お話しいただければありが
たいと思います。よろしくお願いします。
（柴田） 人道支援は、一応クラスターの中で、ロジスティクスを担当する WFP がやっているところ
があります。また各クラスターごとに誰がどこで何をしているという情報のマッピングをして、地図
に落とすということをやっています。一応、
どこで誰がやっているということは、
通常適宜アップデー
トされて、援助関係者に広く共有されているので、見えています。ただ、それがやはり本当に緊急時
には、アップデートされていなかったり、情報が漏れるということはあるのですが、一応そういう取
り組みは、システムとして出来上がっているものがあります。
（島川） ご指摘をありがとうございます。まさにおっしゃるとおりなのですが、結局そういう状況に
なるのは、その地域がまだ成熟していないのにもかかわらず、
大きい補助金でドーンと大規模につくっ
ていったときに、そういう事例はよく起こります。まさにテーマパーク化というご指摘もありました
が、テーマパークを造るなどというときには、
地域の人たちの機運が高まる前にドーンとできてしまっ
たら、それがブームにもなるし、
商業的になり過ぎて結局、
地域が追い付かないということがあります。
今、それこそあまり大きなムーブメントではないですが、コミュニティー・ベースト・ツーリズム
などという動きもあります。あまり身の丈を超えた形で出すのではなくて、まずコミュニティーベー
ストで、地域の人たちもどんどん参画させながらやっていきます。結局、それが何で起こるかという
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と、身の丈を超えた補助金がドーンと、出てくるところで出てくるわけですので、結局、私が商業的
に成立することを強調するのは、
まさにその点です。商業的に成立させながら大きくしていくという、
まさに最初に補助金で大きくして、それをいかにメンテナンスしていくかというよりも、小さく、身
の丈に合った形で始めていくことが、サステイナブルな要諦かと思っています。
（Q9） 小さく始めて大きく育てるのもあり得るのですが、小さく始めて息長く続けるということも
結構重要なのかなと思っているのですが、どうでしょうか。
（島川） おっしゃるとおりです。別に大きく育てる必要はなくて、小さくやって長く育てていくこと
で、その地域の人たちが、やはりキャリング・キャパシティー（環境容量）といいますが、その地域
の受け入れられる上限があります。その地域によって、どれだけこれはキャパが受け入れられるのか
ということもあります。受け入れられる上限を超えてしまうので、大体おかしくなってきます。自分
たちの地域は、どれぐらいが適正規模なのだろうか。とにかく観光は、入れ込み客数や何千万人達成
などという、人数ばかりが達成目標になってしまうのが、それの原因になってしまいます。人数だけ
ではなく、その地域が受け入れられる適正規模を、みんなで話し合って考えていくことが大事なので
はないかと私は思っています。
（Ｑ 10） 島川先生、ありがとうございます。文教大学の梅津です。
先ほどのメリットとデメリットの件で、三方一両得であればいいということですが、ほとんどの観
光地では三方一両損が多くて、地元にたくさんお客さんは来ているのですが、お金が落ちません。一
番お金が落ちているのはニセコだと言われているのですが、どうしたら三方一両得になるか、何か名
案があったら教えてください。
（島川） 梅津先生、毎年、本当にありがとうございます。
名案は、もう一にも二にも、外の企業に頼るからそういうことになるのだと思います。やはり地元
の企業がきちんともうけていくような形でやっていくことです。だから、気が付いてみたら、観光事
業者が全部外だったということが、大体そういうことを起因することになります。やはり地元の人た
ちが地元を盛り上げるために、観光を使うのだという意識を地元で盛り上げていくことが大事なので
はないかと思います。
（Q11） 今、ディスカッションの時間だけ来ました。質問は二つあります。私の理解が正しいかどう
か分かりませんが、福祉的なアプローチのアシスタントと、人権的な観点からのアプローチは多分違
うと思います。多分、ウェルフェアからのアプローチだと、順番、公平であるという部分が非常に重
視されると思います。その辺はどういうバランスを取るか。例えば目の前で非常に困っている人がい
るときに、その場合は、何か食べ物がなければ差し出すというのは、多分、人権的な対応の仕方だと
思います。そういう状況のときに、福祉的には、順番があるので、不公平にならないから、それはあ
げては駄目だよというアプローチというのは、ものすごく間違っていると思うのです。その辺のバラ
ンスの取り方はどうするのかということを、まず聞きたいです。
また、開発で最近「インクルーシブ・ディベロプメント」という言葉をよく聞くのですが、これの
定義がはっきり分からないので、もしお分かりになれば教えてもらいたいのですが、以上 2 点、お願
いします。
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（柴田） 今、援助関係者の中ではライツ・ベースト・アプローチというのが主流になっていて、それ
が全てではないですが、割と主流な手法の一つです。それは恐らく先ほどおっしゃっていた人権とい
うところのアプローチだと思います。そのライツベースというのは、例えば食糧を得る権利、それか
ら安全な住居に住む権利というように、その権利がどれぐらい阻害されているかということを基準に
支援の優先順位を付けるというアプローチが主流です。
あとは、脆弱層への配慮です。子供、女性、あるいは障害者という、通常でも普通に生活を送るこ
とが困難な方々には、やはり優先度は高いとします。それを大体組み合わせて、その支援の優先度が
決まるのが通常かと思います。もしかしたらミックスという形かもしれません。基本的にはライツ・
ベースト・アプローチというのが主流かと思います。
（柴田） 2 点目は、
ごめんなさい、
「インクルーシブ・ディベロプメント」はあまり存じ上げていません。
（北脇） これは JICA の加藤理事が来られたときに、お話しされるのが一番いいと思います。包摂的
ということだと思います。今までいろいろなアプローチがあって、それを個々の観点からやるのでは
なくて、今日お話があったように、
ハードもソフトも、
それから人道的にもキャパシティー・ディベロッ
プメントも全部含めて、ということかと思います。これは JICA さんの口からお話しいただけるのが
一番良かったと思いますが、後のレセプションのときにでも、その辺を議論したいと思います。お答
えになったでしょうか。
（Q12） Related to the data about humanitarian assistance, do you have gender disaggregation?
More often than not, humanitarian responses have overall statistics regardless of sector, gender,
age, and so on. We would really be very happy to see more disaggregation of the data in terms of
where the aid is, who they are reaching out, and so on, so that is one.
Regarding tourism, tourism is often viewed as a commercial activity. It can be used as an
educational activity. Therefore, communities can be made to reexamine what is existing in their
area that can make them develop, and especially develop their identity, so maybe along that line,
more of that type of tourism may be encouraged. Thank you.
（柴田） Are you asking for the data of the success, division?
（Q12） A clearer disaggregation, separation of data based on gender, age, locality, and so on.
There tends to be a focus of assistance in terms of general numbers. Therefore, we do not see the
profile, the profile of those affected or those reached out in areas.
（柴田） データはあると思います。私の手元にはないですが、ジェンダーや性別、あるいはセクター
に分かれたデータは、OCHA が取りまとめて、あるいは難民問題であれば UNHCR が取りまとめて
いますし、子供であればユニセフが恐らく取りまとめていますが、それぞれのデータはあると思いま
す。
（Assefa） On your last comment about tourism, it definitely can be used as educating the local
community. That is definitely true. Just even simple traveling of people to another place will just
be learning by itself, like the people, the tourists learn, and at the same time the recipient or the
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resident also will learn from the tourists as well. However, when we come in terms of sustainability, residents also will learn negative culture, which is, well, I do not know if I say negative culture,
but an unacceptable culture for the community. It could be appropriate culture for the tourists,
but for the person who is coming from, but that culture may not be accepted for the local community.
Therefore, when it comes to sustainable tourism development, we need to distinguish, identify those unacceptable cultures for the local community which is not accepted at all, and reduce.
We need to, of course, learn something new, which is really helpful for the local community, and
that is how, actually, we can integrate into sustainable tourism schemes.
（通訳） おっしゃったとおり、確かに観光業は教育の側面もあるということですが、単に旅行をする
といった観光客が実際に地元社会に入っていって人々とやりとりをすることは、相互にとって学びの
機会だと理解できます。それは学びの機会として捉えることができますが、ただ、もう一つの側面と
しては、逆にそういう観光客を受け入れるときに、住民サイドが自分たちのコミュニティーでは受け
入れられない文化もある、つまり、観光客を通じてそういう文化の存在に気付くという教育の側面も
あるかと思います。
ですから、持続可能な観光業を今後推進していくためには、まず地元社会にとってどういう文化が
受け入れられないのかを学び、またそこの側面をより減らしていくという観点も必要なのかと思いま
す。もちろん新しい学びというのも、
その観光業の中で出てくると思いますので、
そういう全てをひっ
くるめた形での教育ということが言えるのではないでしょうか。

（司会：松丸） 閉会の言葉としまして、本日はどうもありがとうございました。長い間、参加を頂き
ましてありがとうございます。今回はキックオフのセミナーです。先ほど北脇センター長が話をしま
したように、これから国際シンポジウムを含めて、センターは活動していきたいと思いますので、ご
支援を賜ればと思います。
これにて、本日の国際シンポジウムを閉会とします。今日は参加いただきまして、ありがとうござ
いました。司会が少し不手際で 15 分ほど延びてしまいました。これからすぐにレセプションに来て
いただければ、簡単な食事とお飲み物を用意していますので、ぜひ参加いただければと思います。よ
ろしくお願いいたします。どうもありがとう御座いました。
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シンポジウム開催の趣旨
Purpose
Objective

東洋大学国際共生社会研究センター（以下、センター）では、平成 13 年以来、アジアを中心に研究活動を
展開してきたが、平成 27 年度よりセンターの活動をアフリカにも拡大して SDGs への支援を行うことを目
指している。国際シンポジウム「アフリカにおける開発と環境－技術と社会の連携を目指した人材育成－」
は、SDGs の解決課題が多いアフリカの開発と環境の問題について取り上げ、問題解決のための技術をどの
ように社会へ還元するかの方策について議論することを目的としている。技術といってもハードを供与する
事例だけではなく、人材育成というソフトの技術発展についても議論を実施する予定である。人材育成は時
間もコストも掛かるが、継続される技術であるため、昨今 ABE イニシアティブのスキームを重要視されてい
る。国際シンポジウムでは、ケニアから学識者を招聘し、アフリカにおける問題とその解決方策について、
ケニアをはじめとするアフリカや日本の事例紹介を踏まえながら具体的に議論する。
The Center for Sustainable Developmental Studies, Toyo University (the Center) that specializes in
development studies and receives official support from the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports,
Science, and Technology, has been hosting an international symposium annually since 2002 to discuss balanced
and sustainable development.
The 2016 symposium, which is held on the 11th of November, 2016, emphasizes the theme of
“Development and Environment in Africa -Human Resource Development on Technology and Society-”. In
the international symposium, experts from Africa and Japan discuss on the development and environment in
Africa from the views of human resource development, technology, and society to understand the current
situation, and identify issues for our future research on international development and contribution in the age
of globalization.
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プログラム
プログラム
司会：杉田映理（東洋大学国際共生社会研究センター研究員、国際地域学部准教授）

13:00 「開会の挨拶」
司会：杉田映理（東洋大学国際共生社会研究センター研究員、国際地域学部准教授）
北脇秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）
13:15 「シンポジウムによせて」
13:00 「開会の挨拶」
横山正（アフリカ開発銀行アジア代表事務所長）
北脇秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）
13:25 「ジョモ・ケニヤッタ農工大学と汎アフリカ大学の役割と人材育成
－工学、科学、技術を事例に」
13:15 「シンポジウムによせて」
ロマヌス・オディアンボ・オティエノ（ジョモ・ケニヤッタ農工大学副学長）
14:20

横山正（アフリカ開発銀行アジア代表事務所長）
休憩

13:25
－工学、科学、技術を事例に」
14:45 「ジョモ・ケニヤッタ農工大学と汎アフリカ大学の役割と人材育成
「アフリカにおける人材育成」
ロマヌス・オディアンボ・オティエノ（ジョモ・ケニヤッタ農工大学副学長）
加藤正明（独立行政法人国際協力機構 安全対策統括役／前上級審議役）
14:20
休憩
15:30 「アフリカにおける農業と技術」
14:45 「アフリカにおける人材育成」
パトリック・ホメ（ジョモ・ケニヤッタ農工大学准教授）
16:15

加藤正明（独立行政法人国際協力機構
安全対策統括役／前上級審議役）
休憩

15:30
16:30 「アフリカにおける農業と技術」
「民間主導のアフリカ経済」
パトリック・ホメ（ジョモ・ケニヤッタ農工大学准教授）
坂元浩一（東洋大学国際共生社会研究センター研究員、東洋大学国際地域学部長）
16:15
17:15

休憩
質疑応答

16:30
17:45 「民間主導のアフリカ経済」
「閉会の挨拶」
坂元浩一（東洋大学国際共生社会研究センター研究員、東洋大学国際地域学部長）
北脇秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）
17:15
18:00

質疑応答
レセプション

場所：スカイホール

17:45 「閉会の挨拶」
北脇秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）
18:00

レセプション

場所：スカイホール

＊役職は講演日時点
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Program
Emcee: Prof. Elli W. Sugita, Ph.D., Researcher, Center for Sustainable Development Studies, Toyo
University

13:00

“Welcome Address”
Prof. Hidetoshi Kitawaki, Dr. Eng., Vice-president, Toyo University
Director, Center for Sustainable Development Studies, Toyo University

13:15

“Opening Remarks”
Mr. Tadashi Yokoyama, Head, External Representation Office for Asia, African Development Bank

13:25

“The Role of PAU and JKUAT in Human Resource Development for Africa –Case of Engineering,
Science and Technology-”
Prof. Romanus Odhiambo Otieno, Ph.D., Deputy Vice Chancellor, Jomo Kenyatta University of
Agriculture and Technology

14:20
14:45

Break
“Human Resource Development in Africa”
Mr. Masaaki Kato, Chief Security Officer/Former Special Senior Advisor, Japan International
Cooperation Agency

15:30

“Agriculture and Technology for Africa”
Prof. Patrick Home, Ph.D., Associate Professor, Jomo Kenyatta University of Agriculture and
Technology

16:15
16:30

Break
“Private Sector-led Economic Development in Africa”
Prof. Koichi Sakamoto, Ph.D., Dean, Faculty of Regional Development Studies
Researcher, Center for Sustainable Development Studies, Toyo University

17:15

“Discussion”

17:45

“Closing Address”
Prof. Hidetoshi Kitawaki, Dr. Eng., Vice-president, Toyo University
Director, Center for Sustainable Development Studies, Toyo University

18:00

Reception
Pan-African University
＊PAU
JKUAT Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology
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開会の挨拶
Welcome Address

北脇

秀敏

Prof. Hidetoshi KITAWAKI, Dr. Eng.

東洋大学副学長

Vice-president, Toyo University

東洋大学国際地域学部教授

Professor, Faculty of Regional Development

国際共生社会研究センター長

Studies, Toyo University

東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修了

Director, Center for Sustainable Development

工学博士

Studies, Toyo University
Dr. of Engineering at Graduate School of
Engineering, The University of Tokyo

経歴

CAREER

世界保健機関本部環境保健部地域水供給・衛生

Community Water Supply and Sanitation Unit,

設備課

Environmental Health Division, WHO

東京大学工学部都市工学科国際環境計画（クボ

Visiting Professor, International Environmental

タ）講座客員助教授

Planning Center, Tokyo University

東洋大学国際地域学部設置準備要員（教授）

Preparation Committee of Regional Development

1997年～現在

Studies, Toyo University

日本上下水道設計株式会社

Nippon Jogesuido Sekkei Co. Ltd.

東洋大学国際地域学部国際地域

学科教授

1997 to present Professor, Faculty of Regional
Development Studies, Toyo University
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改めましてご挨拶を申し上げます。本日のシンポジウムの資料は皆さんお手元にお持ちかと思
いますが、このシンポジウムの趣旨を最初のページに書いてございます。1 ページをご覧くださ
い。我々、このシンポジウムを主催しておりますのは、東洋大学国際共生社会研究センターでご
ざいます。
平成 13 年以来、我々アジアを中心に研究を進めてまいりました。しかし、最近平成 27 年度か
らは、アフリカをその研究対象に含めて積極的に研究をしているところでございます。そして、
丁度 SDGs、持続可能な開発目標、これが国際的にスタートしましたので SDGs への支援という
ことも非常に大きな目的として研究を進めているところでございます。また、本学には、こちら
にもたくさんいますが、ABE イニシアティブのスキームで来られた大学院生もたくさんおられ
ます。
このように、本学、東洋大学とアフリカとの関係は段々深まっているということもありまして、
本日のテーマとして、この「アフリカにおける開発と環境」ということを企画したわけでござい
ます。本日、短い時間ではございますが、是非色々講演を聞いて頂き、またディスカッションを
していただければと思います。
本日はどうもお越しいただきましてありがとうございます。今日 1 日、色々楽しんでいただけ
ればと思います。よろしくお願いいたします。
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シンポジウムによせて
Opening Remarks

横山

正

Mr. Tadashi Yokoyama

アフリカ開発銀行アジア代表事務所長

Head, External Representation Office for Asia, African
Development Bank

職歴

CAREER

1988年大蔵省入省後、金融庁８年間、外務省５

1988: Jointed in Ministry of Finance (MOF)
8 years carrier in Financial Services Agency (FSA)
5 years carrier in Ministry of Foreign Affairs,
Government of Japan (MOFA)
2009 : Director, International Taxation Policy, Tax
Bureau, MOF
2011: Director, Country Assistance Planning Division
One, International Cooperation Bureau, Ministry of
Foreign Affairs (MOFA), Government of Japan
(He was in charge of Japanese ODA policy in Eastern
and South East Asian countries as well as the Pacific
region.)
2013-2014: Director, Regional Cooperation Division,
International Bureau, MOF
2014-July 2015: Director, Development Institutions
Division, International Bureau MOF, Government of
Japan
(He had been actively involved in the areas of
international taxation policy, Asian financial
cooperation including ASEAN+3 (China, Korea and
Japan) and MDBs (Word Bank, AfDB, ADB, IDB and
EBRD) related issues within MOF.)
July 2015-Present : Head, External Representation
Office of Asia, African Development Bank Group

年間勤務
2009年より財務省にて国際租税制度担当参事官
2011年より外務省にて東南アジア等と太平洋嶼
部域のODA政策担当課長
2013年より財務省でASEAN+3や国際開発金融
機関の担当課長を歴任
2015年より現職
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東洋大学国際共生社会研究センター長の北脇教授、ジョモ・ケニヤッタ農工大学オティエノ教
授、ホメ准教授、東洋大学国際地域学部長の坂元教授、また、JICA の加藤統括役、また、ご臨
席の皆さま、こんにちは。ただ今ご紹介いただきました、アフリカ開発銀行のアジア代表事務所
所長の横山でございます。
本日、平成 28 年度国際シンポジウムが盛大に開催されますことを心よりお慶び申し上げます。
また本日、このようにお話しさせていただく機会をいただきまして、大変光栄に存じております。
ありがとうございます。本日のシンポジウムは、
極めて重要なテーマを扱うものでございまして、
主催されます国際共生社会研究センターに対しまして、心より敬意を表します。また、アフリカ
開発銀行として本シンポジウムで講演させていただくことができまして、大変喜ばしく思ってお
ります。
弊行は、アフリカにおける持続的開発と社会的進歩の促進を使命としておりまして、アフリカ
54 か国を始めとしまして、日本、欧米諸国、計 80 か国の政府を株主としております。弊行アジ
ア代表事務所は、日本、中国、韓国、インド、このアジアの４か国に対して情報発信や普及、ま
た、各種官民団体とのパートナーシップの強化などを目的に、2012 年に東京に設立されました。
本日、アフリカの現状と弊行が取り組んでいる活動やその中で本シンポジウムのテーマでござい
ます「アフリカにおける開発と環境－技術と社会の連携を目指した人材育成－」における弊行の
役割についてお話をさせていただきます。
まず、アフリカ経済の状況についてお話したいと思います。アフリカ経済は、過去 10 年間で
平均５パーセント以上の GDP 成長を維持してまいりました。これは、アフリカ諸国におけます
マクロ経済の安定、ガバナンスやビジネス投資環境の改善、経済と政治情勢の安定によって実
現されたと考えております。弊行が協力して毎年出しております「African Economic Outlook
2016 年版」によりますと、アフリカ経済は国際的な原油価格低迷による影響を受けてはいるも
のの、中期的な見通しは堅調なものになろうとしています。2015 年の経済成長は、コモディティ
価格の下落により、3.6 パーセントに鈍化していますが、世界平均の 3.1 パーセントを上回る成
長率を確保しております。2016 年の経済成長率は 3.7 パーセントと見込まれますが、2017 年に
は 4.5 パーセントに回復すると見込まれております。このように、アフリカ経済の回復力は高く、
中長期的にも世界平均を上回る経済成長を続けるものと考えられます。
アフリカ経済の潜在性は非常に高く、豊富な天然鉱物資源や太陽光、水力、風力、地熱といっ
た再生エネルギーにも恵まれております。また、世界の耕作可能な未開拓地の 65 パーセントが
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アフリカにございます。また、アフリカの人口は 2050 年までに 22 億～ 23 億人まで倍増すると
考えられています。これは、現在の中国とインドの人口の合計に匹敵するものでございます。そ
の中で、若年人口の比率の大きさに鑑みまして、今後とも人口のボーナスが期待されます。また、
中所得階級の人口が増加し、2020 年にはアフリカの消費支出は倍増して、１兆４千億米ドルに
達すると予想されております。
アフリカには、インフラ整備、基礎サービスへのアクセス、人材育成を始めとする様々な開発
課題がございますけれども、これらのボトルネックを解消しつつ持続的かつ包摂的な成長を行う
ことにより、アフリカのみならず世界中が裨益することが期待されます。本日は、日本人の方の
オーディエンスの方が多いので、日本との関係なんですが、このアフリカの成長がきっちりなさ
れるということが、実は日本にも非常に密接に関連しております。当然人口がこのように増えま
すもので、もしもきちんと開発されないと、もちろん低栄養とか貧困とか、そういう問題が大き
くなります。そういうような人道的な問題に加えて、例えばアフリカでは食糧純輸入地域ですの
で、食料を自給できない日本としては、世界市場から調達する上で大きな影響があり得る。また、
エボラウィルスについても皆さんご承知だと思うのですが、アフリカできちっと保健システムが
働かない場合には、日本にもそういう感染症がおよび得る。また、雇用等がしっかり増えない場
合は、失業に不満を持つ若者がテロに走ったりしてグローバルセキュリティに直接影響を及ぼし
得る。また、これからアフリカは人口が増えますし、産業化も進んでいく上で、CO2 排出、廃棄
物も当然増えてくるでしょう。地球環境にも大きな影響を及ぼし得ます。そういう意味で、アフ
リカのきちんとした成長というものは日本にも直結した問題でございます。
ただ、様々な課題があるということはビジネス上のリスクとも捉えがちなのですが、同時に民
間セクターによるビジネスや投資の機会が膨大であるということでもあります。アフリカは中長
期に渡り、消費市場や製造サービス提供の拠点としての重要性を増して、魅力的な市場、投資先
かつビジネスパートナーとなります。その資源の豊富さとか今後の人口規模、市場の大きさ、ビ
ジネスチャンスに鑑みまして、今後数十年のうちに、アフリカを抜きにはグローバルビジネスは
語れなくなります。
このようにアフリカには巨大な潜在性がある反面、アフリカの諸国は様々な開発課題に直面し
ております。例えば、アフリカでは６億 4500 万人が依然として電力へのアクセスがなくて子供
の勉強のための照明とか、保健所のワクチン保存用の冷蔵庫の電気に事欠くことばかりではなく
て、製造業を始めとしまして工業化、ビジネスを展開するための電力も大きく不足しております。
電力不足により、アフリカは年間約２パーセントの GDP を失っていると見積もられております。
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アフリカの開発の最大のボトルネックを取り除くためには、この電力供給増加が不可欠です。農
業につきましては、アフリカは大きな潜在性を有するにもかかわらず、食糧の純輸入地域となっ
ております。農産物については、加工度が低いまま、つまり付加価値が低いまま地域外へ輸出を
余儀なくされております。農業の生産性を上げて食糧増産を図ると共に、農業をバリューチェー
ンの頂点に近づけるための努力が必要です。また、アフリカが持続的経済成長を続けていくため
には、工業化を図ることが不可欠でございます。それには、電力供給増加に加えて、投資環境整
備を図る必要があります。例えば、自由貿易区、輸出加工区のしくみを積極的に活用するなど、
現実的かつ野心的な政策へと転換していく必要がございます。
工業化については、面積ではアメリカ合衆国、ロシアを除くヨーロッパ、中国、インドの合計
にも匹敵する広大なアフリカ大陸において、連結した市場を形成するため、地域統合も重要でご
ざいます。アフリカでは、通常運送物の国境通過に、その手続きに平均 10 日かかっております。
世界平均は 7.5 日、高所得国では５日です。税関手続きの簡素化は重要な課題です。また、アフ
リカ大陸内のアフリカ国籍の人の移動に必要なビザの数は北米の国籍者よりも多くて、人の移
動の円滑化も重要でございます。アフリカの域内貿易は全貿易量の 15 パーセントです。アジア
の 60 パーセント、EU の 70 パーセントに比べて格段に規模が小さいです。貿易手続きを簡素化、
統一化して、人、モノ、金の移動をできるだけ低コストで、かつ迅速に実現することがアフリカ
経済の成長にとって必要でございます。そして、教育、保健といった基礎的社会サービスへのア
クセスや質のレベルも十分なものとはいえません。依然として乳幼児死亡率は出生１千人に対し
て 83 人と、世界でも最も高いレベルでございます。莫大な人口を適切に教育し、工業化、経済
の高付加価値化を支える労働者を育成するだけでなく、果敢にビジネスを展開する起業家も育成
していく必要がございます。
これらの課題に対処するために、アフリカ開発銀行グループでは、現在のアデシナ総裁のリー
ダーシップの下、「ハイファイブ」と呼ばれる５つの開発課題に焦点を当てた開発戦略を策定し
まして、これに果敢に取り組んでおります。この「ハイファイブ」は、
国連で採択された SDGs や、
アフリカが掲げる、2063 年までに達成する開発目標の達成の前提となると同時に、TICAD のナ
イロビ宣言とも親和性の高い内容となっております。これら５つの分野は、第１に、「アフリカ
の電化、Light up and power Africa」、第２に「アフリカの食糧増産、Feed Africa」
、第３に「ア
フリカの工業化、Industrialize Africa」
、第４に「アフリカの地域統合、Integrate Africa」
、第
５に「アフリカの人々の生活の質の改善、Improve the quality of life for the people of Africa」
です。この５つはお互いに関連しておりまして、包括的に対応していく必要がございます。本日
のテーマに特に関連のある人材育成につきましては、この「ハイファイブ」のうち、最後の「生
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活の質の改善」に入っております。ここでは教育とか雇用創出、スキルの習得、水回りや衛生的
環境改善、保健制度の強化を通じて、人々の生活の質を向上させることを目指してございます。
教育、人材育成面では、当行は、第１に「スキル構築と技術の促進」
、第２に「科学技術、工学、
数学の重視」、第３に「職業訓練について、創造的起業家精神と生産性促進を図るものへの変革」
、
を行う人的資本戦略を策定してこれに取り組んでおります。その中で、大学研究機関との積極的
な協力も図っております。例えば、日本、欧州、アフリカの大学の協力で、アフリカの持続可能
な開発のための教育のために、「持続可能な都市開発」、「農村地域の持続可能な農村開発」
、
「工
業鉱物資源」の３分野についてマスターレベルの教育プログラムを策定してその実施を図ってお
ります。
人材育成と密接に関連する雇用につきましては、若年層を対象とした「Jobs for Africa’s
Youth Initiative」を立ち上げておりまして、就業人口の多い農業セクターでのイニシアティブ
や工業化による若年者層の雇用創出を目指すこととしております。
現在アフリカにおいて農業に従事する人口は、全アフリカ人口の約 60 パーセントですが、農
業は、全アフリカの GDP の３分の１、つまり 33 パーセントしか占めておりません。そういう
意味で農業の付加価値が低いということです。農業が依然として livelyhood、つまり細々と生計
を立てていくためのものが主となっております。アフリカ開発銀行は、農業がビジネスとなるよ
うな、そしてそこで多くの若者が自立的にビジネスを展開する成長セクターへとすべく、支援し
ております。その他に Skills Enhancement Zone にて産業クラスターと大学卒業者とをリンクさ
せ、その上で business incubation や資金調達により、ビジネス拡大を支援してまいります。
これらのイニシアティブを通じて今後 10 年で 2500 万人の雇用を創出し、また５千万人の若年
者層を支援することを目指します。その結果、アフリカ経済に 300 億米ドル、約３兆円の GDP
が生み出されることになる。こういうことを目指しております。
以上のように、アフリカ開発銀行では、人材育成に積極的に取り組むことにより、人々の技術
のレベルの向上を促進すると共に、産業と工業化を促進してまいります。そして、電力の普及や
地域統合といった他の戦略と総合的に実施していくことによって、アフリカの持続的な開発を
行っていくこととしております。
ご清聴ありがとうございました。
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ジョモ・ケニヤッタ農工大学と
汎アフリカ大学の役割と人材育成
－工学、科学、技術を事例に－

The Role of PAU and JKUAT
in Human Resource Development for Africa
~Case of Engineering, Science and Technology~

PROF. Romanus Odhiambo Otieno (Ph.D.)
EDUCATION

2009 Executive Master of Organizational Development (EMOD)
1996 PhD (Statistics), Kenyatta University
1992 Master of Science (Statistics), Kenyatta University
1989 Bachelor of Education (Science), Kenyatta University

OCCUPATION

2009(up to date) Deputy Vice Chancellor (Academic Affairs), JKUAT
2008 Acting Deputy Vice Chancellor (Academic Affairs), JKUAT
2006 Acting Director, Board of Postgraduate Studies, JKUAT
2003 Dean (Elected) – Faculty of Science, JKUAT
1999 Chairperson - Department of Mathematics and Statistics, JKUAT

＊PAU
Pan-African University
JKUAT Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology
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Good Afternoon. I really want to thank the invitation from my friend, Professor Kitawaki,
and all of you, the JICA and everybody.
My name is Romanus Odhiambo Otieno. I’m from Jomo Kenyatta University. My topic
is “The Role of PAU” – PAU is Pan-African University – “and JKUAT in Human Resource
Development for Africa”, and I basically wanted to look at the cases of engineering, science
and technology training in Kenya, East Africa and Africa. Next one.
I’ll just take you through Jomo Kenyatta, how it looked when we started in the 70s, and you
can look at it. That’s how it was those years. You can see, it was like a desert, it showed no
opportunities of any development. And we have moved there and we are now going to be the
head. So we started back in 1981 as the College of Agriculture and Technology then became
a university, College of Agriculture and Technology in 1988, and we became a full university
in 1994. Last year, we did celebrate our 20th year celebrations, and quite a number of our
friends in Japan and JICA, they came. It was a very exciting time.
So in ’81, Jomo Kenyatta was basically a middle level college. 20 people earned certificate
and diploma in engineering, science and agriculture. In 1988, we became a university
college. Again, we are now starting to train people, train students, in giving them degrees
in engineering and agriculture. And then, in 1994, we became a fully-fledged university,
what we call Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Our relationship
with JICA stopped a bit in the year 2000, and we were left alone. After that, we grew some
time, but I’ll come back to that later on. And from 2000 to 2016, we have become one of
the top class universities – not only in Kenya, but also in Africa – and this, we are very
happy because JICA came back and we are doing very well. We are working with JICA on
many projects, and I cannot forget to thank JICA for this. Besides working with them at
the university, at Pan-African University, we also have an ongoing project through JICA in
Eretria. Eritrea is a full country, also in Africa, and JICA is really involved in this. We also
have a project on renewable energy, what we call the “Bright Project”, and it continues to
run.
This is how Jomo Kenyatta has evolved – a university of agriculture and technology. In 1980
you could see, we were just a desert. And then we started planting trees, and through the
support of JICA and the Kenyan government, so we move to 1988 and then later on, 1993,
you can see the trees that JICA and the Kenyan staff planted are growing, and this is the
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current situation. This year here, now we have become a forest and they are really grown.
This tree is very important, especially to the Japanese people who are here. It was planted
in 1983 by his Highness, the Prince of Japan in 1983. And now, check how it looks beautiful,
and most of the time, when Japanese friends come to JKUAT in Kenya, it’s a very emotional
place where the Japanese go and they look at this tree and they celebrate it. It was planted
by your Princess, this one here, on the ground.
Jomo Kenyatta has continued to relate with JICA, with Japan, for a long time. And you can
see here, Professor Kitaoka is interacting with our engineering students in the workshop.
And here, again, you can see there’s a lot of interaction, these guys here and myself here,
and then Professor Shiomi explaining to us what they do with some of the research funds.
The Japanese, through JICA, has continued to support us, and for you taxpayers, we really
appreciate you. Jomo Kenyatta is actually a project that has grown through the support
of JICA. And JICA uses your money – taxpayers’ money – in training Africans in science,
technology, agriculture. A project that we are very, very proud of.
Again, on behalf of my boss, the Vice Chancellor, Professor Mabel Imbuga, I really want
to register Kenyan appreciation, African appreciation, for the sacrifice and for the support
that we will continue to get through you guys. So their technical, I mean construction
of classrooms, that’s something we have used for your money, the installation of modern
equipment. Technical cooperation, you can see all this. In-country training, which is still
going on, and all this. And a variety of academic support. Our poor students, normally
when you sent your staff, they created the Babaroa awards, which is continued now, and is
totally Kenyanized, the Kenyans are now running it themselves, but it came from you guys.
And then it’s working with universities, the latest one being Toyo University. We have been
working with Okayama, Tokyo, Kyoto, Osaka, all of this because of your support that we are
really very grateful about.
I talked about Eritrea, this we continue doing. We have just graduated, I think, over 30
students through your support. There are so many of these things, we have trained women
for a long time, I think almost 20 years. The renewable energy, and now, the Pan-African
University under JKUAT, where we train all post-graduate students, science, technology
and innovation from all over Africa. And this is something we really appreciate you about.
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Our university has a mission, we have a dream. And we really want to be a university
of global excellence in training, research, innovation, with a purpose. The purpose is for
development. Africa is still a developing continent. Africa has potential, but yet, the
institutions that we have are yet to reach that level. And so we felt as a university that we
need to be recognized as a university of global excellence. For global excellence in training,
so we do training, in research and innovation for the purpose of the development of Africa
and the whole world.
It’s one of the graduations that we attended.
As we do that, we have come up with ways of reaching that dream, our vision. Our mission
is really to offer accessible and quality university education, training, research, innovations,
in order to produce leaders in the fields of agriculture, engineering, science technology and
enterprise development, health and other applied sciences to suit the needs of a dynamic
world. Their own world, a global world. And this is very important, we have a philosophy
that we set trends, like I’m sure we are the first African university now to come and work
with Toyo University. We set trends and others follow us. So this in education research and
innovation is very important.
Thus, our management structure. We have a chancellor, who gives us the degree, Professor
Maloiy. And then our Board of Directors, the Council, is headed by Professor Kanyari here,
and the members are there. And this is our Vice Chancellor, this is our university president,
a lady, Professor Mabel Imbuga, the Vice Chancellor. And here, you can see me here, I’m the
one in charge of academic affairs. I admit the students and teach them, and then I examine
them and give them certificates. Research is a friend of mine, a lady, Professor Ester
Kahangi. Administration, the one who employs us is also a lady, Professor Ngumi. And
then the one with the money, Professor Okoki, is an architect.
Jomo Kenyatta is a public university for the last 20 years. We have, since we were supported
by JICA to start, we have mentored many universities. These ones here, and then two weeks
ago, they all became full-fledged universities, these ones here. They are now universities,
two weeks ago. So we have mentored that, and then the other before that, we also mentored
this one here, Technical University of Mombasa and Meru University of Science and
Technology, Multimedia University of Kenya, and Deadon Kimathi University. And we have
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quite a number of colleges within the university. We have the College of Engineering and
Technology COETEC, Pure and Applied Sciences, and then Human Resource Development,
we do things like community development, we do things like commerce and all the social
sciences. We have a College of Health Sciences, COHES. We have a faculty of agriculture,
and then we have the schools of Architecture and Building Sciences, so we do urban
planning, we design houses and all the rest. And we have the Institute of Computer and
Information Science and then the Institute of Tropical Medicine and Infectious Diseases.
And, quite a number of campuses. You can see the campuses, totally owned by the
university. So, there’s Karen, there’s Westlands, all these, spread out in the whole country,
just like Toyo is spread out in the town, the town and the country.
And we have quite a number of research institutes, you can see them here, where we do a
lot of research. And then Production and Innovation Centers, you can see them here. Food
technology, chemistry production, engineering workshops, and the farm.
So these are the schools I’ve taken you through. We are talking about the role of JKUAT
in developing science technology and innovations in terms of human resource development
in Kenya, and East Africa and Africa, and we do this in all these colleges that I’ve taken
you through. College of Engineering, we do all kinds of engineering, including electronic,
mechanical and all kinds. Then, College of Faculty of Agriculture, Food Science and all the
rest, agriculture, land resource management, community development, name them, all of
them and all of these. That’s what we have.
Medicines, we do all of them. And in doing this, we have continued to admit students from
all levels. And this is just the trend of undergraduate. Very importantly, in 2008, we were
here. Today, the undergraduates are here. The post-graduates, about over 15,000, so we are
almost over 50,000. In just eight years, we have grown the university by almost over 30,000.
The growth is caring, it’s exponential, the gradient is so high. But just because JKUAT is
the one that is…the government expects us to develop students in science, technology and
engineering and innovations. And so everybody wants to come to Jomo Kenyatta because of
the trend, the training that we got from you.
So that’s what we are at now, and we are really moving.
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We have grown, you can see it, from here in 1994 to 2000. And right now we are here, in
2016. Here, and then here. So, that’s something we have been doing, really growing the
university to develop people in science, technology and innovations for the development, for
the capacity building of our people to participate in industrialization of Kenya’s industries
and all the rest. And our students are always number one in this.
The main disciplines in agriculture and engineering, architect and science has grown from
this again to over this, you can see it. Engineering has grown from this, now to this one
here. The other side is our human resources. So the difference between here and here, this
engineering has really grown, also.
And this tremendous growth has overstretched the facilities, most of the facilities we have,
have actually been bought by the money from JICA and some other places, like ADB of late
has really helped us also, we are very grateful.
Why people, Kenyans and Africans and the whole world has really accepted us is the kind of
training that we do. The training based on a principle of… it’s lab based. So every student
must do practical. It’s also entrepreneurial based, that when you go to a class, you are
also taught that you cannot just go to look for a job, but you imagine yourself how you can
convert that into creating employment yourself. So, there’s a lot of face-to-face cooperation
and collaboration between the Japanese and Kenyan staff, and also with industries. Our
students go for internships, they go for attachment, and that really makes them very
relevant in sorting out and in solving our practical industrial problems that we have in
Africa.
This is an example of how we do the training, of course, based on your philosophy of
monozukuri (ものづくり). These are my students in the workshop, engineering. You can
see what they go through. And all this, all this. And it is basically based on your principle
of monozukuri (ものづくり). Creative thinking and practically doing the things yourself and
then innovating. And this is something that really, we really value. And we learned it from
Japanese experts like you guys used to send to us. So it’s really suited us very well.
Still the same thing, in the…this in the faculty where Professor Home here comes from.
When they train students, they are also trained to know how to drive a tractor on the farm,
mechanized farm, mechanization and then it is very important. So every student has to go
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through this.
Still on the same stem concept, in our engineering workshops, they can innovate things.
They can innovate, like here, they innovated an electrical discharge machines and many,
many other things, all based on the monozukuri (ものづくり) philosophy and principles.
One of the real concerns in SDG, Sustainable Development Goals is actually climate change,
and Jomo Kenyatta has set a standard for itself and we are working closely with JICA and
we have an Institute of Energy and Environmental Technology, where we are doing a lot of
work with the Bright Project. This is some of the things we do together in research. You can
see this biogas digester using hyacinth, and then the thermal gasifiers and all these solar
panels and everything. These are done by our students, the post-graduates and also the
senior undergraduate students for their projects.
In agriculture, we are doing a lot with technologies, tissue culture aloe vera, tissue culture
banana – which is selling in the whole of the country, it has really changed the banana
production in the whole country, and that concept started from the university. I’m talking
about how Jomo Kenyatta is influencing human resources and capacity development more
so for food security and many, many other things, and some of these things we do. Oyster.
This morning, I was eating breakfast, the mushroom was very nice, it looks like what we are
also doing in our university in the Faculty of Biotechnology Research.
In Food Science, there’s yogurt, said to be the best in Kenya right now, it’s being sold. It
came from our students, all this. You can see them, they’re honey, they’re fruit coming from
our food sales through the research and value addition, all in the name of food security.
In doing this, in growing and participating in building capacity for science technology and
engineering in Kenya and Africa as a whole, we have had a lot of challenges. So, one of them
is lab and project based learning, you know, require that students have a one-to-one contact.
But because the number had been growing so much, there is the challenge on that. As we
move towards really building the capacity in those areas, the challenge of the infrastructure,
especially in equipment and all the other is a real, real problem.
We are not able to meet all of our students. In fact, I normally have a challenge when I’m
admitting students, everybody in Kenya want to come and do our courses. But we don’t have
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enough space, and so, that has been a real problem. The growth, the ever increasing demand
for the opportunity. Industrial attachment, internship, where to go and who the students –
because we insist the students must have industrial experience, they must have internship.
But we don’t have enough manufacturing industries, we don’t have enough spaces because
the student population has really grown.
So, matching the curricula needs and the needs of industry, we are trying to get there, but
sometimes, it is still also a challenge. Thus Jomo Kenyatta is doing capacity building for
Kenya. But let’s now go to Africa.
Africa, those of you who have not been there, is a very big country. It occupies 30.3 million
kilometers squared. That’s the total area, you can imagine that it’s very big. Kilometers,
not meters but kilometers. And more importantly, we are very populated and we are still
growing. Most people are under the age of 20. Most people in Africa are actually under the
age of 20. The median age in Africa is 19 years. 19 years. That’s the median. If you ranked
all of us from to a baby that has been born to the oldest guy, maybe 100 years, you find that
the median, the median, is actually 19 years. So that means we…almost, over 50 percent – I
think over 60 percent - are actually below that.
In Africa, for the coming years starting from now, about…people aged between 15 and 29 are
almost 50 percent. I know you guys are like, most of you are over that. But for us, people
aged between 15 to 29 constitute 50 percent. And they are still being born, they are still
growing. Okay?
We will continue to have massive potential workforce that can drive development, not only in
Africa, but the whole world. Because we have the people, they are still young, they are still
very energetic and they are very intelligent. And that is our Africa, our mother continent.
For you to have a precision of what Africa is, this is – you can see this one – is it America or
where? I can’t see it. Yeah, you can see that one there. It’s U.S.A., it’s America. And you
can see this one here, it’s China. And you guys want to know where you are? You are here.
And you can see this one here. This is Africa for you, we can east the whole world. Hello,
guys, are you there? That’s Africa. I want you to have a concept of Africa. That’s Africa.
You put the U.S.A., you put China, you put Japan, you put all…the others, I can even bring
Europe here, up here. That’s Africa for you. It’s that big, it’s that potential, it’s still lying
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there for all of us. Okay?
Africa, in terms of food security, productivity, you can see where we are. We are still on the
ground. See where it says “SA”? See where South America is. That’s Africa for you. It’s
eating the whole world, but when it comes to the real things, we are nowhere.
What is the problem? We are talking about human resource capacity building, scientific
technology, the reason for Africa, especially at higher institutions, I just want to take
you through. Kenya, the universities we have are 31, and then the private universities
are 17. And you can see the colleges are there. Uganda, you can look at this. Uganda is
11. Tanzania is 10. Uganda is 11. Public universities, Zambia 10. Just like that, and of
course, I forgot to put South Africa, they have so many. And here, you can see Ethiopia.
But very importantly here, I forgot Portland, they have 93 universities, but these are village
universities, these are villages like Ndiambor. There’s just somebody just wakes up in the
morning and starts his own university. You can see the colleges and all the rest. Those are
the universities that we have in Africa for now.
These are public universities which are fully-fledged in Kenya. You can see the University
of Nairobi, all the university was started in 1970 and then, just like that, you can see these.
Jomo Kenyatta started in 1994, although when it was a college of agriculture and technology,
it was in 1981. And then we have all these, and we have these junior universities here, you
can see them, that have just become full-fledged universities.
We are talking this conference about sustainable development goals, and we know we have
all of them, there are about 17. But I decided just to look at the one for education training.
Goal 4, the SDG Goal 4 is quality education. For Africa, institutions of higher education and
training is really going to play a key role in trying to wake up Africa, the line potentials, in
terms of, if we’re really going to move to capacity building for industries, agriculture and
food quality, reasons for food security, if you’re really going to participate in climate change,
then the institutions of higher education will really play a great role.
By 2030, what SDG says, that all girls and boys complete free, equitable and quality primary
and secondary education. We still have a challenge, especially with the girls. More boys
complete than the girls. The girls, when they reach the age of around 15 and above, some
of them, they go to school, they drop out sometime due to marriages and many, many other
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things. They become pregnant and all the rest. So there’s still a problem in the whole of
Africa on that.
So, how do we ensure that access school and all the rest? Most of the African countries have
now introduced free primary education, what you call FPE. And secondary education, like
in Kenya, we have introduced free secondary education so that you are able to attract the
girls. But they keep on dropping out because of many, many other challenges, especially
pregnancies and all the rest.
We have also tried to build schools and universities that take into account the fact that
there’re some cultures, there’s some religions, that do not allow students to do something.
And so, what our government has done in quite a number of places, like, we have tried to
distribute universities in the whole of the 47 counties, so that we take specific issues that
affect the students from coming to school, they can now go easily by just walking to the
universities.
And, one of the reasons is that by 1920, 2020, the SGD goal foresees that we should
substantially expand globally the number of scholarships available to developing countries,
especially in the least developed countries. And this, I’m really very happy, especially for
Toyo University’s. And then there are initiatives, you know what they are doing, and I think
this collaboration that we have just signed today, together with the Abe Initiatives, will
actually help us to address this, as Africa.
This is engineering in Africa. The number of registered consulting engineers in the whole of
Africa, in the whole of Kenya, sorry. In the whole of Kenya is 277. 98 percent of them are
males. Females, there are only five, 1-point-8 percent. And the total consulting engineers is
this. Registered engineers is 96.8 and the females are 43, males are – I think it’s 4-point-3
– it’s 3-point-2. That’s what we have. Then, the registered graduate engineers, the males
are this and the females are this, you can see there is now segregation. And then the total
graduate technicians, one, twelve and then 17. You can see that.
What had happened in Kenya is that there are quite a number of manufacturing firms that
are now available, especially in Nairobi, but they prefer importing their foreign engineers.
Because, you can see the number is not enough. And then again, what makes this thing
very, the reluctance of the graduates to take up poorly paid positions in rural areas. Nobody
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wants to go to the rural areas.
And then the shortage of engineering technicians who support the professional – you can
see this number here…sorry, where is the technicians? This number here, compared with
all these. You see, it’s like the pyramid is inverted. There are more, there seem to be more
engineers than the technologists. And that’s the problem.
We all agree that sans technology and innovation sector are the engine, the engine for
sustainable development, especially in Africa. We also do agree that we need to enhance
engineering and science education in Africa. We are also aware that most of the population
is youthful and there’s a lot of natural resources yet to be exploited and it has attracted a lot
of foreign interests. You know, we have the gas, we have the oil in Africa, everything they
need. We need to expose our young people, who are more than 50 percent, to education and
training and the technological advancements so that they are able to participate in unlocking
the potential, and for setting Africa free so that it can wake up.
We are, as a continent, in dire need of infrastructural development, considering that we
must move from being a consuming continent to a manufacturing industrial continent.
So there is a need of this. There is a dire need for industrial development, especially in
manufacturing. All the things we consume are imported. Everything. And yet, we have
the potential. Again, the whole world is going green, it’s a problem of energy and we need
to participate in the renewable energy. We have resources, natural resources. The thing is,
Africa, where we have sunlight and heat, 12 hours and it’s lying there idle. So we need to
train people in this and for this we really turn to JICA, renewable enter the bright project,
this is what is addressing. We need to train people to be involved in the extraction industry.
We need to look at food security, because the population is growing and the food to be
consumed is going down. You just saw the picture where all the continent, everywhere, we
are actually the lowest, so we need to train people that can participate in improving the food.
There’s a serious problem of water. We get a lot of rain, like most places in Africa, twice in
a year. But then after some time, the rain is gone. It’s gone to the Indian Ocean, it’s gone to
the Mediterranean through the Nile River. And there’s no rain. So there’s a serious problem
with water harvesting. But also accompanying with that is sanitation problems, sewerages
and water you will find in Africa, where people just dig holes and toilets everywhere and
there’s a lot of contamination. I think there’s a real, real need for capacity building in those
areas.
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We as a continent, are requesting the whole world to participate to sort out this problem by
investing in modern infrastructure and laboratories, in updating curricula to accommodate
industrial needs, while at the same time seeking to rationalize the requirements for
accreditation of engineering science program by regulating for this.
We are saying that we need to reorient our teaching styles in engineering science from
current mastering mode to the project based learning approach, the monozukuri (ものづく
り) principle.
We need to closely improve our teaching methodology in engineering and science faculty,
especially in pedagogical training so that they are actually able to rise to the task of training
so many of those young people to participate in the emerging areas. We require a lot of
extensive use of state-of-the-art ICT in engineering, science education and training.
What has Africa done, really, to address some of these challenges in the past years? There
are so many things. There’s the concept of Turning Africa Project for curricula reform,
involving over 20 African engineering faculties, spearheaded by AU. Then there’s another
project, the Africa-UK Engineering Partnership in 2010, which was meant to promote
collaboration among African and UK engineers in curricula reforms. Then there’s an
attempt by UNESCO Engineering Initiative in 2011 to address major challenges. Major
challenges in engineering. Then the Federation of African Organization, just like that. And
then the latest one, which is very important, is an attempt by AU – AU is African Union,
funded Pan African University of Science, Technology and Innovation at JKUAT, where
Japan is the lead international partner. This one is very important. It is basically meant
to train students’ capacity building in science, technology and innovation at JKUAT. Then,
there’s been some attempt by AWSE, that is African Women in Science and Engineering,
and the Nelson Mandela Initiative.
So, let’s look at Pan African University. The Institute of Basic Science, Technology and
Innovation, PAUSTI.
There are many challenges in training Africans, especially building our capacity in science,
technology and innovation. For a long time, I think you all know it, we have been sending
our students to Japan, to the U.S., to Europe, to Australia, to India, everywhere. Sometimes
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they come back, sometimes they don’t come back. And so, the African governments – around
54 countries in Africa – did come together and said that, “Is it also possible, as we continue
sending our students to friendly countries like Japan, friendly countries like Europe, like
America, name it, that we can also have a local initiative in really trying to handle some of
the STIs – science, technology and innovation challenges?”
And so, they came up with the concept of having an African university called Pan African
University, domiciled with in Ethiopia, Addis Ababa, and is structured in such a way that
we have…it is being funded by Africa AU. But there are also two partners, the local country
where it is based and an international partner, what we call the lead thematic partner. So
they formed five knots, so this is Pan African University, PAU, and the idea was to come
with five knots, one in east Africa, the second in west Africa, third in central and fourth in
the north, and another one in south Africa. So Africa was divided into five, and the one in
east Africa is to…the field where they are to concentrate is STI, STI. So everybody from the
all of Africa – I don’t know, we are around 54, 55 countries – have to come and learn – postgraduate and masters and PhD, in science, technology and innovation – in this field in east
Africa, where the host country is actually Kenya, and the host university is actually JKUAT.
We competed with all the universities in east Africa and were able to win. Of course, we
used a lot of our experiences with JICA, our collaborations with the Japanese universities,
and that’s how we were able to win. And of course, the key thematic partner is Japan, you
can see it. In west Africa, they are doing life and Earth sciences, and the country is Nigeria
and the University of Ibadan, just like that. And so it goes on like this.
Very importantly friends, if you want to boost science, technology and innovations, then
you have to come to JKUAT. From the whole of Africa, 54 countries, and that’s what is
happening. So the admissions, this was the first batch. So we admitted all these people you
see. Here, so that was the first batch. They came to Jomo Kenyatta from…from Africa, I
think there were, at that time, we were only able to get around 10 countries. Then, in the
second batch, we admitted 28, says 68. And the third batch, we admitted 78. And the total
up to now is that. And then we have just admitted – of course, these are the programs that
we offer at Jomo Kenyatta, Statistics Option, this mathematics, then Molecular Biology and
Biotechnology, Electrical and Civil. And you can see the countries that we have covered so
far, up to that time. So students are coming from 30 countries already. We have 54, and we
have already accessed 30 of them.
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This is the fourth one, they have just arrived. We have admitted 25 from the about 31
countries now. So in the fourth intake already, we have covered about 60 percent of Africa
right now, and so these participating in developing science, technology and innovation
capacity building in Africa.
We do offer joint degrees, a very important concept. One of the MOU we have, we have one
of the articles here, signed in the MOU is that with Toyo, we’ll be doing joint degree together,
and they’ll be giving the degree and we also give the degree. This is what we are doing in
PAU already. You can see, I’m signing there as the one in charge of the students. You can
see our president is signing here, and the president, the director of PAU is also signing there.
Africa-ai. This is one of the last things that we want to do is innovations. And what
PAUSTI has done is to come up with – ai is African’s love Japan – African Innovations. So
we are trying to use what we have learned and do research and try to innovate. And that is
what we are doing here. We are using the creative ideas towards African innovations. Very
important.
So we have all these. This is what we call the PAUSTI Network Project. And we are
basically concentrating now on all these four. And we are using local indigenous knowledge,
resources, experiences and wisdom generated and accumulated in Africa to come up with
some innovations which are relevant for Africa. And so there’s AUC, there’s Kenya, there’s
Japan, and you can see what we are doing.
So we have various centers. The innovations, you can see innovations and prototyping
integrated center. We have an interdisciplinary so there, and we have an Innovation
Center for Molecular Biology and Biotechnology, and we have an Innovation Center for Bioresources, and then the Innovation Center for Product, Development and Commercialization.
We are doing a lot and we are very grateful to JICA again, in supporting these centers.
This is what we are doing, the spirit of excellence, skill, pride, and then spirit, zest. We are
trying to inculcate among our students, from all of Africa, to have creative minds, to have a
feeling of appreciation through apprenticeship, and also to be able to copy your monozukuri
(ものづくり) advice. And this is what we are doing. The ability to make things and the
ability to make good things and the ability to make things very well.
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So what have we done in the industries? Actual practices toward university-industrial
collaboration in JKUAT. That’s our government minister in charge of industrialization,
adding the universities – the whole of Kenya – that there has to be a relationship between
what we teach and what is happening in the industry. The gap has to be narrowed. We are
saying that there are a lot of collaborations already now going on in our curriculum revision
in involved industries and advising the changes. We also invite people working in industries
and professionals practicing outside there to serve as adjunct professors, we do that. And we
pay them when they come. We do practical training, where all our students go for industrial
training and attachments and post-graduation internship. And that all final year projects
will address what is actually required by the industry.
Therefore, as we come together with Toyo, the Japanese, all of the institutions in Japan,
I think we need to really look at this. Involving monozukuri (ものづくり) spirits in our
practical laboratory orientation education. We must dream really, to produce students who
are creative thinkers, who once they think, they can actually convert their thoughts into
products – innovations – which can eventually be industrialized, commercialized and we
start creating our local manufacturing industries. Of course, we cannot do this. We have
to work with you guys, because our vision, as a university of global excellence in training,
research and innovations, we must have people coming from Toyo to visit our university,
to participate in our conference. To participate in teaching and joint supervisions with our
students. This is very important, and our people are also becoming aware of coming here.
That will help us really to rise up to the level of being a global university of excellence and
trends.
We must have an academic network. PAU students from 30 different countries have so far
come, and soon, we will have all of them coming from 54 countries. We need professors from
Japan, we need professors from America, from all over to come and teach and share in the
knowledge on how we can help in capacity building for Africa.
Do not forget – you need good staff. Staff development are areas that JICA, we really appeal
to you guys, the ADB, infrastructures, we really appeal that we work together in achieving
this.
Thank you very much. アリガトウゴザイマス。
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Relationship with Japan continues….

Support by Japanese Government through JICA
Campus Infrastructure such as
• Construction of classrooms and offices
• Installation of modern equipment
Technical Cooperation such as
• Capacity development of staff
• Joint research activities
• In-country training
A Variety of Academic Supports such as
•Babaroa awards to excellent students now run by the university
• Networking with Japanese Universities.

Japan Has Africa at Heart: JICA President Affirms
Posted on December 1, 2015 by Corporate Communications Office, JKUAT

JICA (On-going)

Prof. Shinichi Kitaoka interacts with a section
of JKUAT engineering students during his visit

1/Dec/2015 at JKUAT

Prof. Kitaoka (left) with Prof. Odhiambo (centre)
at the modern farming demonstration stations
explained by Prof. Shiomi, JICA Expert

▸ Eritrea Higher Education Support under JKUAT
▸ Socio-economic Empowerment Trainings for Women
▸ Renewable Energy (Bright Project)
▸ PAU under JKUAT (AFRICA-ai-JAPAN Project)
▸ etc.

University Vision
A University of global Excellence in Training,
Research and Innovation for Development
JKUAT Chancellor,
Prof. Geoffrey
Ole Maloiy
(Second right)
present an
honorary degree
of Doctor of
Science in
Entrepreneurship
(Honoris Causa)
on Mama Ngina
Kenyatta (centre)
as Prof. Suda
(second left) and
Prof. Imbuga
(right) applaud

*****************JKUAT Mission****************
To offer Accessible Quality University Education, Training,
Research and Innovation in order to produce Leaders
In the Fields of Agriculture, Engineering, Technology,
Enterprise Development, Health and other Applied
Sciences to Suit the Needs of a Dynamic World
****************JKUAT Slogan(Motto)***********

Setting Trends in Higher Education, Research
and Innovation

31st July,2015 @JKUAT

JKUAT Top Management

ACADEMIC
AFFAIRS
Prof.Romanus
Odhiambo
Otieno

JKUAT Constituent Colleges
1) Taita Taveta,University College
2) Muranga University college
3) Kirinyaga University College
4) Co-operative University College

(successive) Principal, V.C.

(名誉学長）

JKCAT: Principal
1) Mr.Githaiga

VICE
CHANCELLOR
(学長）

DVC (副学長）

RESEARCH AND
EXTENSION

Prof.E.M.
Kahangi

DVC

ADMINISTRATION

Campuses outside main campus

Full fledged universities from JKUAT C.C.

JKUCAT→JKUAT: Vice-Chancellor
1) Prof.R.W. Michieka
2) Prof. Nick Gatheru Wanjohi
3) Prof. Mabel Imbuga <2008-now>

(副学長）

(C.C.)

Upgraded to full
fledged universities
on 7th Oct.,2016

1) Technical University of Mombasa
2) Meru University of Science and Technology
3) Multimedia University of Kenya.
4) Dedan Kimathi University College of Technology in Nyeri.

JKCAT→JKUCAT: Principal
1) Prof.Geoge S. Eshiwani
2) Prof.R.W. Michieka

COUNCIL

Council Chairman
1) Dr.S.K.Mulinge
2) Dr.,Davy Koech
3) Mr.Adan A.Mohammed
4) Eng.Julius Riungu
5) Dr. Ekuru Aukot
6) Prof.Paul Kanyari Njuki
<Dec.2015-now>

DVC(副学長）

(As of 1/Jan/2016)

CHANCELLOR

(successive)Chancellor
1)President D.T. A.Moi
2)President Mwai Kibaki
3)Prof.Ali A.Mazrui
4)Prof.Francis Gichaga
5) Prof. Geoffrey Ole Maloiy

An Overview of JKUAT (as of Oct.2016)

(ADMINISTRATION STRUCTURE )

Colleges/Faculties/
Schools

Research Institutes and Outreach

1) College

・ Engineering(COETEC)
・ Pure and Applied Science(COPAS)
・ Human Resource Development(CHRD)
・ Health Sciences(COHES)

DVC (副学長）

2) Faculties:

Finance

3) Schools:

1) Karen Campus
2) Westlands Campus
3) Nairobi Central Business District(CBD) Campus
4) Mombasa CBD Campus
5) Nakuru CBD Campus
6) Kitale CBD Campus
7) Kakamega CBD Campus
8) Kisii CBD Campus
9) Kisumu CBD Campus
10) Keiyan Campus
11) Arusha Centre (Tanzania)✯
12) Kigali Campus (Rwanda) ✯

Juja
-Main campus-

・Agriculture

1）Institute for Biotechnology Research (IBR)
2) Institute for Energy and Environmental
Technology (IEET)
3) Sustainable Materials Research & Technology
Centre (SMARTEC)
4) Water Research and Resources Center (WARREC)

Production and Innovation Centers

・Architecture and Building Science (SABS)

Prof. Victoria
Wanbui Ngumi

Prof. Vernard
Otoki
Moirongo

(from Oct/2014)
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4) Academic Institutes
・Computer and Information Technology (ICSIT)
・Institute of Tropical Medicine and Infectious Diseases (ITROMID)

1) Food Technology Center (FOTEC)
2) Chemistry Production Center (CPC)
3) Engineering Workshops
4) Farm
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35000

JKUAT All Academic Programs
(Juja Main Campus)

Undergraduate Increase

30000

(As of Oct..2016)

25000
Student No.

College/School/Faculty/Institute
1 College of Engineering and Technology (COETEC)
2 Faculty of Agriculture

20000

10000

0

9877 11235

717 946

Summary about growth of JKUAT

o The student population growth from inception was slow
reaching 2068 in 1994. The growth improved attaining the
3061 mark in the year 2000 and eventually to 48,000 in
the year 2016.
o The main disciplines of Agriculture, Engineering,
Architecture and Science has grown from 2068 in the year
1994 to 3021 in the year 2000 and eventually to 14,951 in
the year 2015.

2012

7 College of Health Sciences (COHES)

2011

Students(Undergraduate+Graduate)：32,626
Teaching Staff： 701
Administration Staff：1,200 (as of July,2013）

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

6 School of Architecture and Building Sciences (SABS)

14297 15240 15654

1391 1754 2297

2003

5 Institute of Computer Science and Information Technology

2002

2001

4 College of Human Resource Development (COHRD)

20370

15000

5000

3 College of Pure and Applied Science (COPAS)

30788

Time (Year)

40,200

in the year 2015

A Motto of JKUAT

<an example of JKUAT STUDENT PRACTICE-1 (B.Sc.)>

MONOZUKURI based on Creative Design/Drawing

o This tremendous growth has overstretched the facilities
such as lecture halls, workshops, laboratories, the water
capacity and waste treatment.
o Quality of Education was implemented by Lab.Based
Education through Face to Face Cooperation and
Collaboration between Japanese and Kenyan Staff.

JKUAT OUTPUTS

Tractor Driving Practice at JKUAT

Micro-hydro Power Generating Plant

Electrical Discharge Machine
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“Pick and Place” Robot
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JKUAT OUTPUTS

Examples of Innovation Activities at JKUAT

Renewable energy technologies

Biogas digestor using hyacinth

Thermal
gasifier

JKUAT Biotechnologies

Tissue culture Aloe vera
Tissue culture banana seedlings

Solar panels
and Solar
lamps for
rural areas

JKUAT OUTPUTS
Value addition for enhanced food security

Tissue culture
Oyster mushrooms

Challenges of JKUAT towards Quality Education
o Lab. and Project based learning” which are common in
Japan, that showcases the important roles in developing
solutions for contemporary issues.
o JKUAT continues to strengthen a “hands on” approach
in the form of “Practice/Lab. Based Education” towards
practical experience and skills of the graduates
produced.
o Still insufficient output to meet the countries’
requirements;
o Limited opportunities for industrial attachment and
internship for students and graduates,
o Continued efforts to match curricula with the needs of
the industry

African Population
o Africa has more people under 20
years than anywhere in the world

Overview of Africa

Around: 1.069 billion People
（ World Population Prospects:2016 Revision）
➪➪ 15 % of the entire World Population

o Currently, the estimated median
age in sub-Saharan Africa is
under 19 years.
o In Sub-Saharan Africa people
aged between 15 and 29 will
continue to constitute about half
of the population in most
countries for the next 3 to 5
decades.
o Africa has and will continue to
have massive potential work
force that can drive development.
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African Population under 15 Years Old
Source: Population Reference Bureau, 2015 World
Population Data Sheet [http://www.prb.org]
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Africa

Productivity

Area: Around 30.3 million㎢
90-times of Japan(0.38㎢）

The Area of Africa can cover the
areas of USA, Europe, India,
China, Mexico, Japan, etc.

Source: Designer :Kai

Krause,

The True Size of Africa

http://kai.subblue.com/en/africa.html

Universities in East Africa + Southeastern Africa+ Horn of Africa
Universities

6

Kenya
Tanzania
Uganda
Zambia
Malawi
Rwanda

7

Mozambique

1
2
3
4
5

9

Burundi
Comoros

10

Madagascar

8

Public

31
10
11
10
4
6

14

Seychelles
Djibouti
Eritrea
Ethiopia

15

Somalia +Somaliland

11
12
13

122

Private

17
16
30
29
16
23

In Africa, Value-added and
productivity is falling behind ...

(As of March, 2016)

University Colleges
Public

3
4

Private

4
11

31 Public Full Fledged Universities in Kenya
（Senior) 7-Public Chartered University

Others
University with Letter of Interim Authority(LIA)-12

Military Universities-4, Others-4

4

---

Public Integrated Polytechnics and Colleges-10, Public Nursing Schools-3

22
9
2
11
2
1
7

7/Oct/2016

Year of Full Fledged University

1

University of Nairobi

(UoN)

1970

2

Moi University

(MU)

1984

3

Kenyatta University

(KU)

4

Egerton University

(EU)

5

Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology(JKUAT)

1994

6

Maseno University (MSU)

2001

7

Masinde Muliro University of Science and Technology(MMUST)

2007

1985
1987

（Junior) 16-Public University （Feb.,2013: Upgraded from Constituent College to University）
1. Kisii University College (EU);
2. Chuka University College (EU);
3. Kimathi University College of Technology (JKUAT);
4. Mombasa Polytechnic University College (JKUAT);
5. Kenya Polytechnic University College (UoN);
6. Pwani University College (KU);
7. South Eastern University College (UoN);
8. Meru University College of Science and Technology (JKUAT)

（Junior) 8-Public University

(7/Oct/2016: Upgraded from Constituent College to University
1) Kirinyaga, 2) Machakos, 3) Rongo, 4) Co-operative, 5) Taita Taveta,
6) Murang’a, 7)Embu,
8) Kenya Assemblies of God east Africa School of Theology (private)

(Public Univs.-34, Public Colleges of Teacher Education-29, Non-Govt.Higher Education-59)

93

9. Multi-Media University College of Kenya (JKUAT);
10. Kabianga University College (MU);
11. Narok University College (MU);
12. Bondo University College (MSU).
13. Laikipia University College (EU)
14. Chepkoilel University College (MU)
15. Karatina University College (MU)
(16. Kibabi University, upgraded in 2015）
Public University Constituent Colleges-3
Private Chartered Universities-17
Private University Constituent Colleges-4
Institutions with Letters of Interim Authority-12
Registered Private University-1

SDGs - Goal 4 (Quality Education) Targets
By 2030,:

o Ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to
relevant and effective learning outcomes
o Ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and pre-primary
education so that they are ready for primary education
o Ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary
education, including university
o Substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and
vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship
o eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational
training for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable
situations
o ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and
numeracy
o Ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development,
including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human
rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of
cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development
o Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, nonviolent, inclusive and effective learning environments for all
o substantially increase the supply of qualified teachers, including through international cooperation for teacher
training in developing countries, especially least developed countries and small island developing States

o For Goal 4 (Quality Education) institutions of higher education and
training will play a critical role

By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to developing countries, in particular

o Achievement of Goal 4 will contribute to realization of the other 16 goals
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least developed countries, small island developing States and African countries, for enrolment in higher
education, including vocational training and information and communications technology, technical, engineering
and scientific programmes, in developed countries and other developing countries
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Situation of Engineering in Africa

Engineering and Science
in Africa

Situation in Kenya: Case of Registered Engineers
Category
Registered Consulting Engineers
Registered Engineers
Registered Graduate Engineers
Graduate Technicians

Males
272 (98.2%)

Females
5 (1.8%)

1,298 (96.8%) 43 (3.2%)
4,974 (92.3%) 413 (7.7%)
1,128 (98.5%) 17 (1.5%)

Totals
277
1,341
5,387
1,145

o Engineering and science constitute the engine for sustainable
development, especially for Africa.
o Hence the need to enhance engineering and science education
in Africa.

o Local presence of foreign engineering firms who prefer to import
their own skilled labor;
o Reluctance of the graduates to take up poorly paid positions in
rural areas; and
o Shortage of engineering technicians who support the professional
engineers. Generally, for the effective operation of the
engineering industry, the ratio professional engineers to
technicians should be of the order of 1:5 or 1:6. In Africa, however,
this ratio is more of the order of 1:1 or 1:1.5

o With the youthful population and abundant natural resources
that has recently attracted foreign interests, Africa stands at a
crossroads in its development trajectory.
o Education and training, buttressed by technological
advancements, are necessary tools for the continent to unlock
its potential, and to set free the “African giant”.

Addressing the Engineering/ Science
Education in Africa challenges

Need for Engineering and Science Capacity
Africa is in dire need to expand her engineering and
science capacity and capability:

The future of engineering and science education in Africa lies heavily on strategic
decisions evolved by the African people themselves within the African context.
For a bright future, African governments/universities will have to:
o invest in modern infrastructure and laboratories
o update curricula to accommodate industry demands, while at the same time
seeking to rationalize the requirements for accreditation of
engineering/science programs by the regulating bodies
o re-orient teaching styles in engineering/science faculty from the current
magisterial or masterly mode to the Project-Based Learning approach
o Closely linked to improving teaching methodology in engineering/science
faculty is the need for pedagogical training of engineering lecturers as well as
short-term attachment in industry to keep pace with advancements in
technology and design.
o The faculty and study also require extensive use of state-of-the-art ICT in
engineering/science education and training.

⍟ for its infrastructural development in tandem with her growth
trajectory;
⍟ for accelerating its industrial development, especially in
manufacturing;
⍟ for producing its ever-increasing needs in terms of renewable
energy to overcome the acute power shortages;
⍟ for empowering Africa to take control of the extraction industry
of its rich natural resources; and
⍟ for sustaining agricultural productivity and the need for food
security base;

⍟ for water harvesting in order to curb the challenges faced as a
result of lack of water.

Initiatives for improving Engineering Education
in Africa
o Tuning Africa Project (2012) for curricula reform, involving over
20 African Engineering Faculties;
o Africa-UK Engineering partnership (2010) to promote
collaboration among African-UK engineers e.g. in curricula
reform;
o UNESCO Engineering Initiative (2011) to address major
challenges in engineering education e.g. curricula reform, QA,
accreditation;
o African Engineering Education Association (2006) to promote
networking among engineering educators,
o The Federation of African Engineering Organisations (2012) to
act as an umbrella body for all African engineers,
o AU funded Pan African University of STI at JKUAT,
o African Women in Science and Engineering, and
o Nelson Mandela

Pan African University(PAU)

Institute of Basic Science, Technology
and innovation(PAUSTI)
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Pan African University (PAU)
PAU Council Members
✦President :Prof. Tolly S.A.Mbwette (Tanzania)
✦Vice President: Dr.Paulo Carvalho (Angola)

➂

PAU Council

➀ East

➁ West

➂ Central

➃ North

➄ South

PAU STI

PAU LESI

PAU GHSS

PAU WES

PAU SS

Basic Sciences,
Technology and
Innovation

Life
and
Earth Sciences

Governance,
Humanities and
Social
Sciences

Host Country
(HC)

Kenya

Nigeria

Cameroon

Algeria

South Africa

Host University
(HU)

JKUAT

Univ. of
Ibadan

Univ. of
Yaounde II

Univ. of
Tlemcen

(to be identified)

Key Thematic
Partner (KTP)

Japan

India

Sweden

Germany

(EU or USA)

Fields

Level

➀

MSc
PhD
Total

➄

Rector

HDQ @Cameroon

Admissions

➃
➁

AUC

Water and
Energy
Sciences

Space
Science

Programmes

(incl. Climate Change)

SUCCESSFUL SCHOLARSHIP APPLICANTS 2016/2017 ACADEMIC YEAR

Joint Degree

(Nominated) 4th Batch Students (Aug.2016)

Molecular Biology &
Biotechnology
2 Civil
Engineering
3 Electrical
Engineering
4a Mathematics

1

Female

Total

Male

Female

Total

10

2

12

9

7

16

28

6

2

8

15

3

18

26

4

3

7

13

5

18

25

4

3

6

8

2

10

16

5

2

7

7

2

9

16

4c Mathematics

6

0

6

7

1

8

14

35

11

46

59

20

79 125
39

- Computational Option

-Statistical Option

Total

All
46
22
68

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

(As of Mar.,2016)

Batch 3
F
M
8
32
10
28
18
60

All
40
38
78

Grand Total
F
M All
30 112 142
16
44 60
46 156 202

Batch 3 :
Enrolled in Mar. 2016

Algeria
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Chad
Comoros
Congo
DRC
Egypt

Countries
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eritrea
Ethiopia
Gambia
Ghana
Kenya
Lesotho
Liberia
Malawi
Mali
Namibia

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Sudan
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Students from 30 countries up to now

Case of Mr. GULMA, Sadiq Abubakar, M.Sc. Civil Engineering (Environmental & ASAL)

M.Sc. Programme

Male

4b Mathematics

- Financial Option

Batch 2
M
32
16
48

Batch 2 :
Currently 2nd Year

Mathematics
• Statistics Option
• Computational Option
• Financial Option
Molecular Biology /
Biotechnology
Electrical Engineering
Civil Engineering

Focus Points: Innovation with actions (Basic Sciences, Bio-technology and Engineering)

Ph.D. Programme

F
14
6
20

Batch 1 :
Graduated in Nov. 2014

Lead Thematic
Partner (LTP)

Programme

F
8
-8

Batch 1
M All
48 56
---48 56

Rector, PAU

VC, JKUAT

DVC(AA), JKUAT

ai: african innovation
Innovation using local/indigenous
knowledge, resources, experiences
and wisdom

JICA Technical Cooperation Project

AFRICA-ai- JAPAN Project:

Breakthrough: Innovation from Africa, Kenya, JKUAT and PAUSTI

African Union -african innovation - JKUAT AND PAUSTI Network Project

Creative Ideas
towards African Innovation

JKUAT: Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology
PAU STI: Pan African University, Institute of Basic Sciences, Technology and Innovation
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Key Activities: Africa-ai- JAPAN Project

Africa-ai- JAPAN Project /JICA

Introduction

Africa Union-african innovation - JKUAT AND PAUSTI Network Project

PR
PR
PR

This project will strengthen the
knowledge and skills in the fields of
♦agriculture,
♦engineering,
♦science, and
♦biotechnology
of both PAUSTI and JKUAT students.

iCB

This is unique since it promotes
the full utilization of
local/indigenous knowledge,
resources, experiences
and wisdom
generated and accumulated
in Africa to solve Africa’s problems.
AUC:
PAU:
PAUSTI:

Excellence

Interdisciplinary
approach

iCMoB

Innovation Centre
for
Molecular Biology
and Biochemistry

iPDeC
Stable Foundation of Research and Education
towards African Innovation
for PAUSTI/JKUAT Students and Staff

Stable Foundation of Research and Education
for PAUSTI/JKUAT Students and Staff

Monozukuri

Actual Practices toward
University-Industry
Collaboration
in JKUAT

“products”

Monozukuri
overtones

Spirit

PR
PR
PR

Innovation Center for Product, Development and Commercialization

Pride

Skill

African
Innovation
(ai)

Innovation Centre
for
Bio-resources

African Union Commission
Pan African University
PAU of Institute of
Basic Sciences, Technology and Innovation

A Japanese word
(2 in one) meaning

iPIC

Innovation and
Prototyping
Integrated
Centre

Zest

“process of making
or creation”
• Requires creative minds and
often related to craftsmanship
evolved through
apprenticeship rather than
structured curricula
• Represents the Japanese
Philosophy;
“How to Make Things”
In the ability to;
 make things,
 good things,
 very well

Japanese MONOZUKURI, Design Thinking, Fab.Lab. 5S-KAIZEN,TQM・・・

Prioritize Industry
Collaborations
CS Urges Varsities
Adan Mohamed addresses
the graduation
congregation

Addressing the Engineering/ Science Education
in Africa challenges - University-industry linkages
o To keep pace with ongoing foreign investments in Africa, universityindustry linkages is now paramount.
o These linkages may adopt several formats such as
 involving industry in advising on curricula reform
 inviting representatives or professional practicing engineers to
serve as adjunct professors
 provision of practical training to the students during industrial
attachments and post-graduation internship
 ensuring that final year projects are always industry based.
o A collaborative approach and joint efforts by African governments,
engineering/science education institutions and representatives is
required to address the challenges
o To precede the above mentioned steps, African countries/universities
will need to undertake a national assessment of both
engineering/science capacity and needs. At some stage, joint
accreditation of programs may be necessary.
o Weak Intellectual Property Systems in the Universities

24/Nov/2014
@JKUAT

Industrialization and Enterprise Development Cabinet Secretary, Adan
Mohamed has said his ministry will work closely with JKUAT in establishing
the Nairobi Industrial and Technology Park to enhance uptake of
research results from the University by industry players. The Cabinet
Secretary emphasized that collaborations between academic institutions
and the industry was critical in acquisition of practical and hands-on
skills and competencies needed to drive modern economy.
He further lauded JKUAT for its business incubation programme supported
by the Japan International Cooperation Agency, JICA, which he opined was
critical to fostering Kenya’s socio-economic goals. ~~~~~~~~~~~~~~~~
http://www.jkuat.ac.ke/2014/11/prioritize-industry-collaborations-cs-urges-varsities/
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The Role of PAU and JKUAT in Human Resource Development in Africa
~Case of Engineering, Science and Technology~
PAU and JKUAT are trying to contribute to important key issues in Human
Resource Development in Africa as the following points;

1) Practical/Lab. Oriented Education

Way Forward

➪➪➪ (e.g.)Monozukuri

2) Creative Thinking/African Innovation with action
➪➪➪ (e.g.)AFRICA-ai-JAPAN Project

3) Global Academic Exchange

4) Academic Network with different cultures

➪➪ PAU students from 30 different countries in Africa so far

✰ Staff Development

To get Master and/or Ph.D and train quality technologies at foreign countries for
university staff is quite strong impact and effective in human resource development
such as Mombusho(MEXT) Scholarship, ABE Initiative, JICA Training Programs.
Thank you very much.

ARIGATO GOZAI MASU!
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アフリカにおける人材育成
Human Resource Development in Africa

加藤

正明

独立行政法人国際協力機構 安全対策統括役／

Mr. Masaaki KATO

Chief Security Officer/ Former Special Senior Advisor,

前上級審議役

Japan International Cooperation Agency

早稲田大学理工学部卒。

EDUCATION

1983年JICA（国際協力機構）入構（在職中、青
山学院大学国際政治経済学研究科修了（国際経
営学修士））。
その後、外務省勤務、JICA企画部、社会開発
調査部、人事部、鉱工業開発協力部、アフリカ

March, 1995		Master Degree of Business
Administration,
Aoyama Gakuin University
March, 1983		Graduated from Faculty of Science
and Engineering
Waseda University

部などを経て、2010年4月よりケニア事務所長、
12年4月より人事部長、16年4月より上級審議役
に就任し、アフリカ/TICADに関する連携促進
や人事制度の改善などに従事。同年10月には、
安全対策統括役として、安全情報の分析、国際
協力に従事する人材の安全対策等に携わる。

CAREER

October, 2016		 Chief Security Officer,
	Japan International Cooperation
Agency (JICA)
April, 2016		 Senior Special Advisor,
	Japan International Cooperation
Agency (JICA)
April, 2012		 Director General,
Personnel Department, JICA
April, 2010		 Chief Representative,
Kenya Office, JICA
April, 2008		Deputy Director General for
Human Resources Management,
Personnel Department, JICA
June, 2004		 Deputy Director General,
Regional Department Ⅳ(Africa), JICA
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みなさんこんにちは。ただ今ご紹介を頂きました国際協力機構 JICA の安全対策統括役を務め
ております加藤と申します。今日は多くの学生においでいただきましてどうもありがとうござい
ます。
実は一番前に座っておられる北脇先生とは、二十数年来おつき合いをさせていただいており
ます。20 年ほど前には、JICA の上下水道プロジェクトも、上と下がバラバラに計画されてお
り、一体的な開発ができないか一緒に調査をさせていただきました。今ご紹介頂いた杉田先生は、
JICA の職員でした。私の同僚でしたが、今は先生としてご活躍されているという事で、東洋大
学と JICA とは幅広い関係がございます。また、本日は、東洋大学とジョモ・ケニヤッタ農工大
学が協定を結ばれたという事で、まことにおめでとうございます。先ほど、オディアンボ副学長
からご講義をいただきましたが、その中で何回か JICA という言葉が出てきました。JICA はご
承知の通り、開発途上国への協力・支援を行っている機関ですけれども、日本国民から負託を受
けた事業ですので、オディアンボ先生が JICA の名前を引用されたということは日本国民、日本
全体に対する評価や感謝の気持ちを表されたと皆さんはお受け止めなられてよろしいのかと思い
ます。協定を結ばれたという事ですので、日本を代表して日本のプレゼンスをしっかりとアフリ
カに置いても発揮され、アフリカと日本の友好関係が更に強固となるような学術関係を是非築か
れていかれることを望む次第です。
さて、本日はアフリカにおける人材開発、これに対して JICA がどのように取り組んでいるか、
特にこのシンポジウムのテーマが技術と社会の連携ですので、技術を社会にどう応用して行くの
かに焦点を当てた上で、そのための人材育成ついてお話をさせていただければなと思います。も
ちろん応用技術といっても、その前に基礎科学、基礎的な技術が重要であることは言うまでもあ
りません。昨今、日本も多くの方がノーベル賞を取られるようになってきましたが、一様に基礎
的な技術、基礎的な科学の重要性を主張しておられる。それはその通りだと思いますが、最近の
アフリカにおいては、その基礎技術を応用する、イノベーションを起こす、そうした重要性が指
摘されるようになってきています。開発や産業化を進めるためには初等・中等教育が非常に重要
ですけれども、それに加えて応用やイノベーションを起こす力、これを自ら身につけることが必
要と認識されるようになってきました。そうしたアフリカで求められる人材層の変化をひも解き
ながら、その育成に JICA がどう取り組んでいるのかお話をさせていただければと思います。
今日お話しする内容は、第一に、人材育成に対する TICAD Ⅵでの取り組みです。TICAD とは、
日本の呼びかけによって始まったアフリカの将来の開発を議論する国際会議です。アフリカの今
後の方向性や日本の対アフリカ政策を決定づける上でも非常に重要な会議で、そのアジェンダの
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中には人材育成も含まれています。また、議論するアジェンダが時代によって、あるいはアフリ
カのニーズによって変化してきています。TICAD はこれまで６回行われてきたのですが、３回
くらいまでは基礎的、社会開発的なイシューが中心として議論をされてきました。その後、アフ
リカの成長と共に経済開発や民間セクター開発が主要な議論になりました。人材育成の分野にお
いても、当初は基礎教育、初等教育、時代を経るに従い、高等教育、職業訓練、あるいは民間企
業との連携といったイシューが多く議論されるようになってきていますので、そうした点を若干
触れさせていただければと思います。
二番目は、具体的な JICA の人材開発への取り組み、特に高等教育と職業訓練に焦点を当てた
人材開発の事例をご説明させていただきたいと思います。ここはオディアンボ先生の説明と重複
する部分がありますので、若干省略しながらご説明をしたいと思います。
最後は、社会への適応、社会実装の事例として、SATREPS や ABE イニシアティブ、あるい
はボランティアについて説明をさせていただければと思います。
さて、TICAD ですが、第一回が 1993 年に東京で行われました。90 年というのは皆さんご承
知の通り、東西冷戦構造が崩壊をした時で、欧米のドナーの多くは民主化の移行国への支援に焦
点を当てるようになっていきました。一方 80 年代までに欧米諸国はアフリカに対して色々支援
をしてきましたが、なかなか成果が上がらないことに失望感を感じた。これをよく援助疲れと
言いますが、そういったものを感じるようになっていました。そうした中、90 年代以降もしっ
かりとアフリカに目を向けるべきとして、日本が主導して始められたのが、TICAD、「Tokyo
International Conference on African Development」というものの省略ですけれども、第１回目
が 93 年に行われました。当初は、５年に１回、日本で行われてきましたが、６回目はナイロビ
というアフリカの地で初めて開催され、それ以降３年に１回行われるようになりました。EU、
中国、韓国、アメリカ、トルコなど多くの国が、アフリカ開発に対する会議を行ってますが、
TICAD がそれらの会議と異なっているのは、日本とアフリカだけではなくて、日本と国連と世
銀、アフリカ連合といった共催者と一緒になってアフリカの今後の開発について議論している点
です。実際、アフリカに対する支援は、90 年代初頭量的伸びは平行してますけども、2000 年以
降は急速な伸びを示してます。もちろん TICAD の成果だけで増えているわけではないと思いま
すが、ひとつの TICAD の貢献と思います。
TICAD はこれまでに６回行ってきましたが、第１回目の TICAD ではアフリカの開発には、
アフリカのオーナーシップと国際社会のパートナーシップが非常に重要であると謳っています。
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これは TICAD の一貫した原則です。また、アジアの開発経験をアフリカに活用するにはどうし
たらいいのかという議論も行われました。TICAD Ⅱでは、社会開発や貧困削減が中心的なテー
マになりました。日本は、初等・中等、理数科教育といった分野で支援のコミットメントを表明
しました。また、皆さんも聞かれた事があるかもしれませんが、Millennium Development Goal
が国連で採択されましたけれども、その基本的な骨子を規定するような議論が行われました。
TICAD Ⅲでは、TICAD Ⅱでも議論した人間中心の開発に、平和の定着や経済開発を通じた貧
困削減を加えた３本柱で議論が行われました。特に人間の安全保障の考え方がクローズアップさ
れた会議でもありました。その後 2000 年代に入って、アフリカの開発が急速に進んできた一方
で、2008 年ごろでしょうか、リーマンショックで世界的な経済の停滞・落ち込みがありました。
このような環境の中で行われたのが TICAD Ⅳです。世界的な経済の停滞の影響で、アフリカの
成長が鈍化しつつある中、成長をしっかり維持、むしろ加速化させなくてはいけない。そうした
成長や民間活力の活性化といった点に焦点が当たりました。それに加えて、先ほど言及しまし
た MDG の達成や平和の定着、環境といったものを柱に色々な議論が行われて、合意がなされま
した。併せて、TICAD は一回限りの会議ではなく、コミットをしたらどう行われたのかをフォ
ローアップをする、そしてフィードバックをする。そうしたメカニズムが導入されました。そし
て TICAD Ⅴ。これは日本の外交史上で最大規模の会議でもありました。社会開発や平和の構築
といった重要な柱は残しながらも、民間が主導したアフリカ開発に大きな焦点が当てられました。
次のスライドは TICAD Ⅴで発表された JICA 支援のパッケージですが、非常に細かいので後で
ご覧ください。一点だけ申し上げたいのは Human Resource Development とか、法制度等に関
する公務員のトレーニングが含まれているとおり、人材開発はいずれの TICAD においても非常
に重要なテーマであったことは付言させていただければと思います。
そして、TICAD Ⅴが行われて以降、アフリカに何が起こったかというと、ひとつには石油価
格等々、一次産品の価格が下落した。それによってアフリカにおいても資源国と非資源国の間で
成長に差が出てきてしまった。次にエボラ、これは皆さん新聞紙上でも有名になりましたのでご
存じだと思いますけども、感染症の脅威が認識されました。最後にテロリズム・ラジカリズム。
IS やボコ・ハラムは聞いたことあるかもしれませんが、テロの脅威が拡大しました。こうした
新しい課題にどう対応したらいいのか、それが議論されたのが TICAD Ⅵです。TICAD Ⅵでは
色々な新たな取り組みが行われました。
まず申し上げたいのは、初めてケニアのナイロビというアフリカの地で TICAD が行われまし
た。アフリカ自身のオーナーシップが如何なく発揮された会議であったと思います。２番目に、
新たに生じた脅威にどう対応したらいいのかが議論されました。資源価格に左右されない体質作
りのためには経済の多角化をしなくてはいけない。そのためには民間の役割が非常に重要である
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という事が強調されました。加えて、エボラ等感染症に対してはしっかりとしたヘルスシステム
を作らなくてはいけない。テロ撲滅のためには社会の安定化の支援をしなくてはいけない、こう
したことが議論されていたわけです。Outcome については細かいので後でご覧いただければと
思います。なかでも、人材開発をピックアップして掲載したスライドがありますが、
「intellectual
property」
、すなわち知的財産権とか IT のように社会適用を意識した応用的なものも多く含ま
れていることが特徴的です。次に民間企業のプレゼンスが大きかったことです。ナイロビに多く
の日本企業の代表が参加をし、今後のアフリカ開発の方向性を議論しました。また、国際社会と
協調した新たな先進的な取り組みが TICAD の場で発表されました。
TICAD ⅠからⅥまでを振り返ってみると、アフリカの開発はアフリカ自身のオーナーシップ
と国際社会のパートナーシップが基本的な原則であることを一貫して主張してきたことが１つ
目、TICAD の議論の中で、人材開発は必ずメインストリーム、すなわち中心的な課題であった
という事が２つ目。そして、３番目には、人材開発と言っても、アフリカの成長に従って、いわ
ゆる初等・中等教育や社会開発的なものから、高等教育や民間を意識した開発も含め高度化、多
様化している。こういったことが見て取れるのではないかと思います。
今度は人材開発の具体的な事例として、
高等教育と職業訓練について触れさせていただきます。
まず、高等教育に関し、ここではジョモ・ケニヤッタ農工大学への協力を引用しています。先ほ
どのオディアンボ先生から色々とお話しがありましたので、若干省略をしながらお話しをさせて
いただければと思います。ジョモ・ケニヤッタについてご存じの方もいらっしゃるかもしれませ
んが、ケニア独立の父で、ケニア初代大統領の名前です。ケニアにとって農工技術は産業の源は
ですが、その当時は暗記中心の教育が多く行われていて、応用して社会に還元をするような技術
教育は中々行われていなかった状況でした。そのため、新たに農工大学を設立しようということ
で、最初は日本でいう高専から発足し、次に学部が出来、94 年には博士課程を含めたフルフレッ
ジの大学となりました。今では、技術的な側面で信頼感がある卒業生を輩出しているばかりでな
く、日本がずっと協力をしてきましたので、日本人の専門家から学んだ優れた倫理観、勤勉性、
真摯な職業的な姿勢、そういったものがしっかりとその学生にも移転をされているということで、
卒業生には非常に高い評価が得られていると聞いています。
色んな分野のプログラムを揃えていますが、後でご覧ください。キャンパスも、ケニア国内は
もとより、タンザニア、ルワンダにもありますし、大学だけではなく、付属の研究センターもあ
る大きな総合大学になりました。大学の学生の数も、当初は非常に少なかったですけれども、今
では４万人を超えています。1980 年代から今に至るまでに非常に緑の多い整備された大学にな
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りました。
JICA も 20 年以上に渡り色々な協力をケニア側と一緒にさせてもらったわけですけれども、大
変立派になった大学をベースに、さらなる展開が始まっています。それはアフリカの産業人材の
育成、すなわち Pan African University 構想と呼ばれるものが始まることになりました。アフリ
カで産業人材というと、皆さんの中では若干違和感を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
テレビをご覧になると、マサイの人でも携帯電話を持っているところがよく出てきます。あれは
テレビのために映したのではなく、携帯電話を含めた科学技術は、ケニアにおいても全く普通に
使われているのが現状です。まさに今後のアフリカの成長のためには、科学技術、あるいは産業
技術が非常に重要となっています。そして、Pan African University 構想は、アフリカ連合によ
りアフリカ域内の高等教育を強化するために構想されたもので、アフリカを５つの地域に分け、
それぞれ担当する対象分野や、ホスト国、ホスト大学、パートナーを決めて、高等教育、科学技
術の振興を図ろうということで始まったものです。具体的には、アフリカ東部は、ベーシックサ
イエンス、テクノロジー、イノベーションを対象として、ジョモ・ケニヤッタ農工大学をホスト
大学として、アフリカ全域にその活動を広げようと計画しています。一つの大学が代表していま
すけれども、他の地域やその地域の担当分野のホスト大学との横のつながりも非常に重要なポイ
ントとなります。
Pan African University 構想全体の実施体制ですが、後でご覧ください。次にホスト大学とし
てのジョモ・ケニヤッタ農工大学のビジョンとミッションです。この中にイノベーションという
言葉がありますがそのイノベーションをどう起こすのかが重要です。ひとつの条件は、基礎科学
の基盤がしっかりしていることだと思います。二十数年に渡り協力をしてきた農工分野のアセッ
ドがジョモ・ケニヤッタ農工大学には十分ありますので、それをさらに強化をしていくことで条
件はクリアできると思います。これに次の３つの要素が加わることでイノベーションが起こると
考えます。ひとつはアフリカのローカルの知恵です。加えて、外からの知恵、すなわち今お話し
している Pan African University 構想では日本ということになるのでしょうが、これを触媒とし
て新たな知恵を生み出す。そして知恵を単なるアカデミックな知恵として終わらせないためには、
社会に還元をさせる、社会に適応することが３番目の要素です。この３つの要素、すなわち、ア
フリカの知恵、触媒として新たな知恵を生み出すための外からの知恵、それに社会への還元、適
応をしっかりと見据えること。この３つの要素が加わることで、イノベーションが起きるのでは
ないかと思います。
30 の国から学生を受け入れていることは先ほどオディアンボ教授がおっしゃられた通りで
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す。次のスライドは学生の様子、そして校舎の様子です。次は JICA の協力の対象分野、そして
JICA とジョモ・ケニヤッタ農工大学における Pan African University 構想の実施体制ですが、
これも後でご覧ください。
次に、先ほどの申し上げたアフリカの知恵を活性化するための触媒としての外、すなわち日本
からの知恵ですが、日本からの多くの大学、あるいは産業界の協力を得ています。大学や産業界
からの技術の移転に留まることなく、触媒としてアフリカの関係者と一緒に協業することで新た
な知恵を生み出す。そうしたサイクルを回すことが非常に重要だと思います。
次のスライドは、新たな知恵をケニア、そしてアフリカ域内の産業界に繋げ社会への適応を考
えることでイノベーションを起こす。これが Pan African University 構想のプロジェクトのゴー
ルになっています。イノベーションのプロセスは諸説あると思いますけれども、研究、開発、デ
ザインをする。そして汎用性のあるプロトタイプを開発することで広く社会に還元して、ユー
ザーの声を聞く。それをフィードバックすることによって実装化を図る、というのがプロジェク
トの一連のサイクルになります。その過程で日本とアフリカ側と協業してイノベーションを生み
出す。スライドにある KAIZEN やチームワークといった日本の倫理観に基づく仕事のやり方を
含めて、色々と一緒になって考える。それが、日本の KAIZEN そのものではなくて、アフリカ
流の KAIZEN を生み出す、これが非常に重要ではないかと思います。
繰り返しますが、20 年以上に渡って培われてきた日本とアフリカとの協力、これがジョモ・
ケニヤッタ農工大学に汗として蓄積されてきた。そうした基礎科学を基盤に、アフリカのローカ
ルの技術に、日本という外からの技術を触媒にして、社会に還元できる新たなイノベーションを
生み出す。これがプロジェクトの全体像になります。民間企業とのコラボレーションの例として、
チキンラーメンで有名な日清食品と協力を紹介します。ラーメンというのは非常に安い、しかも
手軽に作れ、肉とか野菜を入れると栄養もある。ただ、残念ながらアフリカにはあまり麺文化が
ない。また、麺に汁を入れて食べるような料理はあまり食べたことがないので、慣れていない。
どのように工夫したかと言うと、パッケージにニャマチョマと書いてますけれども、ニャマチョ
マというのはケニアにおいて非常にグルメな焼肉料理です。このような味をつけて、
栄養も考え、
そして汁があまりないようなラーメン、
これはもはやラーメンとは言えないのかもしれませんが、
そうした新しいイノベーションを起こす。これもひとつのプロジェクトの成功例です。
こうしたイノベーションも、20 年間以上に渡る協力で培われてきた大学の学生、教授陣の質
の問題や、協力に携わってきた非常に多くのケニアの方々や日本人の層の厚さ、そして協力の過
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程を通じてできた大学間のネットワークや強固な信頼関係、そういったものがあって、初めて生
まれるのではないかと思います。
さて、時間も過ぎてまいりましたので、次に職業訓練の協力について触れたいと思います。職
業訓練は、大きく分けて広く産業界のニーズに応えた実践的な能力の習得と、KAIZEN のよう
な生産性向上に焦点を当てた能力強化があります。アフリカには 10 のセンターがありまして、
そこを中心に二十数か国の人材を養成しているところです。70 年代前後より職業訓練に関し、
色々な協力をしてきましたが、そのひとつがウガンダのナカワ職訓センターで、1968 年くらい
から長く協力を続けてきている職業訓練校です。次のスライドは南アフリカのツワネ技術大学へ
の訓練風景ですが、このような協力を南アフリカ内の他の６大学にも拡大しています。ただ、私
の経験からすると、後者の KAIZEN といった生産性向上を目的とした取り組みは普遍性があり
ますし、産業界のみならず、たとえば、病院の薬の管理や行政分野を含め色々な分野で役立つ協
力だと思いますが、前者の職業訓練は結構難しい。というのは、産業界にニーズに対応する実践
的な能力を培うことが目的ですので、産業界のニーズの変化に柔軟に対応しなくてはいけない。
しかし、協力は実際に構想してから実践をするまでには時間を要します。その間に、
産業界のニー
ズは刻々と変化をするかもしれない、それにいかに追いつくか、これは非常に難しい問題でもあ
ります。そのあたりのフレクシビリティが職業訓練には重要だと思います。
すなわち、人材開発に対する協力を行うには、時代の変化に合致をする、あるいは時代を先取
りする、そういう科学技術をしっかりと考えなくてはならない、というのがひとつ目。二つ目に
は、先ほどの Pan African University 構想、ジョモ・ケニヤッタ大学に対する協力もそうですが、
地域の文化とか価値観に基づくローカルの知恵に、日本からの知恵を結集させて、新たな実践的
な知恵を生む。こうした取組が必須だと思います。
最後に、社会への適応に工夫をし、そこから新たなイノベーションを生み出そうとしている協
力について、具体的に三つほど事例を挙げさせていただきたいと思います。いずれも研究や民間
企業への直接アプローチを通じて社会の変化の中に入って行ってそこへの適応能力を考えるとい
うものです。
まず、SATREPS という仕組みについてです。これは、JICA と科学技術振興機構が協同で、
地球規模の開発課題の解決のために、将来的な社会実装を念頭に日本と途上国の研究者が一緒に
なって研究を行うプログラムです。実施体制については、後でご覧ください。SATREPS の目的
は、ひとつには、日本と途上国との科学技術協力を強化することです。ふたつ目は、地球規模の
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課題の解決と科学技術の水準の向上につながる新たな知見、技術の獲得、イノベーションの創出
をすること。最後は、能力開発を目的としています。
一例として、ケニアにおける黄熱病、リフトバレー熱の迅速診断法の開発とアウトブレイクの
警戒システムの研究が挙げられます。黄熱病やリフトバレー熱は、アフリカに広く蔓延している
感染症です。その迅速診断方法の開発と警戒システムの構築のために、ケニア側と長崎大学が協
力をして、2012 年から５年間の協力を開始しました。このスライドは迅速診断キットの開発の
プロセスですので、後でご覧ください。
SATREPS の五年間の協力では、診断キットを国際認証レベルまで持っていくことと、携帯電
話を使って地方の医療機関と中央の政府を上手く連携することで大規模感染を阻止する警戒シス
テムのモデル構築を目的としています。ただ、SATREPS の協力は社会実装を念頭に置いていま
すけれども、研究レベルの協力ですので、実際に社会実装するためには結構時間がかかります。
５年間の協力ですけれども、社会実装のためのプロセスも見越して協力を行っていると言うのが
実状です。続くスライドは、携帯電話をうまく使いながら警戒システムを機能させているという
ところですし、ケニアの３か所と長崎大学でトレーニングをしている様子です、これも後でご覧
ください。
次に、ABE イニシアティブです。ABE イニシアティブで来日をされ、今回の講演にもい
らっしゃっている方が多くいらっしゃるとお聞きしてますが、ABE というのは Africa Business
Education の略です。正式名称は ABE Initiative for the Youth ということで、アフリカの若者
を５年間で千人養成するものです。そのプログラムの中では修士号を取ってもらうのと共に、民
間企業でのインターンシップを組み込むことでアカデミックな能力開発だけではなくて、実用的
な技術、知見を身につけることで、大学、民間企業とのネットワークを強化していく取り組みで
あす。そうした期待と共にアフリカに帰国してからも日本との色々なレベルでの接点、懸け橋と
なることが期待されるプログラムでもあります。ABE イニシアティブ終了後は民間企業や公的
機関で活動したり、教育者となることが想定されます。すでに 820 人以上が来日しています。こ
のスライドは、第３バッチとして９月に来日された方です。また、ABE イニシアティブの留学
生を受け入れた民間企業から色々な評価の声が聞かれてますので、後でご覧いただければと思い
ます。
最後にボランティアのプログラムについて触れますと、グローバル人材の育成を目的に、民間
企業の方にボランティアとして途上国に行ってもらい、現場で社会への適応について考えてもら
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うプログラムです。
急ぎ足で参りましたが、結論として申し上げたいことは、ひとつには、アフリカにおける人材
開発には歴史があるということです。いわゆる初等、中等教育といった社会開発中心から、その
重要性を残しながらもアフリカの開発の進展と共に高等教育や職業訓練、特に社会実装を伴っ
た人材開発のニーズが非常に増えてきており、これに JICA として取り組んでいます。ふたつ目
は、基礎科学についてのしっかりとした基盤の下に、アフリカのローカルの技術に対し、日本と
いう外からのノウハウや技術を触媒として、社会適応を考える、そのプロセスを通じ新たな技術
を生み出す、イノベーションを生み出す。このサイクルが非常に重要だと思いますし、今まさに
JICA として取り組んでいるという事を最後に申し上げたいと思います。
ご清聴どうもありがとうございました。
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case 2-1: Cooperation with JKUAT
case 2-2: Vocational Training
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Human Resources Development
in Africa
-JICA’s policy and effortsNovember 11, 2016
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Chief Security Officer
/Former Senior Special Advisor in charge of TICAD,
Japan International Cooperation Agency

1-1. What is TICAD?

Contents of this Presentation

Tokyo International Conference on African
Development (TICAD)

1. TICAD VI measures against Human Resource
Development
2. JICA’s efforts to build Human Resource
Development Institutions
case 2-1: Cooperation with JKUAT
case 2-2: Vocational Training
3. JICA’s efforts to realize social adoption
case 3-1: SATREPS in Africa
case 3-2: ABE initiative
case 3-3: Private Sector Partnership
Volunteer in Africa

【Background】
 Increase of Assistance toward East Europe after the Cold War
 Tiredness of Aid among Developing Countries

⇒Lowering Interest toward Africa

TICAD I : 1993 (Tokyo)
TICADII : 1998 (Tokyo)
TICADIII : 2003 (Tokyo)
TICADIV : 2008 (Yokohama)
TICADV : 2013 (Yokohama)
TICADVI: 2016 (Nairobi)

1-1. What is TICAD?

7,000
6,000
5,000

30,000

4,000

20,000

USD million

ODATotal, USD million

8,000

40,000

Multilateral Platform for the African
Development Co-organized by
Government of Japan, African Union,
United Nations, UNDP and World
Bank

TICADⅠ(1993): Economic Development was
relatively featured. GOJ announced its commitments
such as Non-project Grant Aid, African Youth
Invitation Programme, Asia-Africa Seminar, Sharing
Asian Experience with Africa etc.

9,000

50,000

→Similar Conference held by EU,
China, Korea, India, USA from
2000’s

1-1. What is TICAD?
:TICADⅠ/Ⅱ

Official Development Assistance (ODA) to Africa
60,000

→Japan took the leading role to
bring back attention on Africa

3,000
2,000

10,000

TICADⅡ(1998): Since International Development
Goals (IDGs) adopted by OECD/DAC in 1996,
Social development and poverty reduction have
moved to the forefront of development issues, such
as Ownership, Global partnership, South-South
Cooperation, Gender, and Environment etc.

1,000

0

TICAD IV

TICADIII

TICADII

TICADI

0
All Donors, Total
France
Germany
Japan
United Kingdom
United States
World Bank
UN Total

Source) Based on the data obtained at OECD Stat Extract
(http://stats.oecd.org/ )
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1-2 Overview of TICADV

1-1. What is TICAD? :TICAD Ⅲ/Ⅳ

(June 2013, Yokohama, Japan)

TICADⅢ(2003): Three pillars of Consolidation of
Peace, Poverty Reduction through Economic
Development, and Human-centered development.
Concept “Human Security” was highly featured.
Main topics of TICAD II were followed. Its scope
was getting wider.

• 51 African countries (of which 39 are Heads of State) attended and
adopted the Yokohama Declaration
• Main theme was a shift toward private sector led development
• Government of Japan commited 3.2 trillion JPY including ODA of 1.4
trillion JPY for 5 years (2013-2017)

TICADⅣ(2008): Boosting Economic Growth,
Achieving MDGs, Consolidation of Peace, Climate
Change were raised as African Development
Challenges. Its scope was getting much inclusive.
Follow-up mechanism was set. GOJ announced
its commitment to double ODA for Africa by 2012.

8

1-2 Overview of TICADV: JICA’s Assistance Package

1-3. Emerging challenges in Africa toward TICADVI

Pillar 1: Robust and Sustainable Economy





Public Support of USD 6.5 billion (2013-17) to Infrastructure Development
Developing 5 economic corridors and 10 Strategic Master Plans for infrastructure
Enhanced Private Sector Assistance (EPSA), JICA-AfDB cofinancing program, to deliver USD 2.0 billion
(2012-2016) to support private sector and infrastructure
Human Resource Development for business and industry, such as Africa Business Education (ABE)
Initiative, TICAD Human Resource Development Centers, etc

1. Ending Commodity Price Boom

2. Ebola Outbreak
 Fragility of health service
system, untrusted modern
medical service, high
mobility of rural
populations, traditional
burial mode
 International Health
Regulations (IHR) not
conducted in many of
developing countries
including Ebola-affected
countries

Pillar 2: Inclusive and Resilient Society



Coalition for Africa’s Rice Development (CARD) to double rice production from 2008 to 2018
Smallholder Horticulture Empowerment Program (SHEP) in 10 countries
Mitigating climate change through promoting Low Carbon Energy with public support of USD 2.0
billion (2013-2017) and Forest Management Programs etc.
Achieving MDG targets: Quality Basic Education, Universal Health Coverage (UHC), Access to Safe
Drinking Water and Sanitation, etc.
Gender Mainstreaming with Japan-Africa Business Women Exchange Program






Capacity Development of African Union Commission (AUC) and RECs for their security needs
Enhancing Governance Capacity through training officials such as justice, media, security, etc.
Public Support of USD 1.0 billion (2013-17) for efforts to stabilizing the Sahel Region
9
Supporting efforts to stabilizing Somalia






3. Expanding Terrorism & Radicalism

Pillar 3: Peace and Stability

10

1-4. Outcome of TICADVI

1-4. Outcome of TICADVI

-First TICAD Summit on African Soil-

1. The success of the first TICAD Summit on the
soil of Africa
2. Nairobi Declaration and Nairobi
Implementation Plan: three pillars of priority
areas
3. Japan’s commitment; Investment package of
USD 30 billion under public-private
partnership
4. Japanese business community’s presence
and initiatives
5. Open and Innovative Partnership with the
International Community

Source: TICAD6 Website by GOK
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1-4. Outcome of TICADVI

1-4. Outcome of TICADVI

-Japan’s commitment featuring “Quality and Empowerment”-

-Nairobi Declaration-

1. The emerging challenges for Africa after TICADV (June
2013, Yokohama)
• Decline of Global Commodity Prices
• Ebola Outbreak
• Radicalization, terrorism, armed conflict, and climate
change
2. Three Priority Areas to respond to the above emerging
challenges for the three years to come (2016-2018)
• Pillar 1: Promoting structural economic transformation
through economic diversification and industrialization
• Pillar 2: Promoting resilient health systems for quality of
life
• Pillar 3: Promoting social stability for shared prosperity

To know the entire Japan’s commitments, please visit MOFA website:
http://www.mofa.go.jp/files/000183835.pdf

1-4. Outcome of TICADVI

1-4. Outcome of TICADVI

- Excerpt of Japan’s commitment in regard to HRD-

-Private Sector Engagement from Japan-

Human Resource Development to 10 million people
<Pillar 1>
• Training to 30 thousand of people who will get involved in industrial
activities(incl. ABE initiatives)
• Training 1,000 people to promote intellectual property
• Practical Training for youths engaged in the IT industry
• Training in regards to automobile mechanics and automobile-inspection
systems
• Training for 20,000 mathematics and science teachers
<Pillar 2>
• Training to 20,000 experts, policymakers and managers for measures
against infectious diseases.
<Pillar 3>
• HRD to about 9.6 million people towards a peaceful and stable Africa,
incl. vocational training for 50,000 people
• Technical Transfer to 60,000 farmers and 2,500 extension workers in
terms of Rice cultivation

Source: Keidanren website

•

•

Source: Kenyan Embassy in Japan website

1-4. Outcome of TICADVI

•

•

Source: JICA website

1. TICAD VI measures against Human
Resource Development
2. JICA’s efforts to build Human Resource
Development Institutions
case 2-1: Cooperation with JKUAT
case 2-2: Vocational Training
3. JICA’s efforts to realize social adoption
case 3-1: SATREPS in Africa
case 3-2: ABE initiative
case 3-3: Volunteer in Africa

Source: World Bank website
•

Upper-Left: President of Keidanren,
Mr. Sakakibara, delivered a keynote
speech in TICADVI Plenary Meeting.
Upper-Right: State Minister of
Economy, Trade and Industry, Mr.
Matsumura, delivered an opening
speech for Japan-Africa Expo where
100 Japanese companies and
institutions joined
Lower-Left: PM ABE, President
Kenyatta and other Heads of States
and Business Leaders joined JapanAfrica Business Conference, where
22 companies concluded 73 MOUs.

Contents of this Presentation

-Open and Innovative Partnership-

Source: AfDB website

Source: METi website
•

Upper-Left: Ministry of Finance of Japan, African
Development Bank (AfDB), and JICA jointly launched
“EPSA3”, a Japan-AfDB partnership to jointly finance
USD 3.3 billion in 2017-2019 to accelerate
development of infrastructure and private sector.
Upper-Right: World Bank, WHO, Global Fund, AfDB,
GOJ and JICA jointly launched “Universal Health
Coverage (UHC) in Africa”, a partnership aiming at
innovative health financing and service delivery.
Lower-Left: USAID and GOJ signed a MOU to jointly
promoting “Power Africa” initiative, which was
launched by US President Barak OBAMA in 2013 to
increase access to electricity in Sub-Saharan Arica
where 70% of population are still without electricity
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JKUAT All Academic Programs at Juja Main Campus

Overview of JKCAT, JKUCAT and JKUAT

(As of Mar.2016)

1977: Start of the Plan

College/School/Faculty/Institute

2 Faculty of Agriculture
（in transit from Faculty to College）

First Intake of Students （Agriculture: Diploma Technology：Technician)

3 College of Pure and Applied Science(COPAS)

University College (JKUCAT)

1988

Promoted to University (Degree of KU)

Japan’s
Cooperation

4 College of Human Resource Development(COHRED)
5 College of Health Sciences

Full Fledged University (JKUAT)

1994

(COHES)

Start of Graduate School (Master, Doctor of JKUAT)

2000
After

1 College of Engineering and Technology (COETEC)

Middle Level College (JKCAT)

1981

6 School of Architecture and Building Sciences (SABS)
7 School of Computing and Information Technology(SCIT)

Developed into one of
the top-class universities
in the fields of
Agriculture, Science
and Engineering in Kenya

At Present

2016

8 Institute of Energy and Environmental Technology(IEET)
9 Institute of Biotechnology Research (IBR)

An Overview of JKUAT (as of Apr.2016)

35000

Campuses outside main
campus
1) Karen Campus

Full fledged universities from JKUAT C.C.

2012

2011

2010

2009

2008

1391 1754 2297

2007

946

2006

・Computer and Information Technology (ICSIT)
・Institute of Tropical Medicine and Infectious
Diseases (ITROMID)

717

2005

・Architecture and Building Science (SABS)

4) Academic Institutes

0

9877 11235

2004

Production and Innovation Centers

3) Schools:

10000

(Year)

Total Student incl. Graduate：32,626
Teaching Staff： 701, Staff：1,200 (as of July 2013）

2) Faculties:

・Agriculture

14297 15240 15654

2003

・ Engineering(COETEC)
・ Pure and Applied Science(COPAS)
・ Human Resource Development(CHRD)
・ Health Sciences(COHES)

20370

15000

2002

1）Institute for Biotechnology Research (IBR)
2) Institute for Energy and Environmental
Technology (IEET)
3) Sustainable Materials Research & Technology
Centre (SMARTEC)
4) Water Research and Resources Center (WARREC)

1) College

20000

5000

Research Institutes and Outreach

Colleges/Faculties/
Schools

30788

25000

2) Westlands Campus
3) Nairobi Central Business District(CBD) Campus
4) Mombasa CBD Campus
5) Nakuru CBD Campus
6) Kitale CBD Campus
7) Kakamega CBD Campus
8) Kisii CBD Campus
9) Kisumu CBD Campus
10) Keiyan Campus
11) Arusha Centre (Tanzania)✯
12) Kigali Campus (Rwanda) ✯

2001

1) Technical University of Mombasa
2) Meru University of Science and Technology
3) Multimedia University of Kenya.
4) Dedan Kimathi University College of Technology
in Nyeri.

Undergraduate Increase

30000

Student No.

JKUAT Constituent Colleges
1) Taita Taveta,University College
2) Muranga University college
3) Kirinyaga University College
4) Co-operative University College

1) Food Technology Center (FOTEC)
2) Chemistry Production Center (CPC)
3) Engineering Workshops
4) Farm

o This tremendous growth has overstretched the facilities such as lecture halls,
workshops, laboratories, the water capacity and waste treatment.

Progress of Environment in JKUAT

Pan African University(PAU)
Institute of Sciences,Technology and innovation(PAUSTI)
Jan.2013：MOU (Japan and AUC)
Japan became a Lead Thematic Partner (LTP) for PAUSTI
Jun.2013：PAU Support by Govt. of Japan at the TICAD-V (Jun,2013)
July,2013：JICA Survey(1st)。Signing MM（4-partners） (4/July/2013)
Aug.2013：Submission of Official Application Form （Govt. of Kenya ⇒Govt. of Japan）

1980

1986

Oct.2013：PAU All Stakeholders Meeting (@AUC、29-30/Oct/2013)

2012

1993

Jan.2014： ✰ Signature of Tripartite MOU (29/Jan/2014)

Nov.2013：AUC Support Letter ｛Dr.Ikounga,PAU ⇒ CS, MoEST in Kenya｝(25/Nov)
Feb.2014：Official Reply of Acceptance of the Application Form

｛Japan（MoFA）⇒Kenya（The National Treasury）｝(25/Feb/2014)

Mar.2014： Approval of JICA HDQs(25/Mar/2014)
Mar.2014：

✰ Signature of R/D (25/Mar/2014) witnessed by AUC(4/Apr/2014)

Apr.2014：1st Japanese Supporting Consortium (@JICA HDQs、8/Apr/2014)
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
Jun.2014：Start of the Project [4/Jun/2014～ 3/Jun/2019(5-yrs) Technical Cooperation]

23
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Pan African University (PAU)
PAU Council Members
✦President :Prof. Tolly S.A.Mbwette (Tanzania)
✦Vice President: Dr.Paulo Carvalho (Angola)

Fields

➁ West

➂ Central

➃ North

➄ South

➀ East

➁ West

➂ Central

➃ North

➄ South

PAU LESI

PAU GHSS

PAU WES

PAU SS

PAU STI

PAU LESI

PAU GHSS

PAU WES

PAU SS

Basic Sciences,
Technology and
Innovation

Life
and
Earth Sciences

Governance,
Humanities and
Social Sciences

Water and Energy
Sciences

Space
Science

Basic Sciences,
Technology and
Innovation

Life
and
Earth Sciences

Governance,
Humanities and
Social Sciences

Water and Energy
Sciences

Space
Science

Algeria

Kenya

Nigeria

Cameroon

JKUAT

Univ. of
Ibadan

Univ. of Yaounde
II

Key Thematic
Partner (KTP)

Japan

(Sweden)

India

(incl. Climate Change)

Univ. of Tlemcen

Germany

Fields
Host Country
(HC)

Kenya

Nigeria

Cameroon

Algeria

South Africa

(to be identified)

Host University
(HU)

JKUAT

Univ. of
Ibadan

Univ. of Yaounde
II

Univ. of Tlemcen

(to be identified)

(EU or USA)

Key Thematic
Partner (KTP)

Japan

India

(Sweden)

Germany

(EU or USA)

Lead Thematic
Partner (LTP)

Towards Higher Education Network
through African Innovation
(JKUAT, Kenya)

Focus Points: Innovation with actions (Basic Sciences, Bio-technology and Engineering)

JKUAT as a Host University

Pan African University — Architecture of management and roadmap implementation components
HRST COMMISSIONER

Marketing
Resource Mobilization

PAUSTI: Basic Science, Technology and Innovation

AU Commission
HRST Commissioner

*****************JKUAT Vision***************

HRST DIRECTOR
Project Management Unit

(AfDB EU, GIZ, Kfw, AU Member States)

HEAD OF THE EDUCATION DIVISION

Key Sponsors and Lead Thematic Partners

To be a University of Global Excellence in Training, Research and
Innovation for Development

COUNCIL

FOLLOW-UP Unit

Financial Expert

****************JKUAT Mission***************

Transitional Steering Committee
H.E. and
Scientific
Community

Interim RECTOR

Coordinna
tor

HLP

N

3
Y

4
T

AUC, Member States,
Host Countries, RECs
Host Universities
LTP
Institute Directors
AfDB, EU, UNESCO, ECA

SENATE

5 INSTITUTES
DIRECTORS

GOVERNANCE

I N S T I T U TE S

2

+

5

PAU COUNCIL
Rectorate headquarters

M

Management of
existing data
(120 students)

To offer Accessible Quality University Education, Training, Research
and Innovation in order to Produce Leaders
in the Fields of Agriculture, Engineering, Technology, Enterprise
Development, Health and other Applied Sciences to Suit the Needs
of a Dynamic World

RECTOR

Main project stakeholders

Transitional management structures

RectoraTe team
Institute Directors

***********JKUAT Slogan(Motto)**************
Setting Trends in Higher Education, Research
and Innovation

5
INSTITUTES
BOARDS

Academic Affairs
Student Affairs

ROADMAP IMPLEMENTATION : Objective 30 june 2014

SRi ⇒

5 INSTITUTES

Sustainable Research and Innovation

Africa-ai- JAPAN Project

Admissions

Introduction

Africa Union-african innovation - JKUAT AND PAUSTI Network Project

Level

This project will strengthen the
knowledge and skills in the fields of
♦agriculture,
♦engineering,
♦science, and
♦biotechnology
of both PAUSTI and JKUAT students.

MSc
PhD
Total

F
8
-8

Batch 1
M
48
-48

All
56
--56

Batch 2
F
M
14
32
6
16
20
48

Batch 1 :
Graduated in Nov. 2014

Programmes

This is unique since it promotes
the full utilization of
local/indigenous knowledge, resources,
experiences
and wisdom
ai
generated and accumulated
in Africa to solve Africa’s problems.
African Union Commission
Pan African University
PAU of Institute of
Basic Sciences, Technology and Innovation

(incl. Climate Change)

South Africa

Lead Thematic
Partner (LTP)

AUC:
PAU:
PAUSTI:

➄

Rector

➀ East

Host Country
(HC)

I

➀

PAU STI

Host University
(HU)

1

➂

PAU Council

➄

Rector

➃
➁

AUC

➀

➂

PAU Council

HDQ @Cameroon

Pan African University (PAU)

➃
➁

AUC

Stable Foundation of Research and Education
towards African Innovation
for PAUSTI/JKUAT Students and Staff

Mathematics
• Statistics Option
• Computational Option
• Financial Option
Molecular Biology /
Biotechnology
Electrical Engineering
Civil Engineering
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All
46
22
68

(As of Mar.,2016)

F
8
10
18

Batch 2 :
Currently 2nd Year

Batch 3
M
32
28
60

All
40
38
78

Grand Total
F
M All
30
112 142
16
44 60
46
156 202

Batch 3 :
Enrolled in Mar. 2016

Countries
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Algeria
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Chad
Comoros
Congo
DRC
Egypt

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eritrea
Ethiopia
Gambia
Ghana
Kenya
Lesotho
Liberia
Malawi
Mali
Namibia

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Sudan
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Students from 30 countries up to now
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2nd Batch Students, PAUSTI

PAUSTI Complex (@JKUAT)

6/Feb/2015

Project Organization Chart approved by R/D (4/July/2013)

Focus Points of JICA Technical Cooperation
JKUAT (Host)

University
Management
and Operation

Ag.

Bio-tech

Enhancement of Research
Environment of Innovation

Basic.Sc.

C/E, E/E, M/E
Curriculum
（Syllabus）

Facilities

Students
Selection

Math

Eng.

Implementation of
Innovation Activities

NACOSTI

PAU Regulations

Board

PAU
Staff

PAU
JKUAT

(JICA)

Scholarship

Central

Equipment

East

Experts
related to Agriculture,
Biotechnology/Basic Science

South

Experts
related to
Engineering

Innovation Task Force
Academic Departments
of JKUAT
Agriculture, Engineering,
and Science

DVC
(Finance)

DVC
(Adm.)

DVC
(RPE)

Other African
Institutions

PAUSTI

Japanese Supporting Consortium
MOFA, MEXT,
JICA

AU Commission

Pan African University(PAU)

<TBP>

（METI, （JST, JSPS, JETRO,
Local Govts）

Government

PAU Council

Africa-ai-JAPAN
Project

PAU Rectorate

DVC
(AA)

Feed Back

Industries and Communities in Kenya,
Africa and Other Countries

The Project and JKUAT/PAU Organization Chart

VC/Senate

Dissemination of
Good Practice
of African
Innovation
to
PAU(North)
PAU(South)
PAU(West)
PAU(Central)

Administrative Sections

Overall Key Items for PAU Full-Establishment

Council

Academic
Information
Sharing

Deputy Vice Chancellors

Project Coordinator/PR/
Data Base System

North
West

Networking
PAU Satellite Center

Chancellor

Feed
Back

Good Practice of
African Innovation

(VC)

Chief Advisor

Networking

Students

JKUAT

AU

Academic/Research Sections

PR

JICA’s Focus Points

MOEST

Project Experts

Funds

Salary
for
Staff

Add MOEST &NACOATI

Joint Coordination Committee（JCC）

PAU Statute

PAU STI

Strengthening
Innovation Capacity

Information Sharing with
Universities, Industries
in Africa and Overseas

Project Scope

PAU

Universities
East
PAU

West
PAU

Central

PAU

North
PAU

South
PAU

STI

LAS

GH

WECC

SS

✦Kyoto University
✦Nagasaki University
✦Obihiro University of Agriculture and
Veterinary Medicine
✦Okayama University
✦Tottori University

Director (Postgraduate)

Project Office

<AFRICA-ai-JAPAN>
Innovation Task Force

＜to be added more universities depending on activities＞.

― 61 ―

Industry
Industry

General Coordination
<JMC: Japan Machinery Center for
Trade and Investment>
（Professional Groups of Technology）
<Media: NHK International>

International Symposium 2016
"Development and Environment in Africa - Human Resource Development on Technology and Society -"

Goal of the Project
ai: african innovation

Joint Works

➊

full utilization of local/indigenous knowledge, resources, experiences and wisdom

D
D

African Innovation with actions
JKUAT: an important “Asset”

➋

AFRICA-ai- JAPAN Project

R

Innovation of “Africa”

D

Manufacturing
Process &
Services
Partnership

Prototype
Design

Voices
of Users

Development
Business Plan
/Management

Research

Backcasting

Empowerment of JKUAT, PAUSTI/PAU
❜To draw African indigenous knowledge and wisdom
❜To collaborate with Universities and Univs-Industries in Africa
❜To encourage the vitality of private sectors in Africa with actions

Findings and Messages/Comments
on Joint Collaboration : AFRICA-ai-JAPAN
Merits/Uniqueness;
• Face to Face Collaboration
• Monozukuri and Hitozukuri
• 5S-KAIZEN
• Lab. Based Education
• Approach to encourage creativity towards
African Innovation
• Capacity Empowerment

Innovation
within
University

Innovation
in collaboration
with Industry

Flow of Innovation Process (AFRICA-ai-JAPAN Project)
R(Research) ⇒ D(Development) ⇒ D(Demonstration)⇒ D(Dissemination)

Africa-ai- JAPAN Project

Africa Union-african innovation - JKUAT AND PAUSTI Network Project

PAU- STI
Institute of Basic Sciences,
Technology and Innovation

改善

Some Creative Ideas
towards African Innovation

(System + Human Resources + Teamwork)

Challenges;
• Encouragement of Quality-up for All
• Sustainability of Collaboration/Global Human
Network

Innovation using local/indigenous knowledge,
resources, experiences and wisdom
Japanese MONOZUKURI, Design Thinking, Fab.Lab. 5S-KAIZEN,TQM・・・

Africa-ai- JAPAN Project /JICA

Kenya Oishii Project /Nisshin Foods Holdings

Introduction

Africa Union-african innovation - JKUAT AND PAUSTI Network Project

This project will strengthen the
knowledge and skills in the fields of
♦agriculture,
♦engineering,
♦science, and
♦biotechnology
of both PAUSTI and JKUAT students.
This is unique since it promotes
the full utilization of
local/indigenous knowledge,
resources, experiences
and wisdom
generated and accumulated
in Africa to solve Africa’s problems.
AUC:
PAU:
PAUSTI:

African Union Commission
Pan African University
PAU of Institute of
Basic Sciences, Technology and Innovation

Stable Foundation of Research and Education
towards African Innovation
for PAUSTI/JKUAT Students and Staff

JKUAT Nissin Foods Limited @ JKUAT
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The Merits of University (JKUAT) for setting up a New Business in Kenya for J-Companies
☺ Good Security within the Campus with green environment
☺ Huge Working Space (200ha including Tuition Farm for Demonstration)
☺ Many Staff and Active Students with a Variety of Specialties(consultation/advice/joint works)
☺ Laboratories and Workshops for Testing/Fabrication, and Farm for Agriculture
such as Engineering, Food Technology, Horticulture, Bio-technology, Architecture,
Health Science, Agriculture in general, IT, Communication, Social Science, Entrepreneur
☺ Strong University Network and Linkage with Government, Industry and Other Universities
☺ Wide Impact to All African Countries (PAU Students from 54 Countries in Africa)
☺ JKUAT Network with Graduates playing active parts in the Society (Industry, Government, University)
☺ Pro-Japanese People (Many Kenyan Graduates 提
and/or Trainees in Japan)
☺ Mutual Strong Trust based on the collaboration between
案 Kenya and Japan more than 36 years
Supporters
from Japan
Side
(J-Govt.,
J-Univs.,
JICA,
JSPS, JST,
etc.)

1. TICAD VI measures against Human
Resource Development
2. JICA’s efforts to build Human Resource
Development Institutions
case 2-1: Cooperation with JKUAT
case 2-2: Vocational Training
3. JICA’s efforts to realize social adoption
case 3-1: SATREPS in Africa
case 3-2: ABE initiative
case 3-3: Volunteer in Africa

Supporters
from Kenya
Side

JKUAT for Setting Up New
Business Challenge

On-site Activities towards R&D and Innovation

(K-Govt.,
JKUAT
Community,
etc.)

With JKUAT
Staff and
Students

Full Scale
Business

Human Resource Development for Business and Industry

Various TVET Projects in AFRICA

TICADV Commitment:
Building TICAD human resource development centers for business and industry at 10 locations for 25
countries
①”Education with an Exit”
Promoting Practical Higher Education
and Vocational Training that
responds to the need of business
community
<Targets>
University, Technical College,
Vocational Training Center
Tshwane University of Technology
(South Africa)

<On-going Projects>
Senegal, Uganda, D.R.Congo,
Egypt, South Africa, etc.

Target Human
Capital
Two Approaches

• Government
Officers
• Managers
• Engineers
• Technicians
• Technical Workers

Contents of this Presentation

②”Capacity Development of
Business Employees”
Improving Quality Control, Productivity
and Competitiveness through KAIZEN
<Targets>
KAIZEN Institutes, Local Industries
Ethiopian KAIZEN Institute (EKI)

before

after

<On-going Projects>
Ethiopia, Kenya, Ghana, Tunisia,
etc.

Nakawa Vocational Training
Institute in UGANDA

Tshwane University of Technology
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Contents of this Presentation

Q. Is development of Science and technology
or skill development sufficient for
improvement of economy and society?

1. TICAD VI measures against Human
Resource Development
2. JICA’s efforts to build Human Resource
Development Institutions
case 2-1: Cooperation with JKUAT
case 2-2: Vocational Training
3. JICA’s efforts to realize social adoption
case 3-1: SATREPS in Africa
case 3-2: ABE initiative
case 3-3: Volunteer in Africa

A. No. It is necessary but not sufficient.
Without understanding the culture, tradition
and value of the society, innovative science
and technology can’t be well adopted by
the society and exert their maximum
potential to trigger economic development

SATREPS

Framework of SATREPS

Science and Technology Research Partnership
for Sustainable Development.

JICA supports project implementation, such as dispatch of
Japanese experts, provision of equipment and training of
personnel, and other supports in the recipient country.

• In FY2008, Japan launched a program called “Science and
Technology Cooperation on Global Issues” as a framework for
international cooperation in order to resolve global issues.

JST supports the Japanese research institute/researchers for
the project activities in Japan.

• Two Agencies

Japan International Cooperation Agency (JICA)

MEXT/JST

development assistance (ODA)

Support

Japan Science and Technology Agency (JST)

MOFA/JICA
Technical Cooperation

International joint research

competitive research funds for science &
technology projects
• collaborated to organize a new program, “SATREPS” that
promotes international joint research.

collaboration

Research institutions
in Japan

Research
Partnership

Research institutions
in recipient countries

51

52

Ｔｈｅ ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓ ｏｆ ＳＡＴＲＥＰＳ
• To promote international joint research between
Japanese universities and research institutes and those of
recipient countries
• To develop and utilize new technologies and knowledge
• Lead to the resolution of global issues as well as
the advancement of science and technology
• Capacity development, to develop human resources for
R&D (Research and Development )
• To develop sustainable research activities for addressing
global issues

Development of rapid diagnostics and the
establishment of an alert system for outbreaks of
Yellow Fever and Rift Valley Fever in Kenya

Copyright by Matilu Mwau, M.D., MTM, D.Phil(Oxon)
Director, Consortium for National Health Research
SATREPS Project Manager
Visiting Professor, Nagasaki University

53
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Outbreaks of yellow fever and Rift Valley Fever in
Africa

Making science meaningful for Africans

YF Outbreaks

Angola(2016)
D.R. Congo (2016)
Uganda (2016)
Ethiopia (2013)
Chad (2013)
Cameroon (2013)
Sudan (2012-2013)
D.R. Congo(2012-2013)
Uganda (2010-2011)
South Sudan (2003, 2005)

1. Let the tax payer pay for it e.g. the NRF
2. Champion the science in priority research areas

Endemic
Low
exposure

RVF Outbreaks

3. Adopt an ecological approach to capacity

Uganda (2016)
Senegal (2013)
Mauritania (2012-2013)
South Africa (2008-2009, 2010)
Madagascar (2008)
Tanzania (2007)
Sudan (2007)
Kenya(2006-2007)
Somalia (2006-2007)
Egypt (2003)
Mauritania (2002)
Saudi Arabia (2001)

building
4. Encourage sharing and utilization of research results
5. A deliberate and concerted effort to support
excellence

Endemic
Reported

Development and evaluation of RVF IgM antibody rapid detection kit

Development of rapid diagnostics and the establishment of an alert
system for outbreaks of yellow fever and Rift Valley fever in Kenya

Positive

Spraying of
antibody and
antigen to
membrane

Negative

Control
Line

Project purpose
Production of rapid diagnostic
kits for YFV and RVF
Enhanced reference and field
laboratory capacities
Establishment of an outbreak
alert system

Freeze
drying of
membran
e

Implementing agencies
Kenya Medical Research Institute
MoH- Disease Surveillance & Response
Unit
NU Institute of Tropical Medicine

Evaluation

Duration and budget
Jan. 2012 – 2017, USD 3.6M

Cutting and
Assembly of
kit in
cassette

Inputs (Japanese side)
JICA Experts, Training in Japan,
Equipment

Feasibility

Extension

Output

Development
of POC tests

Commercial base
production of test kits and
its national and
International qualification

Commercial base
production of test kits and
qualification
for DENV, CHIKV and WNV

Arboviruses POC test
kit sales in
International markets

Improvement of
Reference Lab.
Function

Setting up of RT-LAMP, Real
time RT-PCR, IgM ELISA
Sequencing
andNeutralization test

Operation of Diagnostic
Services

Setting up of arbovirus
diseases diagnostic
panel

mSOS (SMS based alert
reporting system ) using
mobile phone in focal
areas

Extension of mSOS as a
nation-wide system

Establishment
of outbreak
alert system
SATREPS
Japan side：
Nagasaki
University
Kenya side：
KEMRI-PD, CIPDCR,
CVR
MOH-DSRU

Institutions
Counties, Country, Neighboring countries
CDC, World Bank, WHO, Wellcome Trust
etc.
Baton Zone
5years

Sensitivity------ 96.0%
Specificity-----100.0%

Establishment of an outbreak alert system

SATREPS Project and extension scenario
Objectives

Test
Line

10years

Linkage of outbreak
alert system with
neighboring countries
•
•

PPP
East African
Economic
Community
and KEMRIsubsidiary
company
for sales of
POC test

•
•
•
•
•

15 years
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Real time outbreak notification system
mSOS was developed with the Ministry of Health,
a local university, and a young researcher
(JICA Expert) （2012/13）
Pilot implementation completed （2013/14）
Adopted as mSOS Ebola （2014/15）
Effectiveness shown scientifically （2015/16）
Integration into the health information systems.
Collaborations with partners （2015/16）
Plan to roll out to 7,500 health facilities as a
national disease surveillance tool

References: Asahi Newspaper (2030 Creating Future, May 4, 2016), USAID/ASH mHealth Compendium (mSOS, May 2016), Japan Journal (January 2016), etc.
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Trainings of staffs and Studies of Students in Kenya and Japan for
Human resource development and Strengthening of Reference
laboratories

Kenya

South
Sudan

Japan

Ethiopia

Uganda

Somalia

Busia

Nagasaki

Nairobi
Tanzani
a

Total No.
(Kenyans and Japanese
Ph.D. Students----4
MSc. Students-----6
Staff----------------14

Mombasa

Africa Business Education (ABE) Initiative for the Youth

4months

Application
Process

Selection
Process

2weeks
Orientation
Program
-Company Visit
-Basic Japanese
Course

1.5 - 2.5 years
Master’s
degree Course

2wks～half year
Internship

Summer
Internship

Leave
Japan

Leave
Japan

Opportunities of Master’s course
and Internship

University

・Over 70 Universities
and 100 courses

・Private sector personnel

Company

・Government official
・Academic personnel

<While staying in Japan>
 Work hard to obtain degree
 Active networking with Japanese companies
 Effort to learn Japanese and to understand
Japanese culture and business style

<After returning to respective countries>
 Networking with local Japanese companies
 Networking with related JICA Programs/Projects
 Participating related Ivents by JICA & Japanese
Organizations

Approach

• Combination of Master’s course and Internship under collaboration of
• Development of African human resource who have practical knowledge & skills as well as deep understanding
on Japanese society and working culture

54 African Countries

1. TICAD VI measures against Human
Resource Development
2. JICA’s efforts to build Human Resource
Development Institutions
case 2-1: Cooperation with JKUAT
case 2-2: Vocational Training
3. JICA’s efforts to realize social adoption
case 3-1: SATREPS in Africa
case 3-2: ABE initiative
case 3-3: Volunteer in Africa

Expectation for ABE Students

Objective
• African human resource development for business and industry which is a key element for economic growth
in Africa
• Strengthen network between Japanese private sector and African human resource who can be a
“Navigator” for Japanese investment in Africa

3months

Contents of this Presentation

・Entry by over 100
companies
Support Japanese companies to
start business in Africa

64

How to Network ABE Students and Japanese Enterprises
<Categories of expected goals for ABE students>
Types of ABE Student
●Persons from private sector

Progress of ABE Initiative

Categories of expected goals

Accepted ABE Students
Arrival to Japan in

◯Local business partner for Japanese company
●Government Officials

◯Resource person who will
facilitate and support Japanese
companies in developing their
business in Africa

National Development
planning

2nd batch

3rd batch

Sep. 2015

Sep. 2016

Recipient Countries

8

33

49

Accepted Students

156

317

349

47

79

(out of which,
students from private sectors)

Trade and
Investment/Industrial
Development

Registered as
host
universities.

Natural Resources/Energy
Infrastructure and Transport

●Educators

1st batch
Sep. 2014

◯Be employed and work for Japanese company based in Africa

◯Provider of competent human resources through educational
institutions/ Research partner of Japanese company

148 courses in 70 Universities
（As of Aug 2015）

Registered
Sponsoring
Companies

250 Companies
（As of April 2016）

Host for the 1st
batch

48 Universities

Sponsors for the
1st batch

23

Host for the
2nd batche

61 Universities

Sponsors for the
2nd batch

34

Type of Sponsoring companies： Engineering Consultant, Development Consultant, Trading, Media, Natural Resources,
Overseas Plant management, Agro-fishery, Automobile recycle, ICT, Pulp and paper, Environment Management,
System Development, Chemical products,
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Arrival of the 3rd Batch

Example of ABE outcomes
(Voices of Japanese Companies)
（１）Opportunities for Career Development for Students
 Recruited a candidate management staff with requirement to be
successful in ABE initiative. (Rubber product)
 Sponsored one candidate and accepted as intern. The candidate is
willing to join affiliated company in his mother country.
(Environment/Recycling, IT)
 Accepted a local staff from an overseas group company to provide
opportunities to exchange views with Headquarters and other
affiliated companies. (Trading)
 Accepted a local staff from an overseas branch office to provide
opportunities of On-the-job training. (Consultant)

68

(Cont.) Example of ABE outcomes
(Voices of Japanese Companies)

Contents of this Presentation

（２）Opportunities for Widening Business opportunities
/ Marketing

1. TICAD VI measures against Human Resource
Development
2. JICA’s efforts to build Human Resource
Development Institutions
case 2-1: Cooperation with JKUAT
case 2-2: Vocational Training
3. JICA’s efforts to realize social adoption
case 3-1: SATREPS in Africa
case 3-2: ABE initiative
case 3-3: Private Sector Partnership
Volunteer in Africa

 Product Development based on the views of ABE students
(Manufacturing)
 Strengthening human network with business related government
staff in African countries (Trading)
 Strengthening human network with various actors in countries
targeted to newly start business in (Environment/Recycle)
 Learning target countries to newly start business in from views of
ABE students (Environment)
 Hearing views on its own products in the context with local needs
(Machine manufacturing)

（３）Opportunities for enlightening own staff
 Raising awareness of junior staff on the target countries through
exchange meetings.
69

Conclusion
• JICA has endeavored to establish Higher
education institutions and TVET in Africa
over time, aiming Social Adoption of
developed and/or obtained knowledge
and skills.
• Besides, JICA enhances efforts to deepen
mutual understandings between Africa
and Japan at various levels in order to
adapt and adopt Japanese know-how and
technologies.
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アフリカにおける農業と技術
Agriculture and Technology for Africa

PROF. Patrick Gathogo Home (Ph.D.)
EDUCATION

2001 Doctor of Philosophy, Dept. of Agriculture and Food Eng., Indian Institute of Technology, Kharagpur
1993 Master of Science (MSc.) in Soil and Water Engineering, University of Nairobi
1986 Bachelor of Science (BSc.) in Agricultural Engineering, University of Nairobi

OCCUPATION

2012(up to date) Associate Professor (JKUAT)
2002 Senior Lecturer and Chairman, Biomechanical and Environmental Engineering Department, JKUAT
1996 Lecturer, Department of Agricultural Engineering, JKUAT
1989 Irrigation and Drainage Engineer, Ministry of Agriculture
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Good afternoon. My name is Home, man people call me “home”, but actually it is “Hoe-may”.
I’ll talk about agriculture and technology for Africa.
When I was given this topic, it had a different title. And there’s a big difference. And
the first one was “Agriculture and Technology in Africa”, and later on, “Agriculture and
Technology for Africa”. And those are two different topics. One little changes it completely.
When we going to say “Agriculture and Technology in Africa” is like you are talking about
what is there. But when you say “for Africa”, you are implying what is appropriate and what
should Africa be doing in agricultural technology.
I’ll talk about African agriculture and then different technologies. I know agriculture is
wide. So, if I restrict myself to mostly crop production, agriculture can even talk about
animal production, agriculture, but I’ll restrict myself to crop production and the technologies
relevant for crop production.
Before I come to this slide, let me thank Toyo University and Professor Kitawaki there for
inviting us and hosting us. I’m very excited to be in Japan. It’s my first time to be here and
I’m really excited. I want to thank Professor Otieno, because he talked to the VC to get me
permission to come. Otherwise, I would not have come. Thank you Professor.
Again, let’s emphasis that Africa is very big. I don’t like boasting about size, but Africa is
really big. You can see the area there. The population is growing and very soon, it will be
very big also. So the potential of Africa is extreme. But again, we emphasis the youth, the
young age of Africa. Africa is becoming younger. I think Japan is getting older. More people
are old. In Africa, most are getting younger. We should have a different challenge when
you talk about agriculture in Africa. There are 57 countries, 55 and some of the smaller
countries included. So, Africa is not one unit. It’s many countries. And that has its own
complexities and challenges in developing agriculture. Over 2,000 languages. Those are
local languages. And we are also taking up many foreign languages. So, another challenge.
When you can’t communicate, you are met by some different challenge. Life expectancy, you
can see, is very low, 52 years. That’s almost, in Japan, in the mid-life, very young. In Africa,
you are dying, which is serious. Mostly because of food driven problems, as we shall see
later, and diseases and so on.
Let me introduced again, the map of Africa there. Sorry, pressing the wrong button. These
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are a repeat of Professor Otieno’s map, showing that Africa is really big. As you can see,
Africa is split up into many countries. These countries have different colonial legacies,
they have different languages, even foreign languages, different political systems, different
ideologies – sometimes, uniting Africa is not easy. It is difficult, very difficult. Sometimes,
we find it easier to interact with Europe than our neighbors in Africa. That’s because they
are French-speaking, Portuguese-speaking, English-speaking. And when you talk about
Africa, it’s difficult to approach the whole of Africa you are want to be. Normally, you deal
with individual countries. So developing the whole of Africa has been a challenge for a long
time. Despite the establishment of the African Union and so on.
So you can see, we are diverse. And recently, even this country became two. Three years
ago, Sudan. This one also, at one time was one country, Ethiopia and Eritrea. Now they are
two. So instead of joining up, we are splitting up. Here again, is another challenge. Those
are the political systems you have to work with and you have to see how to proceed.
This is a demographic, again, showing the young Africa, how young we are. Even, there are
some statistics that 41 percent is below 15, and a high proportion is engaged in agriculture,
64 percent. This is not something to be proud of. Agriculture is important, yes, even some
differences within other countries. For example, in Japan, here the population engaged in
agriculture is only 3.7 percent. And you are able to feed yourself. Talking about Germany,
I think the most developed country, currently in the world, and the population employed
in agriculture is only 1.5 percent. And yet, they’re getting enough food. In China, at 4.8
percent, in India, 51 percent and in U.S.A., 16 percent. So these are disproportionate
number of Africans engaged in agriculture. And this question has been raised many times.
Is agriculture in Africa a disguise for unemployment?
Someone in Kenya, in 0.5 over hectare, is that person employed or pretending to be employed
in agriculture? Is he fully employed, really? And this is one thing we need to tackle. As you
see on the next slide, there are suggestions of how to reduce this number of Africans occupied
in agriculture. Not that we hate agriculture, but countries which have developed, have
developed through reducing people in agriculture by adopting technology, as we shall see.
This is, again, showing how we are distributed. You can see, Kenya is around here. 57 to 73
percent of our people are in agriculture. And this is basically what we call rural agriculture,
subsistent agriculture, where basically, people produce food for eating, not for commercial.
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Very little income selling of that food.
And then, a thing has been given that we need to reduce the population employed in
agriculture in Africa to at least 50 percent. But how do we do that? People always ask
that question. Where to you take the balance? And the thing to ask ourselves is, “How do
other countries that view their population, what happened to the balance?” There are so
many models that you can follow for development that we should not really say, “Where are
they going to go?” They are going cause riots, they are going to cause agitation. How do
the others… I believe, initially, that people employed in agriculture in Japan was not 3.7
percent. There must have been more.
The same thing in Germany. But through technology, they have been nimble to develop
in other areas, which can absorb the balance and the percentage, the bigger balance. And
this would remove disguised unemployment in agriculture. Let’s not pretend people are
employed in agriculture when they are doing very little. Half an acre, and you are engaged
for the whole year. Are you really employed in agriculture? What are you producing? What
is your productivity in our national area? That is the challenge. The question, “Where will
the 50 percent go?” Where did they go in Europe? Where did they go in the U.S.? Where did
they go in Japan, here? There are models to follow.
Here, we boast of our large chunk of land which can be produced, which can produce crops.
Approximately 27.4 percent of land in Africa can produce…733 million hectares, which is
27.4 percent of the world agricultural land is in Africa. But as we see, again, with all this
potential, food security in Africa is a big problem. Africa is the hungriest continent in the
world. People are dying, even today, of starvation and lack of food. With this enormous
amount of land, what is our problem?
Now, I look at technology in, as I developed my presentation from the original slide, into
land and water management mechanization, about technology and ICT. So we start off with
land and water management, and we look at three areas. There are many areas to look at,
it is very difficult to exhaust technologies in agriculture in Africa in one presentation. There
is irrigation, yeah, how much of Africa is irrigated. Check. Countries which have done in
agriculture, they are really invested in irrigation, big areas in irrigation. Africa is hardly
irrigated.
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Use of fertilizer. The input of fertilizer in Africa is low, very low, which are the statistics.
And then, Africa want to build the highest land – the highest percentage of degraded land.
Land which has lost potential for crops.
Now, these are the statistics. That only 6 percent of land in Africa is under irrigation. Not
that we don’t have resources for irrigation. But why are we irrigating so little? Use of new
fertilizers. This figure is laughable if you are talking in Japan. 8 kilograms per hectare.
You know a hectare is 100 meters by 100 meters, and you are applying 8 kilograms, how
do you realistically view that fertilizer? It’s laughable itself. This is the biggest area
problem, again, that African land is getting degraded so fast, that we are not able to keep
up productivity. In some areas, it is using almost zero over a short period of time. Where
there’s not more place to shift. Poor people used to have shift cultivation, where they could
go to a more fertile land. Now, there is nowhere to go. So, if we continue in that condition,
we are compounding the problem. That is 40 percent of Africans live on fragile soil. Fragile
soils are soils which are so sensitive, that they even disturb the ecosystem. They cannot
recover. You start cultivating there, they deteriorate instead of improving. Because you are
not using the right technology to keep the fertility and productivity at height.
What productivities have all that Asia and Latin America? Africa was left out in the Green
Revolution. When Asia was going ahead with its technology, Africa was left behind. And
I don’t know why we aren’t seeing that challenge in Africa itself. We need to have our
own Green Revolution. Labor productivity, again, as I said, is 60 percent. If you take
productivity per person per hectare, how much each person produces, it is 60 percent of that
in Asia. And you will see, that one is again, basically because of lack of use of technology.
We are using very limited technology which does not enhance productivity. Cereal yields
are 40 percent of the world average. In fact, in Africa, some countries, their yield for cereal
grains has actually dropped below one ton per hectare, which is disastrous. In Europe, in
Latin America, in other…Japan and China, they are approaching six tons per hectare. We
are still below one ton per hectare of grain productivity.
So, this one, I’ll just try to show some simple technologies which can prevent land disaster
or land deprivation. The gutted land, to bring it back to productivity, is very expensive. So
the earlier we prevent it, the better. Some of these are simple technologies, like using stone
lines, just to prevent soil erosion and retain soil. Thus, we don’t lose the topsoil, which is
fertile soil. This is cover cropping, just to prevent the rainfall from attacking the soil. The
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rainfall uproots the soil, transports it and you have soil erosion and reduce our most fertile
soil. Incorporating agri-forestry. Planned grazing. There’s a cry out there that we are
keeping too much livestock, and the grass is not able to regenerate again. Which is serious
and we are seriously slowly dissatisfying our reliance. But with planned grazing, you graze
in one area, go to another area and you allow time for that secondary cover. Then we are
able to maintain our reliance.
Structures like these, these are bench terraces. This is very steep land, you can see it, even
if it didn’t have terraces. And there are people who are funding this kind of steep – if you
join this line and here, you can actually see the slope. I know in Kenya, people farm in areas
where the slope is as high as 100 percent. Very steep land. In Kenya, 100 percent slope is
not steep, it’s just 45 degrees. So, it looks quite comfortable. But really, for cultivation, it is
serious to ruin it. So this kind of technology, these are labor intensive technologies, bench
terraces. Or water harvesting, as Professor Otieno said, so much water we are losing, a
fourth of our ground is run down into the rivers and swept into the ocean. But with simple
pits, we are able to retain some moisture and the crop can develop much more for harvest.
Simple technologies.
Grass strips. Again, for trapping soil and water. And the soil goes into the ground rather
than running off, and you have a crop here and you have a crop here. Agri-forestry has
picked up real well. Because we know our soils are depleted of carbon. The carbon is gone.
And the carbon determines the structure of our soil and how it can hold water, how it can
hold nutrients. But when you have a system like this, periodically you harvest the trees and
let the organic matter go back into the soil, and the soil remains fertile to prevent that 500
million hectare degradation in Africa.
I talked about stone terraces. This is a….I took this slide again here because one of my
Master’s students was working on this kind of technology and documenting them and trying
to see the most successful ones and why they are selected by farmers. And these are some of
the technologies.
Stones are there. They are available, they can be lined up and they do an effective water
retention service. Retaining water actually, upslope. This water could be coming from the
roads, if could be coming from the top of the hill. Instead of allowing it to run down the slope
and cause gully erosion and carry away all the soil, you can retain that water here. Many
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will infiltrate into the ground, retaining the ground water and making our soils wet for crop
production. This kind of system, these are common systems, where you have pits – these are
called zai pits, where you plant several...many, many crops, and when it rains, all the water
is retained there, it’s no run over at all. And that water infiltrates and the crop has time to
use it.
Simple trash lines. This technology is facing stiff competition from livestock. Of course, now,
people no longer have this stover after harvesting these. Instead, it is taken for livestock, for
cows, for goats and for other animals. It’s a big challenge now, when you no longer recycle
the carbon into the soil again. But this simple technology could solve that problem.
Now, that is land and water management. I’m going very fast, because there are many
technologies. The next one is irrigation. And this map, you have to look at this map. Can
you see India here? Can you see China? Japan is here. These yellow ones, irrigated land.
How much of it can you see in Africa? Basically, in Sudan, these are very old irrigation
areas, schemes. And a bit of it in Egypt. These are predominately traditional irrigating
countries in Africa. All the other African countries are basically relying on rainfall. And
the erratic rainfall, the changing climate, it is no wonder that you find once in a while,
farmers harvest nothing. The crop is just wasted before it is harvested. There’s not enough
rainfall, the rainfall comes late. It comes late and the crop just dies in the middle. And it is
desperate to see farmers waiting for the rain when the crop is wilting dry and they can’t do
anything, because we have not taken, adopted, irrigation. And the potential for irrigation in
Africa is so huge.
This country here, Zaire. houses one of the largest rivers in the world. This Zaire River,
statistics indicate, that the Zaire River, if it is used for irrigation, can actually irrigate the
whole of Africa. Those people who have gone to Zaire, this river is like a lake when you see
it moving, you don’t know which direction it is moving, it is all white, it is so big. The power
you can generate from this river, it could light up the whole of Africa. But it is there as a
resource which is just going into the Atlantic Ocean here.
Another element which Africa has not exploited is water harvesting. India currently has
more than 4,500 large dams. Large dams, and I mean, large dams. By 2050, they want to
make them 5,000 large dams. Before India constructed dams, it was a food deficit country.
Now, it is a food surplus country. Because you cannot crop with just rainfall, it is not
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enough. So, Africa has to think about water harvesting, creating of dams. We have to think
of irrigation. And we have to think of soil conservation, if our agriculture has to change.
Otherwise, reliance on small rivers, and then we start competing with the people with their
livestock, with the wildlife, it’s not adequate to provide enough water for irrigation. So this
is a serious matter.
Here, I just wanted to show that very few countries in Africa have exploited their potential.
You can see Egypt – and most of you know Egypt is a desert, basically – and see the area it
is irrigating. What about this country with so much water. You can’t compared it to Egypt,
it has done very little to tap their potential. There is still a lot of potential.
Fertilizer, again, we are just showing how much fertilizer Africa uses. And I talked about
India earlier, I don’t want to repeat it here. But the amounts are embarrassing. 8 kilogram
per hectare. Do you know what they use in Europe? 235 kilograms per hectare. That is the
amount they are using. There’s a debate on organic farming and so on, but I can tell you for
free that we have to use fertilizer. In organic fertilizer that is even we have people who have
production.
Compared with Southeast Asia, 155 kilograms per hectare, Latin America, 150 kilograms
per hectare, U.S.A., 130, and Europe, 285 kilograms per hectare. Africa is here. You see,
like Kenya, here. And Chad around here. 2-point-3, not 23.2, 4 to 5 has grown recently.
The bulk of the African countries is between these levels and 10 percent. That’s a technology
we can use. Fertilizer is there. Once again, we must ask ourselves, “Why are Africans not
using fertilizer?” That is obvious – expense. Statistics show that when fertilizer arrives in
Nairobi in Kenya, in Mombasa – Mombasa is a coastal town – by the time it comes to Nairobi
in central Kenya, the price has grown five times, because of transportation. By the time
it arrives in Uganda, it has gone up ten times. Note how the prices escalate. I know the
initiatives for African countries to start manufacturing their own fertilizers and so on, but we
still lack natural resources. Most of the inorganic fertilizer is made from natural gas, which
we don’t have yet. But, as we keep discovering oil, we hope Africa will start manufacturing
their own fertilizer and then reduce this kind of deficit and low application of fertilizers.
Then, I jump straight to biotechnology. The low yields, one ton per hectare, compared to
three point five tons per hectare is what we are faced with. How can biotechnology help?
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Africa has many research institutions, west Africa, east Africa, even some in south Africa,
which are original research institutions, and they have done a lot of work in biotechnology to
try to develop species that can respond to fertilizers especially. We still have species which,
even if you pray for the reason, they will not respond well. So most of the treasure is wasted.
But with thorough biotechnology, you can develop crops, varieties, that respond to fast
fertilizers. So you apply a small amount, it responds fully and the uptake is high.
We need to also develop crops which are drought resistant. Which don’t need much water.
Although the African land is so big, also, we have areas of serious water deficits. In SubSaharan Africa, just below the Sahara Desert, the central part of Africa, where water is real
short. So there’s been a move to develop drought resistant crop varieties. And again, also
pest resistant crops.
Africa is tropics. And our tropical climate is very conducive for pests and diseases. They
proliferate so fast that there’s always a competition by the farmer between crops, weeds and
pests, especially insects and fungi. So we need to develop tropical varieties that are resistant
to pests and diseases. The technology is there, so we are not reinventing the wheel again.
Because most of it is adaptation and using our own innovation to develop the right varieties.
Genetics and breeding have the ability to contribute. Genetic, tissue culture especially is
useful in supplying clean seedlings in large numbers. This is not a very difficult technology.
It has been tried in universities and research institutions, so that they can develop clean
seedlings which don’t transfer diseases from one part of the continent to another part of the
sterile conditions. We have done it for bananas, we have done it for mushrooms, sorghum,
and as of now more crops are being added every time by researchers. The problem is how do
you, if you treat, how does it go down with the farm and rural area? Mostly, just return the
same seeds we have harvested, we are raising productivity all the time.
Some few examples of success in Africa. New Rice for Africa, and this is a Japanese
initiative, developed with rice which is resistant to diseases and water stress. We have tried
it in Kenya itself and in other west African countries, and it is doing very well. The yields
are quite high, up to five times per hectare.
Africa Bio fortified sorghum. Also in Kenya and in some west African countries, where they
have fortified sorghum to include extra nutrients. It could be vitamin A, it could other vital
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vitamins, which are lacking from the original or from the traditional sorghum.
And then, Water Efficient Maize. Maize that… this maize can grow with little water.
But, mystery is always there. When people hear “GMO”, I don’t know what fear came
into Africa, and sometimes also in India, that when people fear GMO, they think it is a
crop coming to finish them. It’s genetically modified, it may give diseases and so on. But
that thing is not true. We all know that almost 90 percent of the crops grown in the U.S.
and Europe are genetically modified. And see this sentiment, I wrote it in yellow here, to
emphasize that somebody must demystify, must show that GMO, properly developed, is
useful. It is through GMO that we developed a lot of resistance to diseases, plus resistance
to pests, plus resistance to water stress and fast growing crops, also. It is through genetic
modification. It doesn’t have to be dangerous, as to try to depicted. And here, maybe, a
challenge to the NGOs which seem to come so strongly to prevent Africans from benefiting
from this kind of biotechnology. But to me, I believe this is the direction to go. We have to
overcome water stress, diseases, pests and have high productive, high producing crops. And
we have these technologies, they are in Japan, they are in developed countries, they have
transferred them to Africa. It’s not that we don’t know what we can do. It’s just accepting
and adopting the technology. Someone has to push that one. Africa, you and I know, has
tried to do it, through collective humor, collective humor and so on, to try and demystify
GMO and let people accept it. That it is not dangerous to yourselves but it gives you a better
crop. So somebody has to do this.
Now, mechanization. Because I’m an engineer, maybe, I feel excited when I talk about
mechanization. But…having talk about mechanization for many years, and I have not seen
much progress. I don’t know if I’m failing as a lecturer or something, when students come,
I talk to them about mechanization. Mechanization! Because, if you check countries that
changed to the population in agriculture from a high value to 3.7 in Japan, 1.5 in Germany,
it is through mechanization. Through using machines to develop agriculture.
So, this is the definition for mechanization. In Africa, it can be applied over a wide range
of activities. Most of the time now, when I think of mechanization, we think about areas,
maybe cultivating – that is plowing – but mechanization is beyond that. In involves
manufacturing, distribution, maintenance, management, transport and everything.
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It applies to agricultural land development, crop production, harvesting, everything, up to
the end. It is mechanization. You remove the human effort there and put a machine there.
It can do more than a human being.
But the main thing is this one. Gradually, is that tiredness a farmer feels after working in
the field for the whole day, using very crude tools, very backbreaking tools, that drudgery is
not for a human being. But in Africa, 80 percent of our farmers are still doing that type of
work in the field. And there’s one area which has made agriculture so unattractive for the
young people. And we have to change that. Because young people aren’t going to go, “You
take a hoe and start digging in the farm.”
And when you think about mechanization, the first idea that comes is a tractor. The tractor
is a multi-use machine. It is the main tool for mechanization. Because basically, it can do all
aspects of mechanization. And this figure is just showing a number of tractors in different
countries. In Sub-Saharan Africa, the number of tractors is two tractors per 1,000 farmers.
That’s kind of like zero. It’s like zero. What does one tractor, two tractors for a thousand
farmers mean? In fact, basically, you are taking the average number of tractors and then
divide it by the number of people. And those two tractors likely have come from commercial
farms, not our reral farms. So this figure can be…even the two is misleading.
Or 13 tractors for 100 kilometers squared. Compared with U.K., you see? Almost a
tractor per person. And the world average is 200, so Africa, even if you attain the U.K.
standard, which would be gearing towards such is the world average, of 200 tractors per 100
kilometers.
And maybe, that one has come because of the African policies. Here, we are showing how
much money is devoted to research in the mechanization in agriculture. Check out the figure
here. Kenya is here. 1.2 to 4.32 percent. Theoretical value there, maybe it is even less than
one percent. Other countries are investing in agricultural research. Putting money so they
can grow and develop productive technologies, new technologies, for our farmers.
And this picture, I put it there to show which direction we should move in terms of
organization. 80 percent, 70 to 80 percent of our farmers are here. This tool is called a hoe.
And for some countries, this tool is a museum. In Africa, it is the most common tool. There
are countries in Europe who are basically manufacturing hand hoes for Africa, not for them,
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they don’t need to use them at all. We must get away from here. We must get rid of that
hoe.
And the first thing I do in my teaching is, when I’m teaching my university students, is to
tell them to calculate how many times do you think this farmer will lift this hoe up and
down to cultivate one hectare? It’s about almost a million times. Up and down. And that
is common in Africa. In fact, sometimes in Africa, we try to congratulate people who can
dig big lands, not knowing that they are doing a very inhuman assignment. We must move
away from here.
Now, if we move from here to here, here to here, and here to here. Different people
advocate different things. To me, in my own thinking, we can move to here. And some
African countries have moved to here. But the impact has been very little. Our direction
of movement should be from here to here. This one is a tractor, which Jomo Kenyatta
University of Agriculture and Technology is modifying for agri-farmers. It’s a model from
India. It came to Kenya, we tested it, and we found it too weak for our soils. African soils
are tough. They could not plow. And we are modifying it. We have tested it. And actually,
we have many orders from African governments and many sections of Kenya. This is being
done by our own students, our own technical staff and our own professors. We are modifying
to make it strong and also all the other things. In Africa, you don’t just bring equipment
here for cultivation. Africans need multi-purpose equipment, which can cultivate, can
transport, can postharvest, can spray, can do all those things. And we are adding all those
appendages to this small tractor to help the rural farmer. And to me, this is the direction
we should move. This tractor can do up to 3 or 4 hectares in a day, where this woman would
have taken basically a month. This is the direction we should go.
Of course, in Africa, there’s always a paradigm, confusion. In the same Kenya, here, and
other African countries, you’ll find even this tractor also. This is heavy machinery, highlevel tractors, but you’re going to find this one in commercial farms, in farms owned by
multinationals, or owned by very rich people. Yeah. And the sad thing is that these tractors
have no impact on the neighbors. And the world focuses that if you have a commercial farm
with this kind of tractor, it will trickle down to the neighboring farmers. Either rent it to
them at a fee, but let them get used to mechanization, and they will slowly adopt it, slowly
by slowly.
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This graph shows the third case that Africa is talking about hand, which is a serious
limitation to agricultural productivity. I don’t know how, when you look at Africa, you people
from Japan and other places, and you see the technology we are using here, what do you
think? We’ve tried to introduce technologies from Japan – the hand tractor was introduced
in Kenya, somehow it does not work well. We are going back to it again. We are now trying
technology from India, from China. We hope, this time, it will succeed. Remove our farmers
from drudgery. This is not very difficult technology, but it is a technology that can actually
increase our productivity.
In the world classification of mechanization, this one, given by Europe, Africa is always
ranked between number one and three, use of draught animals and use…significant use of
tractors. And I’m seeing Cameroon is number one, here. 85 percent of people in Cameroon
use the hand tool, that one for digging. 85 percent! Morocco is five. Incidentally, Morocco,
in the western part of Africa, is highly mechanized. And many countries in Africa now
– Tanzania recently just went to Morocco to get ideas on how to do mechanization. How
are they using their tractors? What process are they using? Are they using cooperatives,
where people can share tractors, or what are they doing? India is number four, China is
number seven, Japan is ten. Ten, you can see here. We are basically using a fully motorized
technology, no manual work. And of course, the highest is Germany, here, number 11.
They’re using tractors which do not need drivers, they drive themselves, through technology.
So you’ve even removed the man from the act completely, and let him do other useful work
with his brain.
Of course, we are now seeing that Africa jumped from here to here, but we should be showing
a gradual progress, from number one once, 12.
This one, I wanted to show again, what has been ailing the African agriculture. Something
we call small scale farming. Small scale farming means farmers having units smaller than
0.5 hectares. Very small. And you can see the predominance of small farms in Morocco –
you see that Morocco is a bit mechanized, you can see it is 30. Large scale farms, 90. As you
can see, again, Cameroon 50- 50. Botswana is highly mechanized also, you can see they’re
20-80. And people have been asking, how… “Can Africa really change from a small scale to
a large scale?” There are political implications, there are policy decisions which have to be
made, and it is not easy. Africa, Africans have got such an attachment to land, which people
are still studying to understand it. That you want to own your own land.
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Compared with Europe, some countries don’t even talk about small scale. In the U.S., the
farms are becoming bigger, they are being augmented, they are joining together, they’re
becoming bigger. In Africa, they are being fragmented. So, the important thing is, notice the
generally stability of different technologies over the projected period in Europe. The large
scale is being maintained.
It is showing that most of the African countries are at number one in terms of technology
here, which is 0.2 percent of application of technology. And European, in this area, and
Japan and the U.S.
What is limiting mechanization? Low farmer income, low productivity, these are the
barriers that we need to break, written there. Need to overcome the hindrances that prevent
mechanization. We enhance farmers’ income, increase agricultural productivity and we
have seen how you can to that – fertilizer, seeds, irrigation, biotechnology. Lower the cost of
mechanization. It’s too high already. Increase mechanical demand, mechanization demand.
In India, they increased the demand, whether it was there or not, and soon, people picked
up. They made tractors, whether people were asking for them or not. With time, they came
to like tractors, and within no time, India is producing the largest number of tractors in the
world, currently.
A rush towards tractorization. This is a mistake, again, African countries are making. You
need tractors, just go out and buy them, bring them in. Within one year, they are all down.
No plan for spare parts, for maintenance, for nothing. And you go to many African countries,
you’ll find fleets of tractors just sitting in the workshops. So, mechanization is not just
rushing into it. There needs to be a plan for it.
And the post-harvest technology – I need to rush – is one area, again, where African
agriculture faces serious challenges. We lose 30 percent of our grains after harvest. We
lose almost 50 percent of our fresh crops after they are harvested, just because of handling
and the storage mechanisms. And we need to look for these technologies that will minimize
quantity and quality loss through mechanization. When you compare mechanized harvesting
and non-mechanized harvesting, there’s a big change in drying, storing technologies. And
transportation technologies. A research done in one of the African countries realized that
just by transportation, 30 percent of the fresh produce is lost through bruising. Bruising
means they are scratched by their storage by the transportation system. They’re using very
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hard boxes, very hard baskets which actually bruise the tomatoes or oranges by the time
they reach the market. It’s already…they are already spoiled.
So, conclusions. So, mechanization is the most challenging…Africa is the most challenging
region for agricultural mechanization. Of course, you have to look at it very closely. It
is only limited progress in terms of mechanization and increasing these investments are
needed. Let me rush.
Application of ICT, I think, someone talked about application of ICT. And this is one area
that Africa is going to tap into. There are cellular phones, network connectivity, and so on,
to advance agriculture.
And I’ll just rush ahead to show the areas in agriculture where ICT can help. Agriculture
information system, marketing systems, weather warning, knowledge sharing, etcetera. And
this, maybe you can read this one later, I just want to show…this one…
…in Kenya, what we are doing. I know time has run out, But…sorry…In Kenya, we have
applied different platforms for mobile phones where farmers get information This M-Farm,
the farmers are able to get information…on marketing information through using their
mobile phones. Soka Shambani here, this means that they are able to get also information
on where the demand is where they can sell their crops or their produce there. The most
popular, this one is M-Pesa, is one of the revolution in Kenya and in world-wide, basically for
mobile money banking. Farmers can access money, wherever they are, through their mobile
phones. And this one has really advanced our information acquisition in agriculture and
development.
Examples in different countries are given there, what we are doing in ICT.
And now some conclusions here, that ITC seems to do agriculture in Africa. There is too
much information that you can access now, with the current acquisition of ICT technology in
Africa.
Conclusions. Capacity building, I talked about it. Strengthening research institutions.
Establish a system of seeds and tissue propagation. Biotechnology, I talked about it. Private
sector in government. Infrastructure, this one includes even roads themselves. And the
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marketing aspect in agriculture. Thank you.
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Countries of Africa

Africa is really big

Introduction
Vital African statistics
30.37 million km2
1.216 billion
41% under 15
• Countries:
57
• Languages:
over 2000
• Life expectancy: 52 years
• Land area:
• Population:
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In Africa, employment
in Agriculture should
be reduced to 15% by
adopting technology
that would attract the
youth (Nature and
Faune, volume 28,
issue 1).

African population is
young (41% below
15)
A high proportion of
the population is
engaged in
agriculture (64%)

This would remove
disguised
unemployment in
agriculture

Agriculture in Africa,
a disguise for
unemployment?

Where would the
>50% population go?
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Agricultural land in Africa: 733 million ha arable land (27.4% of world total)

Land and water management technologies
Irrigation
Fertilizer application
Soil and water conservation
8
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Application Of Sustainable Land Management Technologies For
Agricultural Production

Factors Driving Food Insecurity In Africa
 Under capitalization of agriculture
Only 6% of land is under irrigation against 40% in Asia
Low use of fertilizer. For example, 8kg/hectare of fertilizer use in SSA,
representing only 9% of world average.
500 million hectares are moderately or severely degrade.
40% of Africans live on fragile land.

 Low agricultural productivity and poor performance
Land productivity is half that of Asia and Latin America
 Labour productivity is 60% that of Asia and Latin America
 Cereal yields are 40% of world averages
Friday, 28 October 2016

SLM Technologies of the upper Tana, Kenya
Bench terraces
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Cover crops

Grass strips

Conservation agriculture
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Stone bunds

Agroforestry
Set of stones arranged on a
shallow trench along a
contour. Large stones
arranged on the lower
side. Small stones on
the upper side.
Filter runoff.
Trap sediment
Dimensions :
Height 250-300m,

Friday, October 28, 2016

Retention ditches

10/28/2016

Friday, October 28, 2016
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Trash lines

Micro basins
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Agriculture in Africa is
predominantly rain-fed
Irrigation covers only
7% of crop land (3.6%
in sub-Saharan Africa)
Compare this to 39% in
South Asia
Potential for irrigation
development is very
high
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Compare with the
consumption in
South East Asia
(155 kg/ha), Latin
America (),
USA () and Europe
(285 kg/ha)

19
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• Genetics and breeding have the ability to contribute to future
enhancement of crop production as well as increasing nutritional
value of crops in Africa
• Tissue culture is especially useful in supplying clean seedlings in large
numbers
• Typical examples of products from crop breeding in Africa include:
• New Rice for Africa (NERICA)
• Africa Bio fortified sorghum (ABS)
• Water Efficient Maize (WEMA)

Application of Biotechnology
• African agriculture suffers from low yields (1 ton/ha compared to 3-5
ton/ha grain yield in Asia and developed countries)
• Tropical African climate is conducive to proliferation of many pests
(weeds, insects, fungi, etc)
• Water scarcity also affects crop yields, especially in predominantly
rain-fed agriculture
• Need to develop high yielding, drought and pest resistant crops
varieties
• Need to develop crop varieties with high response to fertilizer
application

• There is need to demystify Genetically Modified Organisms
(GMO) in Africa
21
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Mechanization of agriculture in Africa
In Sub-Saharan Africa the
number of tractors is as
low as 2 tractors/1000
farmers or 13
tractors/100km2 arable
land.

• “Agricultural mechanization” generally refers to the application of
tools, implements, and powered machinery as inputs to achieve
agricultural production.
• The term covers the manufacture, distribution, maintenance, repair,
management, and utilization of agricultural tools, implements, and
machines.
• It applies to agricultural land development, crop production,
harvesting, and preparation for storage, on-farm processing and rural
transport.
• Non-monetary benefits of mechanization is the reduction in the
drudgery of farm work

Compare with UK with
883 tractors/1000
farmers and the world
average of 200
tractors/100 km2.

23
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50-80% cultivated
land in Africa

Notice the
low level of
research
expenditure
in Agriculture
as a share of
GDP

Mechanization movement in Africa

Hoe

Animal power??

Hoe??

25

See the high
proportion of
use of human
hands as source
of farm power
in all regions of
Africa which is
a serious
limitation to
agricultural
productivity

Tractor
26

Twelve levels of
agricultural mechanization

Classification (2010)
Cameroon (1)
Morocco (5)
South Africa (8)
India (4)
China (7)
Japan (10)
USA (10)
Germany (11)
NB: Many African
countries would lie in the
1-3 category

28
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Some agricultural technologies
Share of total cultivated land
in some African countries

A large tractor in
a large scale
farm, Kenya

Shujaa small
tractor in JKUAT

Notice the relative higher
percentage of large scale
farms in countries higher
in the mechanization
scale
Small scale farms
dominate most of the
farming systems in Africa,
especially Sub-Saharan
Africa
The tendency towards
large scale in future
would favour
mechanization
29

Some agricultural
technologies share of
total cultivated land in
some European
countries, China and
India
Notice the general
stability of the different
technologies over the
projected period
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Need to overcome hindrances and
challenges to mechanization
• Enhancing farmers income: look
at government policies
• Increasing agricultural
productivity: other supportive
technologies (fertilizers, seeds,
irrigation, etc)
• Lowering costs of mechanization:
policy on subsidies, taxes, local
manufacture, R&D
• Increase mechanization demand:
land tenure, shift to large scale?
Taking Cameroon and Botswana as representative African countries,
mechanization in Africa needs to be enhanced to at least level 4 for most nations

31
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Inherent dangers of rushing
towards fast tracterization
by African governments.
This is happening in many
African countries, leaving a
trail of unserviceable
machinery

No plans were made for
manufacture or importation of
spares, demand, servicing, etc

Post harvest technology
• Main issues inn post harvest technology
• Value chains
• Value addition
• Products
• Management of wastes
• Harvesting technologies
• Minimize quality/quantity loss
• Drying
• Storage technologies
• Minimize quality loss, pest infestation, bruising (horticulture)
• Prolong shelf life – temperature reduction
• Transportation
• Mechanization, specialized transport vehicles

33
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Mechanization: conclusions
1. The most challenging region for agricultural
mechanization development remains Africa.
2. Only limited progress has been achieved in terms of
increased number of machines and market expansion,
however, the future of mechanization looks positive.
3. Increased investments are needed both from the national
governments and the private sector to develop the
domestic manufacturing industry.
4. Equipment for mechanization in Africa should be multipurpose: cultivate, protect, harvest, transport and postharvest

Application of ICT in African agriculture

35
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Access to mobile cellular phones offers application of ICT in agriculture

Application of ICT in African agriculture

38
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The different ICT needs in a farming cycle
These ICT tools roles
are playing a
significant role in
agricultural
information exchange,
research, planning,
monitoring and
evaluation as well as
commerce in African
agriculture

39

40

Examples of ICT applications in African agriculture
• Using ICT to bring together multiple stakeholders in the Kenyan agriculture sector
– DrumNet
• SMS-based services developed by Zambia’s National Farmers’ Union
• Sissili Vala Kori – farmers’ use ICT to share new production, processing and
marketing skills in Burkina Faso
• A mango traceability system linking Malian smallholders and exporters to global
consumers
Some of the mobile
telephone
applications of
acquiring and
transacting
agricultural services in
Kenya
41
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• Index-based agriculture insurance on agricultural inputs in Kenya – Kilimo Salama
• Using ICT to improve forest governance in Liberia – LiberFor
• Mobile technology as a “Game Changer” in South Africa – Mxit
• Mobile technologies used by GSMA as an initiative to alleviate food security
related problems – mAgri
• Seeing is believing – unlocking precision agriculture in West African smallholder
communities with very high-resolution imagery

42
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Conclusions

Conclusions: ICT application in African agriculture
• e-agriculture is gaining acceptability in African agriculture
• Use of ICT in agriculture is especially attractive to the youth
• ICT has empowered farmers and especially women farmers in Africa
• ICT has enhanced creation of partnerships between different
stakeholders in agriculture: government, private sector and farmers
• e-commerce has enhanced safe and secure acquisition of agricultural
services
• There still many areas in agriculture and still need ICT services
• ICT application in early warning systems is especially crucial in the age
of climate change

• Capacity building for Africa agricultural research and technology
transfer
• Strengthening the existing research institutions,
• Establishment of a systematic improved seed production, tissue
culturing, micro propagation and distribution system in the African
countries.
• Biotechnology to boost food supply surplus
• Private sector promotion for pre and post-harvest commercial
activities
• Strengthen rural infrastructure for improved linkage to markets.
• Rural micro-finance and marketing development
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Abstract
Africa’s underdeveloped agricultural sector remains a major challenge to food security. The sector
faces challenges of reliance on subsistence agriculture, low soil fertility, low use of farm inputs,
environmental degradation, food crop losses before and after harvest, limited value addition.
African agriculture offers great contrast in the application of modern technologies. Though African
agriculture is dominated by the so called smallholder farmers, there are pockets of highly
mechanized and high tech agriculture practiced by multinational companies, large scale farmers
and co-operatives. However, noting that Africa still has abundant and yet uncultivated arable land,
the potential for agricultural development is vast. For Africa to realize its green revolution, there
will be need to transform its agriculture from subsistence orientation with the bulk of human labour
to modern and technology based agriculture with minimal human labour. This paper gives a brief
of the application of diverse types of technology in African agriculture in such thematic areas as
land and water management, crop husbandry and biotechnology, agricultural mechanization,
postharvest technology and application of information and computer technology.

Introduction
According to FAO (2009), the number of undernourished people in the world continues to rise,
from 923 million in 2007 to over 1 billion in 2009. The highest proportion of undernourished
people is in sub-Saharan Africa, where one in three people go chronically hungry. Sub-Saharan
Africa covers an area of 2.4 x 109 ha, about 8% of this land is arable and permanent cropland.
Over 60% of the population depends on agriculture for their livelihood (ILO, 2005; WRI, 2005).
One of the largest expansions of cropland in Sub-Saharan Africa in the last 20 years or so has been
around the Great Lakes sub-region of Eastern Africa (Lepers et al., 2005). Agriculture in Africa is
currently under threat because of persistent food shortages, natural disasters and now climate
change threats. Communities in several African countries are battling food security, as many are
1
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not producing enough crops and grain to feed. In order to attain food security in Africa, the
availability and use of adequate technology is crucial for the region’s development. This is the key
reason to focus on structural improvements to the way food is produced at the local and regional
level in areas where food shortages are common, especially in sub-Saharan Africa and parts of
Asia. According to UNCTAD’s Technology and Innovation Report 2010, achieving food security
in the face of these trends will require adoption of adequate agricultural technologies. While
demand for food continues to rise in conjunction with demand for goods and services, the amount
of land available for food cultivation is decreasing due to soil degradation and competition for
other uses such as housing, industrial development, roads, and commercial production of cash
crops. Africa faces three major opportunities that can transform its agriculture into a force for
economic growth 1) advances in science and technology 2) creation of regional markets 3)
emergence of a new crop of entrepreneurial leaders dedicated to the continent's economic
improvement. This paper highlights the state of agriculture and technology in Africa with a special
focus land and water management, agricultural mechanization and application of information and
computer technology (ICT) in agriculture.

Land and Water Management
The main issues related to land management in Africa is degradation and desertification, as well
as inappropriate and inequitable land-tenure systems that contribute to land degradation through
unsustainable practices, declining soil fertility, poor land management and conservation, and the
conversion of fragile natural habitats to agricultural and urban uses (UNEP, 2002). Land use and
degradation are priority issues for the region because of their cross-cutting impacts on other
resources and human activities, particularly agriculture (UNEP, 2007). Land degradation is a loss
of ecosystem function and services caused by disturbances from which the system cannot recover
unaided. Land degradation, which includes soil erosion by wind or water, nutrient depletion,
desertification, salinity caused by land-use and management, and chemical contamination and
pollution, is broader than soil degradation, since land includes vegetation, water and microclimate
(Bojo, 1996). Land management is the practice of protecting soil from fertility degradation which
is the greatest constraint to food security in many countries of Africa. It combines overseeing not
only land practices but also the water use as it greatly affects the productivity of land. One of the
principles is to increase land productivity achieved through maximizing water storage, reducing
2
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water loss by run-off, water harvesting, infiltration improvement and soil protection from
evaporation. Achieving the mentioned is through efficiency in water use in rain fed agriculture and
irrigated agriculture both distribution and conveyance efficiencies. Inefficiencies in water
application declines the soil fertility as nutrient losses occur through erosion, leaching and
atmospheric loss. Another principle of sustainable management of land is improving livelihoods.
Practices that allow the users of land to obtain returns on investment or payback through income
or food are easily adaptable. Assessment on the monetary and non-monetary benefits and cost of
the various practices should be carried out although the process is challenging across the various
regions of Africa. Many farmers have developed soil management strategies to cope with the poor
quality of their soil, low inputs of nutrients, including organic matter, contribute to poor crop
growth and the depletion of soil nutrients. For any soil conservation or land management practice
to be applicable, consideration on impacts on the environment is a priority. Therefore creating the
need for the principle of improved ecosystems. The measures undertaken should be vegetative in
nature with a low input in agronomic measures with minimal structural demand measures.
Fertility degradation facilitates biological and physical soil degradation, incidences of pest and
diseases, cropping varieties and systems. In extension poverty and overall land degradation is
magnified. In Africa, efforts by different bodies have been put across to practice sustainable land
management to combat land degradation. Sustainable land management deals with managing soil
fertility, water scarcity, biodiversity and organic matter (Akatch, 2004). Land production through
sustainable management is increased by incorporating both innovative and traditional systems to
promote sturdiness against the threats on the environment. The nutrient and water conservation
technologies are determined by need for conservation of soil in areas with great soil loss for
example very steep slopes, conservation and water harvesting in dry areas (Verchot, et al, 2007).
Common conservation technologies in the countries of Africa include terracing, conservation
tillage and run-off harvesting.
Adoption of these agriculture technologies is paramount in land and water management in Africa
to combat desertification and land degradation. Their adoption has been associated with: higher
earnings and lower poverty (Kassie et al, 2011; Minten et al, 2007), improved nutritional status
(Kumar and Quisumbing, 2010), 91 lower staple food prices (de Janvry and Sadoulet, 2002;
Karanja et al, 2003), and increased employment opportunities as well as earnings for landless
3
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labourers (Binswanger and von Braun, 1991). Adoption of improved technologies was heralded as
a major factor in the success of the green revolution experienced by Asian countries (Ravallion
and Chen, 2004). At the global level, the adoption of improved agricultural technology was
considered critical to the attainment of the Millennium Development Goal (MDG) 1 of reducing
extreme poverty and hunger.
Technology for agriculture is one of many necessary interventions to increase food production and
tackle the chronic crisis underlying the recent food price shock (Juma, et al, 2011). It is important
for technological interventions to be appropriate to the given context. The following are the factors
to be considered: does the technology work? Does it add value? Is it resilient? Is it equitable? What
are the downsides? And what is the counterfactual? Types of appropriate technology: traditional,
conventional, intermediate and New Platform Technologies. According to, various initiatives for
agricultural technology use have been taking place in Africa. For example, in South Africa,
Nedbank has been promoting and rewarding agricultural best practice and innovation through a
conservation group WWF South Africa’s Sustainable Agriculture Programme, an initiative that
tackles food security challenges and protects natural resources through sustainable and innovative
measures.
In Kenya, the recently established Kenya Climate Innovation Centre (KCIC) is expected to
revitalise and boost home-grown green technologies throughout the East African region. The
KCIC, set up by the World Bank Group’s infoDev Climate Technology Programme, offers support
to climate-focused technology ventures in order to boost agricultural productivity and agroprocessing. The KCIC will help farmers cope with climate change and give them relevant
information useful to their planning. It will also equip them with technology and knowhow to
counter the effects of climate change. Companies supported by the KCIC will have access to
funding, business advice, market research and facilities for the design and development of products.
This is expected to help give the companies, including those in farming and other agricultural
support sectors, opportunities to make themselves more attractive to investors. Other climate
innovation centres have been planned for Ethiopia and South Africa.
In rural Zimbabwe, the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) has
implemented an electronic voucher (e-voucher) system to help cash strapped small-scale farmers
access agricultural inputs. The e-voucher system is designed to improve the food security situation
4
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among vulnerable households through crop and livestock production. It is also hoped that the
programme will resuscitate the fragile rural agricultural input supply chain in Zimbabwe, through
the re-engagement of markets, the provision of subsidised inputs, and farmers’ timely access to
their required inputs. Inputs already accessible through the system include a variety of seeds,
fertilisers, lime, agrochemicals and implements, as well as spare parts for farming equipment.
KickStart sells portable pumps, such as the MoneyMaker Hip Pump and the Super MoneyMaker
Pump, costing between $35 and $95, to smallholding farmers in Mali, Tanzania and Kenya.
Numerous farmers in Malawi, Rwanda, Sudan, Uganda and Zambia have already started using the
lowcost pumps for irrigation purposes. Fisher says his organisation sells the pumps instead of
giving them away because this promotes entrepreneurship instead of dependence, and ensures that
the people who really want the pumps get them.
Further north, in Nigeria, mobile phone technology is proving invaluable to innovation and
development. Here, mobile technology is being put to excellent use though an initiative called the
‘Growth Enhancement Support Scheme’. Through this, farmers receive fertiliser and seed support
through their mobile phones, or ‘electronic wallets’. Mobile phones are also assisting farmers in
Kenya, by bringing market-related produce prices to their attention. The Kenyan Agricultural
Commodities Exchange has partnered with mobile operator, Safaricom, in launching
SokoniSMS64, a text messaging platform that provides pricing information to farmers. M-Farm
offers a similar service.
Mobile app, iCow, billed as “the world’s first mobile phone cow calendar,” allows dairy farmers
to track the gestation periods and progress of their cows. It makes use of SMS and voice services
to do so. Weather apps such as FarmSupport, accessed through the Internet and mobile phones,
are helping farmers across the continent by providing up-to-date weather forecasting. The app also
collects crowd-sourced information from farmers on which crops they planted where, and their
yields, as well as the types and amounts of fertiliser used. The crowd-source feature uses a
modified Geo-Wiki, promoting two-way communication between data providers and farmers. This
data is then collated by researchers and could lead to the development of more accurate early
warning systems for food security and to better estimates of the current yield gaps in Africa.
Innovation in agriculture will indeed go a long way to boosting productivity, creating employment
5
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and bettering food security on the continent. Agricultural research scientists need to establish
stronger linkages and share ideas and expertise to better tackle challenges impeding the growth of
Africa’s agricultural sector. After all, who better to solve African problems than Africans
themselves?

Agricultural Mechanization
Agriculture in Africa and particularly in sub-Saharan Africa remains predominantly subsistent
with low levels of mechanization at all stages. The hand hoe is still the main implement for land
preparation and weeding. In fact, mechanization and especially the use of tractors has declined in
many African countries (Figure 2). The formerly existing tractor hires services have declined or
have actually stopped (Mrema et al., 2008). A survey by Böttinger et al. (2013) would have ranked
most African countries at levels 1-4 in a scale of 12 levels where level 1 is predominantly hand
hoe based and level 12 is predominant use of autonomous vehicles (Figure 1). In that classification,
Germany, the highest mechanized economy is placed at level 11 with less than 10% use of hand
power in agriculture.
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Figure 1. Twelve levels of agricultural mechanization
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Figure 2. Tractors in use in Sub Saharan Africa compared to other developing countries
Countries where agriculture is dominated by small scale farmers such as Cameroon (85%) at level
1 use hand hoes in 85% of agricultural work. In such a country tractors are mainly used in large
commercial farms. The same case applies to most of the other African countries such as Kenya.
South Africa, however, was classified at level 8 showing a high level of mechanization, which
predates independence and likely to be found in former whites farms. In assessing the future
demand for agricultural machinery, Africa is classified as a potential high demand zone for nearly
every kind of agricultural machinery.
Wherever mechanization of farm operations have been attempted in Africa, there has been
significant reduction in drudgery and increased food production. Introduction of tractors, power
tillers and draft animal power (DAP) was also seen to attract the youth in agriculture and increase
area under cultivation in such countries as Mali and Ghana (Fonteh, 2010; Sims et al, 2007).
Similar findings have been observed in Kenya (Ghutiga, et al., 2007), Nigeria (Haque et al., 2000).

8
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The predominance of small farm holdings in African agriculture has proved to be a great hindrance
to mechanization. This is unlike in the Asian countries where most farms were medium sized.
However, some lessons for mechanization in SSA can be gleaned from the Asian and African
experiences of over the past three decades. First, attention should be placed on increasing the
profitability of investments in mechanization by encouraging commercial agriculture and focusing
investments and support necessary to increase the profitability of farm and non-farm enterprises.
A critical question in this respect is whether there are entrepreneurs farmers ready to invest in
machinery and implements for use on their farms as well as for providing mechanization services
to the small-scale farmers who are unable to marshal such levels of capital investments. Second,
mechanization should be viewed strategically within a longer-term time frame. Despite some
studies demonstrating that mechanization is often not profitable in the short term, larger-scale
farmers in South Asia pushed ahead with their change to tractors. Short-term impact of
mechanization was regarded as less relevant and important, and a more strategic longer-term
perspective viewing mechanization as part of a broad-based economic development strategy aimed
at economic growth and agro-industrialization was adopted. The result was a dramatic
transformation of agriculture in Asia over a 40-year period. Africa should take this daring approach
as well. The mix of large scale farmers acquiring machinery and giving support services to
neighbouring medium and small scale farmers (e.g. Dominion farm in Kenya) can trigger
appreciation of mechanization (Mrema et al., 2008; Ozor and Urama, 2013; Gabre, undated).
Mechanization in African agriculture in Africa should extend beyond land preparation to harvest
and postharvest operations. Reports indicate that 40-50% of horticultural produced in developing
countries is lost before it can be consumed (Kitinoja and Alhassan, 2012). Similarly more than
30% of cereal crops are lost in harvesting and post harvesting operations. In mechanization
agriculture in Africa, there is need to invest in multi-purpose equipment, such that the same
equipment can perform multiple functions like land preparation, transportation, harvesting and
post harvesting activities. Packaging and temperature control were found to be the most critical
operations in minimizing horticultural crop losses in Tanzania (Saran et al., 2012). Hence
provision of even simple evaporative cooling systems could enhance storability of horticultural
produce. Simple hermetic bags were found to increase grain storability and reduce pest infestation
significantly.
9
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In conclusion African countries have to invest in agricultural mechanization, and especially
increase the number of tractors from the current 13 tractors per 100 km2 to at least the world
average of 200 tractors per 100 km2.

Biotechnology, Bio-chemical technology and Crop breeding
African agriculture suffers greatly from low crop yields, effects of water scarcity, infertile soils
and attack from pests. The tropical environment is especially conducive to proliferation many pests
including weeds and insect pests. Development of high yielding, drought resistant crop and pest
resistant varieties is thus crucial. Crop varieties with high response to fertilizer application will
also need to be developed. In addition, application of fertilizers in Africa is low compared to Asian
and Latin American developing countries. Genetics and breeding have the ability to significantly
contribute to future enhancement of crop production as well as increasing nutritional values of
most crops (Juma, 2011; Ozor, 2013). Typical examples of products from crop breeding in Africa
include New Rice for Africa (NERICA), Africa bio fortified sorghum (ABS), Water efficient
maize (WEMA). These interventions including the demystification of GMO are priority aspects
of agricultural development.
Small holder farmers in Africa use only a tenth of the global average inorganic fertilizer
(UNCTAD, 2010). There is a need to spur the use of inorganic fertilizers by direct government
interventions such as subsidies or opening up of local manufacturing. However, this is limited by
lack of raw materials such as natural gas in the African countries. However, this does not prevent
African countries developing their own bio-fertilizers and inoculants to enhance nitrogen uptake
Use of nanotechnology, biotechnology, indigenous technology and agricultural diversification in
developing food products in post-harvest technology is open area for research and innovation
(Kiplagat, 2012; . Reij and Waters-Bayer, 2002)

ICT Application in Agriculture
In many nations world over and with a larger concentration in Africa, food security is more
uncertain than ever and there is need to focus on agriculture. Improved agriculture involves taking
the first steps toward long-term development since food is the essential factor of people's dietary
and healthy life. Given the importance of ICTs in the agricultural development process, Deloitte
10

― 103 ―

International Symposium 2016
"Development and Environment in Africa - Human Resource Development on Technology and Society -"

(2012) cites ICTs contribution in Africa. Like the Chinese, small holders are the mainstay in Africa,
who lack access to critical information, market facilitation, and financial services (Deloitte, 2012).
Global population is on the rise with a 100% population increase within 40 years registered
between 1959 (3 billion) and 1999 (6 billion) this is according to U.S. Census Bureau (2009). On
the other hand, the percentage of farmers has gradually decreased from 50.4% of the total world
labour force in 1980 to 39.9% in 2010 against a need to increase the production of food for human
consumption (FAO, 2011). Though advances in agriculture technology and farm machinery have
compensated to some degree for the reduction in agriculture labours, in Africa this has not been
the case since the main cause of the disparity is mainly caused by rural-urban migration.
Even though agricultural research has progressively improved production systems, useful
information and suggestions have been circulated among researchers and academics rather than
disseminated to people who should be the target of these research results. Without new knowledge,
farmers have been left with traditional agricultural approaches and oral recommendations from
other farmers (Kalusopa, 2005). Without delivering such useful findings from research to the
farmers who could benefit from these findings, agricultural production will always be on the
decline.
In recent times, Information and communication technologies (ICT) have proved to be a prominent
key to improve both agricultural practices and farmer’s livelihood. Information may function as a
tool for acquiring knowledge, for making decisions and for communicating (Kalusopa, 2005). ICT
embraces relevant technologies used for data gathering, data processing, and information
management and information dissemination/communicating among participants. Over the last 1015 years, ICT has changed the way the world works, plays, communicates and shops. Many of
these changes are seen world over, some are restricted to more advanced countries. These changes
have been so pervasive that it is hard to remember what the world was like without them. ICT is
seen as an important means of achieving such a transformation. There is currently a revolution in
the ICT industry that is dramatically changing the way people understand and use ICT tools. It is
going to be an entire paradigm shift.
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For instance, a new paradigm of agricultural development is fast emerging: in both developing and
developed countries the overall development of rural areas is expanding in new directions; old
ways of delivering important services to citizens are being challenged; and traditional societies are
being transformed into knowledge societies all over the world. The ICT revolution has brought
huge implication in both social and economic development in our world. ICT has proved to be a
powerful tool in developing the capacity to generate, absorb, disseminate and protect knowledge
and exploit it to derive societal transformation.
Development and application of innovative ways to use ICT in rural domain with a primary focus
in agriculture has enhanced extension services hitherto a prerogative of the government and a few
service providers. It is an emerging field focussing on the enhancement of agriculture and rural
development with an aim of improved agricultural productivity and minimizing the risks. When
used as a broad tool for providing local farming communities with scientific knowledge, ICT
heralds the formation of knowledge societies in the rural areas of the developing world. However,
this can only be realised when knowledge and information are effectively harnessed for overall
agricultural and rural development.
ICT is not limited to underdeveloped and developing developed countries only. For instance,
Canada also need ICTs to promote their environment and economy. Canada has developed ICTs
both in industry and agriculture to change market conditions. Canada focuses on training digital
skills and Information Technology professionals (Wolfe & Bramwell, 2012). A similar trend is
also observed in China.
Due to globalization and market reform, China’s ICTs have developed very fast. China is
undergoing rapid changes and, as the world’s largest, country, it has also attracted the world’s
attention because of its significant and distinctive approach to development (Yu & Li-Hua, 2010).
It is well known that China is a predominantly rural country, the same as many developing nations
in Africa and development of China’s agricultural information and communication technologies
(ICTs) in a rural area has been a priority to key stakeholders. China has considered all aspects of
rural agriculture and policies in a way that information and communication skills become major
catalysts to extension farmers' modern capacities (Soriano, 2007). The development of precision
12
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farming in Africa emphasises knowledge-intensity; hence the agricultural paradigm in the
developing countries will have to be recast to take advantage of knowledge availability to achieve
multiple goals that include income, food, and job creation amongst others. ICT has a significant
role to perform in evolving such a paradigm, as was evident from the Interdisciplinary Dialogue
on IT: Reaching the Unreached (Swaminathan, 1993).
In 2009, InfoDev implemented in Africa a program of ICTs for sustainable agriculture and food
security. According to InfoDev, ICT-based marketing can spur farmers to adopt organic fertilizers
to meet market demand and protect their livelihood by improving land quality, thereby reducing
farm costs. This is a clear indicator of the key role played by ICT in improving the availability of
agricultural production and market information. The InfoDev further launched Capacity-building
workshops for local community officials, farmers and agricultural extension workers in Africa.
However, each country requires its own ICT mode or a set of integrated modes. For instance, with
871 million farmers in China who make about 67% of a population of 1.3 billion, modes by
InfoDev might not be suitable. It is not realistic to teach every farmer to access ICTs, especially
for less educated and older people.
Agriculture just like other sectors has benefited from ICT revolution and the latest innovation in
ICT has expanded the development of agriculture sector in a different form. In Kenya, the majority
of rural households own TV and mobile phone which are used as the source of information to
people. The use of ICT in agriculture range from advanced modern technologies, such as GPS
navigation, satellite communication, and wireless connectivity, to older technologies such as radio
and television. ICT has given a new impetus to the social organisations and productive activity of
agriculture in Kenya which, if nurtured effectively, could become transformational factors. Data
collection, monitoring and evaluation through mobile apps is fast taking over traditional methods
of collecting and using information and the results are impressive. The ‘knowledge’ itself has
become a technology for overall agricultural development. Agricultural extension, in the current
scenario of a rapidly changing world, has been recognised as an essential mechanism for delivering
knowledge (information) and advice as an input for modern farming (Jones, 1997). However it has
to escape from the narrow mind-set of transferring technology packages to transferring knowledge
or information packages through integrated system for agriculture.
13
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In an integrated information system for agriculture, stakeholders minimizes the duplication of data
and ensures consistency, improves integrity of the data and can address a wide variety of
information needs. An example of such a system is DrumNet, a network of support centres in
Kenya that provides hands-on assistance through the delivery of financial, marketing and other
information products and services. Although often complex, such systems can be customized to
ensure that the user experience is relatively simple. Cost and time spent on maintenance is
relatively low and the amount of user training required can be reduced.
ICTs benefit four groups in the agriculture sector, businesses, farmers, researchers and
governments (Deloitte, 2012). According to Deloitte (2012) the farmers use ICTs to share
agricultural information in different farming steps. For instance, in pre-cultivation, the four groups
can cooperate through ICTs to make crop/ land selection, calendar definition, even the irrigation
scheduling and overall scheme management. ICTs such as computers, mobile phones and satellites
were used by Deloitte (2012) to help small-scale farmers in Africa address some of the issues and
challenges they face. This enhanced their communication knowledge and services. Wolfe &
Bramwell, (2012) further observed that the use of ICTs is encouraging behavioural changes in
individuals and organizations. These case studies of using ICTs in Africa fully demonstrates the
benefits of ICTs in agriculture and provides a good experience to developing countries. For
instance, during 2015/2016, Food for Agriculture (FAO) launched the first electronic voucher
scheme in Mozambique which is Funded by the European Commission and the Government of
Mozambique. The goal of the project is for the farmers to have market access to agricultural inputs
and to improve distribution of quality agricultural products through the involvement of agrodealers.
In Mozambique, 3.2 million smallholder farmers account for 95% of this sector's production since
Agriculture is Mozambique’s primary economic activity. The percentage of smallholder farmers
with access to credit facilities in Mozambique has steadily decreased over the past 10 years, while
inefficiencies in production and distribution have weakened the competitiveness of domestic
products. The programme mainly targets small emerging farmers and subsistences farmers with

14
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special focus on rural women and women household heads. Another payment solution for
agriculture was also launched in Tigo, Rwanda.
According to Aldobrandini (2016), the Tigo Payment Solution for Agriculture was created to
provide mobile solutions for the agricultural sector in order to improve the communication and
payment streams for local farmers. The platform, created in partnership with Access to Finance
Rwanda (AFR), the Wood Foundation, TRAC Fund and local area Savings and Credit Cooperative Organisations (SACCOs), has improved the lives of the farmers working at the Mulindi
and Shagasha tea factories in Gicumbi and Rusizi District respectively. Tigo Payment Solution for
Agriculture’ is a platform that has increased the financial and digital inclusion of over 10,000 tea
farmers in two tea plantations located in Mulindi and Rusizi District. Other initiatives by FAO
include efforts to use ICT in natural resources management. FAO has developed “Open Tenure”,
an open source software designed to help communities to better govern their natural resources. It
uses hand held tablets, and a community server and allows the community members to map and
collect data on land tenure claims in their community (Aldobrandini, 2016).
In Kenya, introduction of mobile phones has brought about a tremendous change in agriculture
sector resulting into dramatic improvement in the efficiency and profitability of the agriculture
industry. The spread of mobile phone service allow farmer to land their product timely and directly
to the market where wholesalers are ready to purchase them without presence of middle man.
ICTs play an important role in agricultural value chains, with different types of ICT having
different strengths and weaknesses when applied to particular interventions. The impacts of ICT
are diverse, and they influence market competitiveness in different ways. However, technology
should not overshadow the people and institutions involved. While the positive impacts of ICT are
being catalogued and discussed, many rural farmers still do not have access to or the capacity to
use ICT. The rural people in Africa still lack basic communication infrastructure in accessing
crucial information in order to make timely decisions. The application of ICT in agriculture
generates possibilities to solve problems of rural African people and also to promote the
agricultural production by providing timely scientific information and directly to farmers. Farmers
now need information about trend and technology needed in farming so as to produce more and
participate effectively in setting price of their product. To make all this possible huge utilization
15
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of ICT must be taken as the first priority. However, most farmers in Africa are poor and illiterate;
therefore, offering them the best available tools and services may not always be what they would
like to use.
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坂元でございます。よろしくお願いします。それではちょっと地図をお願いします。私のレジュ
メは63ページからですが、皆さまのレジュメの37ページをご覧ください。前のご発表されたホメ
先生にお願いしまして、この地図を使わせていただきたいと思います。私の発表で色んな国が出
ますし、私自身が色んな国に行っておりますので、その話もします。アフリカは遠く、行けない
と思ってるかと思うんですが、そうではないので、是非、今日の私どもの発表を契機に、アフリ
カに行っていただければというふうに思います。
アフリカというのは50以上の国がありまして、今日の私の発表である一番北のアフリカ、上に
５か国ありますが、エジプトからモロッコまでの５か国、これは北アフリカと呼ばれまして、こ
れを除いたそれ以外の国々、こちらを英語で言いますと、Sub-Saharan Africaと言います。日本
語ではサハラ以南アフリカ、サハラ砂漠より南のアフリカというふうに言われます。時々、新聞
でもサハラ以南アフリカって言った時、サハラ砂漠というのはここら辺にあるんですけれども、
10カ国っていう話をするんです。約10カ国、それはこのサハラ砂漠の南の国々全部合わして10カ
国という話なのですが、そうではありません。サハラ砂漠からずっと南、南アフリカまで、とい
う、これをサハラ以南アフリカと言います。私の発表の中心は、こちらになりますので、サハラ
以南アフリカが何パーセントって言う場合は、これらの国々全部ということになります。
私の理解では49か国あるんですけれども、北アフリカのモロッコへ一昨年行く機会がご
ざいましたので、モロッコの話もいたします。それから、今日JICAの方がTICAD、Tokyo
International Conference on African Development、日本がアフリカへの支援という事で、国際
会議を催してきておりまして、今年の八月の末にナイロビで開催されまして、それをTICADと
言いますが、TICADの対象は全部です。ですから北アフリカの国々の首脳級の方も呼ばれてい
るという事です。ですから私の今日の話でもアフリカ全体と言う場合は北アフリカも入っている
と言う事ですが、皆さんもお分かりのように北アフリカの国々は、ある意味ではアラブ人の国々
です。というので普通は北アフリカの国々と中東の国を合わせて考えるというところがございま
す。
あとは主要国ということで、ちょっとお話ししますけれども、すぐ出てきますが、それ以外の
サハラ以南アフリカの国々を考える場合、特にナイジェリアと南アフリカを分けて考えることが
あります。ナイジェリアは人口が一億を超えています。それから南アフリカというのはかなり先
進経済ですので、この二つを除いて成長率がいくらという話も、この後させていただきます。
私は今まで大体主な国、19か国は訪問したことがございまして、延べで言えば35回くらいのア
フリカの国は訪問したことがあるということで、昨年念願かなってナイジェリアに行けたという
ところです。外務省のホームページによりますと、なるだけ行くなというふうに書いてはあるん
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ですけれども、行ったら全然そういうことはなかったと言うところでございます。
それではサハラ以南アフリカですけれども、大きくいうと４つの地域になります、すなわち、
今日ケニアの方が来られてますけど、ここらが東アフリカですね。ここが南部アフリカ、南アフ
リカと言いますが、南部アフリカ。真ん中のここですね、コンゴを中心とした、ここを中部アフ
リカというふうにいいまして、こちらを西アフリカ。西部ですね、一般に西と中部がフランス語
圏の国が多いんですね。というので私もフランス等最近はよく行きますけれども、
こちらもカバー
しているというところになります。英語圏の国が多いのが東と南というところでございまして、
私がここのマラウイという国がありますが、ここに四年間、国連の仕事でおりました。これ英語
圏です。皆さんの中で、青年海外協力隊に将来行かれたいという事であれば、実はマラウイが多
分一、二を争うくらいにたくさんの青年海外協力隊の隊員が派遣されている国。治安もいいです
から、かなり女性も派遣されているということです。
先ほどJICAの所長の方にお話し聞きましたら、12月からここの大使が女性の方ということで
すね、JICA御出身の大使の方が行かれるということだそうです。後は、私行ったことないんで
すが、エチオピアの話も出ますけれども、実は東洋大学の学生さんで、アフリカに行ったという
学生、２人くらい会ったことがありまして、彼らはエチオピアにボランティアの仕事で行ってい
ます。というので、皆さん遠いように思いますが、実は中東経由ですと往復15万くらいで、アフ
リカに行けますので、是非関心を持ちましたら是非どんどん行っていただければというふうに思
います。
後は非常に経済成長率が高い国という事で、後で取り上げますので、まず南アフリカ、ここで、
隣りにモザンビークというのがございますね。それからタンザニア、モザンビーク、タンザニア、
ケニアはこちら、ということです。それからエチオピアもかなり成長率が高いという事です。あ
のフランス語圏の国ですと、中心はここにコートジボワールっていう、これ象牙海岸ですけれど
も、この国が中心でここに日本の合弁も協力の関係でスーパーマーケットが出来ていくというと
ころでございます。以上が大体全体のところで、それでは私の63ページからのレジュメに沿って
お話しをしたいと思います。切り替えお願いします。
本日は、民間主導のアフリカ経済ということでございます、ちょっと前置きで、なぜこのテー
マを選んだのか言うところがあります。まず一点は、皆さんアフリカについて、どういうイメー
ジを持っておられるでしょうか。比較的多くの、よくアフリカを知らない人は、やはりアフリカ
は貧しい、あるいは停滞しているのではないのかという印象を持つんですが、じつはそれは前の
世紀までということです。21世紀になって非常に、アフリカは、経済的には非常に大きな循環が
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起こっていて、民間の活動が非常に活発化していると。80年代というのは実は失われた80年代と
いうふうに言われまして、アフリカと、あとラテンアメリカの経済、非常に経済危機に陥りまし
て、失われた10年。アフリカの場合はそれを90年代まで引きずった形で、その間は確かに停滞し
たアフリカではあったんですけれども、21世紀になってですね、民間の活動も活発になり、外国
投資も増えてきたという事です。とりわけこの５年強の間、多分世界でも最も経済成長率が高い
国になってきたというところです。その意味で、民間主導のアフリカ経済について話す意義があ
るだろうというふうに思ったわけです。
もう一点は私のプロフィールで紹介していただきましたけど、私自身がマラウイにマクロ経済
の専門家として行ったという、これが原点ですね、30年前。ですから国全体をどのように経済的
に見るのかという仕事をそこからずっとやってきたというところでございます。加えて私はもち
ろん日本人ですので、当然アフリカとの関わりという事であれば、当然、投資、あるいは経済協
力とかいう意味での国際経済についても、関わりを当然持たざるを得ませんでしたので、マクロ
経済学と国際経済学でもってアフリカを見てきたというところでございます。というので、今日
はかなり大きな話になってしまいますが、民間主導のアフリカ経済を今日お話ししようというこ
とでございます。
それからもう一つだけ前置きがありまして、今日の話は、国際機関の色んな統計を使ってお話
しするわけで、当然これは色んな専門家の方、学者の方もお話しされていると思うのですが、今
日の私の発表、若干ほかの方の発表との違いというのは二つありまして、ひとつは先ほど申し上
げましたように、なるだけやはり現地に行って見る、それから現地の方のお話しを色々聞くとい
う事をやっておるわけです。実際、私は先ほど言いましたように、アフリカ19か国を訪問してい
ると言いましたが、それ以外に実はフランスが大体20回くらい行ってますね。それからイギリス
のロンドンがやっぱり10回くらい。これは何故かと言うと、そういう国々、あるいはヨーロッパ
の国々の援助政策という、そういう面でも一応お世話をやってきたと言うところであります。も
ちろん基本的な情報も集めるって意味でロンドン、パリっていうは必ず行ってきたというところ
でございます。実際は、私自身は、実は経済協力や援助についてもかなり今までやってきたんで
すけれども、今日のところはそちらは省かせていただければというところです。と言うのが現地
の事情。それはアフリカそのものプラス、あとでお話ししますが、実はパリの援助機関の人たち
はどういうふうに考えているのかといったあたりも、お話しをという事です。
もう一点は、実は中国の話を今日いたします。先ほどTICADを日本主導でアフリカ支援をやっ
ているというところあるんですが、中国がやはり、非常にアフリカとの経済的な結びつきを強く
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しまして、非常に進出をしている。経済協力の面でも非常に重要になってきたというところで、
中国の場合はFOCAC って後で説明いたしますが、ある枠組みがあるんですね。結構、新聞等見
てますと、日本の枠組みと中国の枠組みは結構競合しているような感じで、色んなマスコミでも
あげられるということで、中国について今日お話しをしようと思います。それは、私が過去10年
間中国に毎年行きまして、中国の援助関係者の方ともですね、
援助関係の学識経験者と方々と色々
お話しをしたというところありますので、それについてもお話しをと。ここらが他の発表とは違
うところであるという事でございます。
ちょっと前置きが長くなりましたが、これが今日の発表の内容でございます。経済全体を見る
というのが第１章。２章では今申し上げた国際経済関係という意味で、外国からの投資がかなり
増えておりますので、そちらをお話しすると。それから、三番目には、今後ですね、なので１、
２は過去、および現在ということですが、３番目は今後の方向についてお話をしたいというとこ
ろでございます。
それではまず、１番のマクロ経済の状況と言うところで、まず１番目には、地理的なお話しを
します。申し遅れましたけれども、じつは私はアジアの国もかなり行っておりまして、フィリピ
ンが10回ほど、それからタイも10回ほど行っておりますし、アジアの調査もかなりやっておりま
して、アジアとアフリカの比較という面も出来ますので、そう言うことでまず地域から見て行こ
うという事でございます。
ちょっと学生さんへの紹介という意味で、資料を先に書いているんですけれども、IMFという
国際機関が、「World Economic Outlook」というドキュメントを年に２回発表します。日本語で
は「世界経済見通し」というもので、もっとも権威ある経済分析レポートおよび経済予測である
という事です。春と秋に発表されるという事で、今回レジュメを作るに当たりましては、今年の
４月号を使って発表させていただきます。今日一番最後に、実は10月に最新の統計が出ておりま
して、そこはちょっと最後触れますが、基本的には４月号で出ている分析とそれから今後の予想
は10月でもほとんど同じですので、４月のものを使って、以下お話しをしようという事でござい
ます。まずここには観光の学生さんもおられますので、基本的な経済資料という事ですが、いわ
ゆるAnnual Economic Growthと、これ「経済成長率」というやつですね。いわゆる経済成長率、
国全体の経済成長率で、これは数量ベースでどれだけ伸びているかというところです。
これを2015、2016の平均の数値を見ますと、世界全体は３パーセント強、当然先進工業国とい
うのは低いんですね。それを支えているのが発展途上国および新興市場国なのですが、一番成長
率が高いのは実はアジアですね。これが6.5です。それではここで、先ほど申し上げたサハラ以
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南アフリカが出てきました。SSA。これは3.2。あれ、同じくらいいかな、というふうに思われ
るかと思うんですが、実は先ほど申し上げましたように、ナイジェリアと南アフリカを除く必要
があります。この二つは経済成長率がちょっとこの間低いんですね。ナイジェリアは産油国でし
て、ちょっとこの２年間は石油価格が下がってきたというので、経済成長率を下げております。
南アフリカはかなり成熟経済で、それほど経済成長が高くない。それ故に、サハラ以南アフリカ
の経済成長率は、世界の経済成長率と同じくらいという事ですが、この２つを除くと、実はかな
り経済成長率高い国が多いという事です。
ここに挙げておりますように、エチオピア、タンザニアは７パーセントということで、今や中
国を抜いて一番経済成長の高いインドと同じくらいの経済成長率であるというところになりま
す。今申し上げた数字は経済全体がどのように動いているかですが、そうしますと、その後我々
経済分析をしている人は、じゃあどの構成要素がその７パーセントの経済成長なり、高い経済成
長に貢献したのかというふうに見るわけです。一番着目するものの一つが投資です。インベスメ
ント割るGDPこれをいわゆる投資率というふうにいいますね。投資率。経済と言うのはかなり
単純で、もし資金を十分に得ることができればですね、ガンガン投資をすれば、大体経済成長率
は高いんですね。というので、それを見たところですね、2015、2016年。今、挙げましたエチオ
ピア、それからモザンビーク、タンザニアというのはこの投資率いが実に４割、３割ですね。こ
れがかなり高い。だからそれゆえに経済成長率が高いという事で、経済全体で見ればすごく躍動
感のある経済だろうなというふうに思います。
それに対して、ちょっとアジアとの比較ですが、ASEAN。ASEANというのは「東南アジア
諸国連合」という東南アジアの10カ国の国、地域協力機構ですが、その中で特に大きな経済５つ。
これはマレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、ベトナムですけれども、これの平均の投
資率が29パーセントです。それを超える経済成長率ですね、実は東南アジアはしばらく前、例え
ばインドネシアとかこれ40パーセントでした。非常に経済成長率が高かった時に40パーセント。
今やそれがアジアからアフリカに来ているというところがですね、特筆すべきことなのかなとい
うふうに思います。
７月に実はちょっとアップデートがあったので、それも大体同じような数字で申し上げたとこ
ろと同じだと。ちょっとナイジェリアがかなり2016年経済成長率を下げたというところはありま
す。今お話ししたロジックと大体同じで、南ア、南アフリカ、およびナイジェリアを除くと、非
常に躍動感のある経済が多いというところでございます。
１－２、主な国についてお話をします。特に経済規模の大きいナイジェリア。やっと私は昨年
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の末にですね、行きました。丁度クリスマスの頃行っておりまして、行く前はここにナイジェリ
アの方がおられたらごめんなさいなんですけれども、先ほど申し上げましたように外務省のホー
ムページの安全情報によれば、ナイジェリアはなるだけ行くのは避けた方がいいというふうに
あったんですけれども、実は経済首都のラゴズは行けるということで、行ったわけでございまし
て、クリスマスの頃に行きましたけれども、もう町中クリスマスだらけでした。色んなクリスマ
スのオーナメントがあってですね、しかも我々ナイジェリアっていうと、やはり宗教対立があ
るだろうと。なんで外務省がナイジェリアは止めなさいって言ってるのは、北部にIS、Islamic
Stateですね、あれに忠誠を誓うボコ・ハラムというグループがいまして、これがかなりテロ活
動をやっている。中部地域に首都があるんですけれども、
そこでも爆弾事件やってるというので、
なるだけナイジェリアに行くのは止めなさいという事なんですけれども、私が行ったのはその国
の一番南、南西の経済首都のラゴスで、ラゴスは行けるということで行ったわけでございます。
私が申し上げたいのは、そういう安全情報を見ますと、私自身もこれは大変だなと思って大丈
夫かなと思って行ったんですが、行くともうクリスマスで、非常に華やかと。それから、例えば
運転手さん雇います。運転手さん雇うと、比較的イスラム教徒の方がおられるわけですね。あそ
こはイスラム教徒ももちろん多いんですが、キリスト教徒もたくさんいる。というので、イスラ
ム教徒の私が雇った２人の運転手さんも、いや別に一緒にキリスト教の行事もイスラム教の行事
も祝ってるよ、ということなんですね。ですからイスラム教徒、キリスト教徒の間で婚姻関係も
ありですね、彼らで一緒に二つの宗教を祝ってるという事です。日本での我々の印象だと、もう
イスラム教対キリスト教、もう全然対立しているという、そういうのではないんですね、その意
味でやっぱり我々は現地に行く必要が非常にあるのかなということでですね、ナイジェリアに対
して非常に親近感を持った次第です。
経済的に言いますと、2011年からナイジェリアは南アフリカを抜いていて、2016年の時点では
南アフリカを２倍くらい凌駕する大きな大国になっていると。今お話ししましたように直近の数
値では、石油価格がかなり暴落したおかげで経済成長率下がってはいるんです。今、ここのお話
しをしまして、12月に訪問したというところですね。直近の少し前の状況ですと、ナイジェリア
の経済と言うのはかなり状況は良くて、経済成長率は５パーセントの経済成長率。それから経済
自由化の、より進めようという計画が出されまして、特に自動車産業については30の多国籍企業
が、ナイジェリアに出て行こうということを決めたと。2014年、2015年に日本の企業というのは
比較的後からなんですけれども、新しい投資をしていこうという事を決めたという事です。具体
的にどの企業かと言うのは後でお話しをします。それからEIU、これはイギリスのエコノミスト
という雑誌の調査部門ですが、それの最新のレポートによればですね、ナイジェリア経済かなり
いいと。しかもこの政権が自由化を非常に進めている。それから腐敗防止ということで、かなり
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リーダーシップを取っているということで非常に評価されておりまして、今後も政治的な安定と
いうのは確保されて、ナイジェリアの未来は明るいという事が出ておりました。
それでは少し、私が行った国というので、モロッコのお話しをします。先ほど申し上げた北ア
フリカの国でございますが、北アフリカ、あるいは中東と言いますと、我々はどうしても、混乱、
戦争があるというふうに思うんですけれども、それは2011年の初めからのアラブの春、アラブ地
域で起こった民主化運動ですね、これが非常に波及して政治的に混乱し、シリアでは今でも戦争
があるというところですが、モロッコだけは別天地ですね。私は2014年に行きましたけれども。
EUとの間で、特権的な協定を結んでいると。それからルノーが2012年から自動車の生産を始め
ているというところでございます。
ここまでざっくり、ちょっと主な国だけいくつか挙げたんですけれども、ちょっと全体像を見
るために、カントリーランキングという面白い資料がありますので、これを使って全体的にどう
いうアフリカの位置づけがあるのかというのを改めてお話ししようと思います。これは、Global
Competitiveness Rankingというので、World Economic Forumというですね、非常に有名なス
イスの機関が毎年秋に発表するものです。世界140か国を、国際競争力と言う意味で比較をして
いるんですね。一番重要な資料というのはどれだけ海外に門戸を開いていくのかという事が、例
えば輸出、貿易とか投資において、門戸を開いているのかというのが一番重要なポイントではあ
るのですが、それによりますと、南アフリカ、ルワンダ、モロッコというあたり、かなり高いと
いうことですね。アジアですと、ベトナムが56位、私はアジアも守備範囲にしておりますので、
2010年、ミャンマーに行きましたけれども、ミャンマーは131位と。ですけど、ご存知のように
皆さん、ミャンマーへは日本への投資と言うのはかなり出ているというところなんですね、同じ
ことが実はアフリカについても同様です。
ただし、今申し上げた140のうち、実は131位から140位のワースト10ですね、そのうちの実は
７か国と言うのは実はアフリカの国々です。そこにモザンビークが入ってはいるんですが、とこ
ろがモザンビークの先ほど申し上げた投資率と言うのは50パーセント、2012年、2014年というの
は50パーセントを超えている、非常にですから、国際的な取引という意味でまだ門戸を開いてな
いという部分はあります。それから、もちろん国内の先ほど色々お話しありました、電力の問題
があるとか、インフラが無いとか、あるいは人的な資源が不十分だとかいろんな問題があるとい
うことで、このランキングは低くは出ておるんですが、実はかなりな規模の投資が行われていて、
日本企業のですね、これは日本の商社ですけれども、ブラジルの多国籍企業と組んで、投資を始
めているというところで、安倍首相もモザンビークに行かれまして、大規模な支援というのを発
表したというところでございます。というので、ここまでがマクロ的に見てどうなのかというの
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で、今まで申し上げましたように、アジアを凌ぐ経済成長率を達成している国々がアフリカにあ
るというところでございます。
それでは２章ですね。２章のアフリカに対する投資についてお話をしようと思います。まず
ちょっと経済的な基本的な事をお話ししますが、我々がアフリカとの経済投資関係というふう
に見る場合、ここにオーソドックスな項目を挙げてるんですね。まず一番目がforeign direct
investment。日本語で言いますと、これは「海外直接投資」というところです。具体的には、工
場建設、直接的に生産活動に関わるものというのが、FDIでございます。２－２はこれを証券
投資と言いますね。Portfolio investment。１番目は直接的に生産活動に関わる投資という事で、
２番目は、別の言い方で間接投資というふうに言います。すなわち、アフリカの会社が発行する
債券とか株式に対する投資というのがここに入るわけです。アフリカの場合はアフリカの政府が
発行する債券、これは国債ですけれども、それが中心になりますが、２－２と言うのはそういう
間接的な債券、株式に対する投資があると。それについても見なければいけないということで、
今日私の発表に入れているわけです。
２－１と２－２と言うのが民間投資ですね、今日のお話しで、２－３がODAというのは政府
開発援助です。政府開発援助について２－３で比較しました。今日の私の発表の冒頭で申し上げ
ましたように、前の世紀までは、実はアフリカはかなりODA、援助依存だったんですね、それ
でもなかなか上手くいかなかったというところです。それが21世紀になってODAから民間の投
資へと、すなわちFDIと証券投資へ、移行してきたというのは非常に重要なことであるかなとい
うふうに思います。というので、民間投資を中心にお話しをしようということです。最後は中国
の投資について付加的にお話しをします。
それではFDIですね、海外直接投資。これは世界銀行の最新の統計、これは昨年の12月に出て
おりますね、ここではちゃんと書いてありませんが、ちょっとまた地域別の比較を行いました。
発展途上国に対するFDIですね。これがアフリカに対して、この場合はサハラ以南アフリカで
すね、SSA。これが26.6 billionですね、ちょっともう、そのまま数字で読みあげます、U.Sドル。
それに対して、アジア、そして大洋州地域。これ中国を除きますけれども、それが60 billionとい
うことになります。世界の今やもっとも経済成長率が高いのはこの地域ですので、60 billionと言
うのはかなり高いんですけど、それと比較してもアフリカはかなりいいレベルにあるのではない
のかということはございます。ただし、ご参考までにですね、実は世界全体のこの直接投資、出
し手は当然先進工業国になってるんですけれども、それの実は半分は中国に行ってるんですね。
ですからこれは中国を除いています。いかに中国というのはすごい経済なのかなと。ですから、
世界の新興経済それから発展途上国経済に対して先進工業国から多くの投資が行くんですが、実
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はその半分は中国に行ってるんですね。それ以外の半分をここで上げてます東南アジアの国々と
かアフリカの国が分けているというところですが、アフリカのこのレベルはかなり高い水準であ
るという事が、まず地域的なところでわかる、地域的な分析としてわかります。
それでは国別に見ようと思います。この表ではですね、
主なアフリカの国を上に上げまして、
で、
モロッコはちょっと違うので、丁度間に入れまして、その後の３か国と言うのは躍進する東南ア
ジアの中でも経済的な発展段階が比較的下、すなわちアフリカの国々と近い国々をここに上げて
いるわけです。フィリピン、ベトナム、ミャンマーですね。これらの国々と比較しまして、ここ
ではまずFDIだけでお話しします行けれども、やはりアジアの国々と対比しても、かなりなレベ
ルの投資がですね、FDIがナイジェリア等を含めて行っているというところですね。それがまず
わかるという事でございます。
証券投資については国債を中心にお話しをしますので、ちょっともうこの表で証券投資のお話
しをさせていただきますと、証券投資という、一番右ですね、portfolio investmentというとこ
ろでも、ナイジェリア、それから南アフリカ等、かなり大規模な投資がですね、すでに起こって
いるよというところで、アフリカの場合にはFDIもそうですけれども、証券投資の投資先という
ことで、非常に有望な市場となっているというところであります。
証券投資については、もうすでにマクロ的に見て、有望な投資先になっているというお話をし
ました。今ここでお話ししていますのは、世界銀行が出しました先ほどの2015年の12月のレポー
トの数字を挙げてお話しをしているのですが、実はそのレポートで特に特筆すべきこととして、
ここで上げている報告がございます。ここで、sovereign bondというのはですね、これは国債で
すね。すなわちアフリカの国々が発券している債券の発行ブームというのが起こっているという
のがですね、この世界銀行のレポートで非常に特筆すべきこととして挙げてるわけです、で11か
国の国々が、2013年、2014年に渡って、大規模な起債を行っているわけですね。政府が再建を発
行して国際市場で資金を調達することができたと言うところでございます。ちょっと補足をしま
すと、なぜこれが特筆すべきことなのかといいますとですね、じつはここに挙がっているいる
国々の多くは80年代、90年代は非常に経済危機にありまして、特に重要なのはですね、対外債務
を返せない、借りてるお金を返せない、という債務危機の状況にあったんですね。債務危機とい
うのはもう国としてはほとんど破産状態であった国々だったんですね、そう言う国々が見事に立
ち直って今や自分で、例えばガーナ政府が国債を発行して、国際市場で欧米人とかヨーロッパ人
とかから資金を調達できるようになったという、これは非常に特筆すべきことです。ただし、そ
れが起こった最大の理由の一つはですね、G７、これは日本も含めてですが、G７の国々を含めて、
日本を含めてG７の国々が1999年、2005年にこういう債務の帳消しを行ったというところがある
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んですね。
それがあった故にこれらの国々の債務負担が軽くなって経済状況が非常に良くなって、
政府が発行する国債を投資家が有望な投資先として投資をするようになったというところでご
ざいます。最後２－３でODAとの比較ですけれども、ODAの水準というのが2013年の数字です
が、26.8 billionで、FDIそのものだけで先ほど言いました通り、26.6 billionですので、今やODA
ではなくて、かなり民間の投資がアフリカに来ているというところでございます。実際パリでこ
のOECD経済協力開発機構の専門家の方々、それからフランス援助庁の方々ともお話ししますと、
やはり彼らはODAの時代、アフリカはODAの時代ではなくて、民間協力、すなわち民間企業の
投資の時代に入ったという認識を持っているという事でございます。
それでは、あまりこれゆっくりやってますと時間ありませんので、２－４の中国の投資につい
てお話。実はAFPですね、という国際的な通信社から私がインタビューを受けまして、それは
TICADの関係でインタビューを受けて、ちょっとネットでも載ったんですけれども、以下のよ
うなインタビューのクォーツがあります、すなわちちょっと読みますと、
「Japan has a sense of
rivalry with china which has provided large sized assistance」と私は言ったということですね。
実は40分間に渡って、私はアフリカ全体についてお話をして、別に中国だけについてお話したわ
けではないんですけれども、この通信社とか欧米のメディアはやはり、日本と中国のいわゆるラ
イバル意識みたいなのを非常に取り上げてですね、書いたという、ちょっと心外なところはある
んですけれども。ということは、いかに中国の投資が非常に重要なのかというところになります。
それで、中国は先ほど申し上げましたように、FOCACという中国、アフリカ協力フォーラムと
いう枠組みを2000年から設けております。日本の場合は1993年からTICADですが、ここにあり
ますように、中国の主席がですね、昨年の12月に開かれた会議で60 billionを今後３年間に出すと。
それに対して今回ナイロビで８月末に安倍首相が新たに30 billionですか。前に約束していた32
billionと合わせて、60 billionだと。数字としてはなかなか対抗意識が出ているのかなというとこ
ろがございます。なぜアフリカがこれだけそういう枠組みを設けたのかと言いますと、この表で
見ますように、非常にアフリカと中国の貿易関係というのがかなり大きくなっていると。という
事で中国の企業もたくさん出ているということでございます。これは国際的なジャーナルに載っ
たドキュメントによりますと、2012年末までに1998年からですけれども、実に２千社の中国企業
が49か国に投資をしていると。実に大々的に投資をしているわけです。アフリカ全域で中国人は
100万人はいるだろうと、住んでいるだろうというふうに言われていますね。ただし、実はまだ
中国は新興経済で、アフリカの投資国としては、新興国でありまして、欧米の国々と比較すると
まだ投資のストックは低いと。むしろ南アの方がより大きいという状況ではあるという事でござ
います。
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２章はこれで終わりますが、今やアフリカの経済を非常に好感して、多くの海外からの投資が
行われているという事が言えるかと思います。それは中国、新興経済である中国からの投資も多
いという事でございます。
それでは最後３章で今後の展望ですけれども、まず今後の経済予測、2017年から2021年。先ほ
ど出た数字と同じくアジアが一番高いんですけれど、Sub-Sahara Africaが4.5パーセントという
ことでかなり高い。多くの主要国が５パーセントを超える経済成長率を達成するだろうというふ
うに言われています。ちょっと特筆すべきことというのは、もうちょっと長期的に見た場合に、
今日前のプレゼンテーターからもお話しがあったんですが、実は若年労働者の数というのは今後
アフリカが一番多いということで、先進工業国のみならず中国なども含めて、老齢化人口を抱え
た先進工業国および新興国からですね、多くの投資が今後南アにサハラ以南アフリカに行われる
だろうという予測が出ているわけです。というので、工業化と言う意味でエチオピアの特集があ
りましたけれども、例えば中国の企業が、もう中国国内でこういう私の着ていますジャケット等
作るのではなくてですね、自分の産業をエチオピアに移転してエチオピアで作っていくという事
がすでに始まっているというところでございます。
もう一つ特筆すべきことというのはですね、アフリカでも消費の拡大というのがありまして、
多国籍企業はかなりそれに着目をしているというところであります。モロッコはモロッコモール
というのがありますけれども、ナイジェリアでも南ア資本のスーパーマーケットに行きましたけ
れども、かなり大規模な消費ブームというのがすでに起こっていると言うところでございます。
日本企業も実は豊田通商がフランスのCFAOというフランス最大の商社を買収しまして、そこを
使ってフランスのCarrefourという、世界第二の流通業ですが、そこと一緒にアフリカ数か国で
スーパーマーケットを再展開していくという事が起こっているという事でございます。今後の予
想ですけれども、アフリカにおいてもミドルクラスがかなり多くなる。で、アフリカの消費者も
価格ではなくて、品質重視ということで、今後大きな消費ブームというのが起こるだろうという
事でございます。
この後はちょっと色んな資料を使いまして日本のどんな企業が出ているのかというのを国別に
まとめたものですが、伝統的なのは車輛関係の製造業ですが、特筆すべきは、ここですね。トヨ
タ自らがアカデミーを作ってトレーニングをすると。今日人材育成の話が出てますけれども、民
間主導で人材育成の動きと言うのがすでに起こっています。あとはケニア等ですね、それ以外の
色んな国を含めまして、伝統的なそういう車輛企業だけではなくて、先ほど話しがありましたよ
うに、ヌードルとかですね、ラーメン、そういう関係で食品産業でも日本の企業がかなり出て行っ
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てるというところがあります。というので、主な国だけ申し上げたんですけれども、消費ブーム
を見込んで日本の食品産業が新たに出て行っているというところでございます。
一番最後はまとめでございまして、アフリカは高度成長がかなり確実なものになっていると。
それを好観して外資の導入がかなり行われて、将来を見る場合にですね、日本の企業を含めてア
フリカの消費ブームというのを今後見込みながら投資が行われていくだろうというふうに報告さ
れているという事でございます。
丁度時間になりましたので私の報告は終えさせていただきます。ご清聴ありがとうございまし
た。
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1. Macro-economic Trends

PRIVATE SECTOR-LED ECONOMIC
DEVELOPMENT IN AFRICA

2. Foreign Investment in Africa

Koichi SAKAMOTO
Professor, Toyo University
Tokyo, November 11, 2016

3. New Development Stage
4. Concluding Remarks

1. Macro-economic Trends

1.1 Regional Trends

1.1 Regional Trends

World Economic Outlook (WEO), April 2016,
published by International Monetary Fund (IMF)

1.2 Major Countries

• Annual Economic growth rates in 2015-16
(estimate & projection, %)
World 3.2%
Asia & Pacific 6.5%
Sub-Saharan Africa (SSA) 3.2%

Composition of GDP (Gross Domestic
Product)
• Annual Economic growth rates in 2015-16
(estimate & projection, %)

• Investment/GDP in 2015-16 (%)
(estimate & projection, %)
About 40% in Ethiopia
About 30% in Mozambique & Tanzania

Nigeria & South Africa 1~2%
Ethiopia & Tanzania 7% (comparable to India)

• Note: ASEAN-5 29%
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WEO Update, July 2016

1.2 Major Countries

World Economic Outlook (WEO) Update, July
2016, published by International Monetary
Fund (IMF)

NIGERIA
The presenter visited the country in December,
2015.

• Economic growth rates in 2016 (projection, %)
World 3.1%
Asia & Pacific 6.4%
SSA 1.6% (-1.8% for Nigeria)

・ Its GDP has surpassed South Africa since 2011.
Its level was estimated to be twice that of
South Africa in 2016.

Nigeria: Recent Developments

Morocco

2011-2014 GDP growth rate was 5%.
2010
Road map of liberalization
2013
Plan for automobile industries
(30 MNCs decided to invest)
2014-2015 New investment by Japanese firms

The presenter visited the country in August, 2014.
・ Political stability achieved since “Arab Spring”
in early 2011.
2008 Preferential treaty with EU
2012 Renault-Nissan Group starts production

• EIU report in March 2016 praises Buhari
regime and projects his reelection in 2019.

Country Rankings

Country Rankings (continued)
• Seven of the bottom 10, namely 131-140 are African.

Global Competitiveness Ranking by World Economic
Forum (WEF) for 140 countries

• Mozambique
Though included in the last 10, its investment ratio was
50% in 2012-2014.

• RANKINGS in 2015-2016
South Africa 49th
Rwanda
58th
Morocco
72th

Japanese enterprises together with Brazilians invested
in a northern corridor. Prime Minister Abe pledged an
aid package of 670 million U.S. dollars in 2014.

Vietnam
56th
Myanmar 131th (Presenter visited in Feb., 2014)
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2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Foreign Investment in Africa

2.1 Foreign Direct Investment (FDI)

Foreign Direct Investment (FDI)
Portfolio Investment
Comparison with ODA
Chinese Investment

International Debt Statistics 2016, published by
the World Bank in December 2015
• FDI (net) to SSA in 2014: 26.6 billion U.S.
dollars
• FDI to East Asia & Pacific excluding China:
60 billion U.S. dollars

2.2 Portfolio Investment
Sub-Saharan Africa’s sovereign bond issuance boom
• 11 countries issued government bonds in 2013 & 2014.
In 2013, Gabon ($1.5 billion), Ghana ($1 billion), and
Mozambique ($0.9 billion).
In 2014, Kenya ($2 billion), Ethiopia, Ghana, and
Zambia – all three at $1 billion each.
Source: World Bank, International Debt Statistics 2016,
December 2015.

2.3 Comparison with ODA

2.4 Chinese Investment
• Presenter interviewed by AFP journalist about
Tokyo International Conference on African
Development (TICAD) held in Kenya in Aug. 2016
• AFP’s report: “Japan takes aid show to Africa in
China's shadow” about TICAD meeting.
→Politics Aug. 25, 2016 - 01:10PM JST ( 15 )
TOKYO(AFP)
http://www.japantoday.com/category/politics/view
/japan-takes-aid-show-to-africa-in-chinas-shadow

ODA (Official Development Assistance) to SSA
by DAC countries of OECD amounted to 26.8
billion U.S. dollars (net) in 2013.
As stated above, FDI in 2014 was 26.6 billion
U.S. dollars. Low income countries like Malawi
receive higher levels of FDI, too.
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Interview quotes

Economic cooperation by China

• “Japan has a sense of rivalry with China,
which has provided large-sized assistance,”
said Koichi Sakamoto, professor of regional
development studies at Toyo University.

・Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)
Ministerial conference held every three years
since 2000. The latest meeting was held in South
Africa in December 2015. The Chinese President
pledged an aid package of 60 billion U.S. dollars.

• “Since Japan can’t fight China in terms of
amounts of cash, it needs to stress quality,”
Sakamoto added.

Memo: Japan’s TICAD has been held since 1993. The latest
meeting held in Kenya resulted in Prime Minister Abe’s pledge
of 30 billion U.S. dollars in addition to 32 billion announced in
2013.

Investment by Chinese Enterprises

Table 2 Principal Trade Partners

Africa (including Exports
North Africa)
Imports

China
United
Japan
Mainland
States
Share in total (%), 2013-14(avr.)
13.5
7.2
3.1
15.3
5.8
2.2

Nigeria

Exports
Imports

2.0
23.3

7.4
10.5

3.9
1.2

South Africa

Exports
Imports

11.1
15.5

7.2
6.5

5.6
3.9

• About 2,000 companies invested in 49 countries
between 1998-2012.
• Stock of FDI as of the end of 2012 was 3% of total
stock. South African investment is larger than
that by Chinese.
Source: Chen, W., Dollar D., and Tang, H., “Why is China investing
in Africa? Evidence from the firm level,“ Brookings
Institution, August 2015.

Source： IMF, Direction of Trade Statistics 2015.

3.

New Development Stage

3.1 Economic Projection
World Economic Outlook (WEO), April 2016,
published by International Monetary Fund (IMF)

3.1 Economic Projection
3.2 Long-term Development
3.3 Investment by Japanese
Enterprises

• Economic growth rates in 2017-2021
(projection, %)
Asia & Pacific 6.3%
Sub-Saharan Africa (SSA) 4.5%
Many African countries achieve more than 5%.

― 130 ―

International Symposium 2016
"Development and Environment in Africa - Human Resource Development on Technology and Society -"

3.2 Long-term Development

Industrialization

Regional Economic Outlook: Africa, April 2015,
published by International Monetary Fund (IMF)

Ethiopia
• African Business Magazine published a special
survey on the country‘s industrialization in its
December 2015 issue.
• Ethiopian ambassador to Japan told the
presenter that there had been investment in
the garment sector in its economic zones by
companies from China, Turkey and India.

SSA’s share of the global labor force will grow
from 10% in 2010 to 37% by 2100.
Impact: Capital flow to SSA from other
regions with aging populations.

Increase in Consumption:
Current Situation

Increase in Consumption: Projection
• Over a half a billion Africans are projected to
become middle class by 2030.
• Young consumers surveyed in four countries
attach more importance to the quality of
products than price.

• Morocco: Morocco Mall which the presenter visited in
August 2014. Most French brands were available.
• Nigeria: Five South African supermarkets, Shoprite
• Eight countries: French Carrefour is reinvesting with
French CFAO, subsidiary of Toyota tsusho, Japanese
trading company. The first supermarket was opened in
Abidjan, Côte d’Ivoire, in December 2015.

Source: Deloitte, Deloitte Consumer Review Africa: An 21st Century View - , 2014.

3.3 Investment by Japanese
Enterprises 2012-2014
KENYA (2/3)
• Other Manufacturing
Nisshin-seifun: Sales & manufacture of
noodles
Ajinomoto: Sales

KENYA (1/3)
• Manufacturing of transport equipment
Toyota: manufacture of buses & trucks under
Hino brand
Honda: Sales of automobiles and manufacture
of motorcycles

・ Construction
Lixil: Sanitation project with JICA

Toyota opened a Toyota Academy for training
personnel in July 2014.
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3.3 Investment by Japanese
Enterprises 2012-2014(continued)
NIGERIA (1/3)
• Manufacturing of transport equipment
Yamaha motors: Manufacture & sales of
motorcycles with French CFAO, subsidiary of
Toyota tsusho, Japanese trading company

KENYA (3/3)
• Service
Hanshin-Hankyu Express (Osaka): Transport
service for land-locked countries
(Kobe) fast food chain: Japanese Teriyaki
restaurant opened in 2015.

Nissan: Manufacture
Honda: Sales

NIGERIA(2/3)
• Services
French CFAO, subsidiary of Toyota tsusho:
Retailing with Carrefour

NIGERIA(2/3)
• Other Manufacturing
Sanyo shokuhin: Manufacture of noodles with
Singaporean trading company

Dentsu: Media retailing

Ajinomoto with Toyo suisan

NEC

3.3 Investment by Japanese
Enterprises 2012-2014(continued)
South Africa(1/2)
• Manufacturing of transport equipment
Sumitomo Rubber Industries: M&A for
manufacture & sales of tires in 32 African
countries

South Africa (2/2)
• Construction
Lixil: Equity investment
・ Services
Dentsu: Equity investment

Nissan: Manufacture
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4. Concluding Remarks

REFERENCE

• In Africa, high growth rates are being achieved and
they will continue in the future. According to the latest
IMF projection in October, Kenya and Ethiopia will grow
at an annual growth rate of 6-7% between 2017-2021.

Chen, W., Dollar D., and Tang, H., “Why is China
investing in Africa? Evidence from the firm
level,“ Brookings Institution, August 2015.
Chen, W., Dollar D., and Tang, H., “Investment
Renaissance,” Finance and Development (IMF),
December 2015.
Deloitte, Deloitte Consumer Review - Africa: An
21st Century View - , 2014.

• The region is attracting foreign investment, both FDI
and portfolio investment.
• Africa has arrived at a new development stage where
consumption contributes to growth. Japanese
enterprises have begun to invest in various sectors.

REFERENCE (continued)
Economist Intelligence Unit (EIU), Country
Report, April 14, 2016.
IMF, “Chapter 2 How Can Sub-Saharan Africa
Harness the Demographic Dividend?,”
Regional Economic Outlook: Africa, April 2015.
IMF, World Economic Outlook, various issues.
John Wiley & Sons, Inc., Africa Research Bulletin,
various issues.
World Bank, International Debt Statistics 2016,
December 2015.
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質疑応答
Discussion
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司会：Question to Professor Odhiambo. If you can just stand there. I picked 5 questions
and I will just read in the language that was asked. The first question is, “What is the
relationship that university has with private sector, government and labor union?”
Odhiambo：Thank you very much. Jomo Kenyatta is a public university. That means the
government’s sponsor can veto the budget, so that it trans, so that relationship is controlled
by the government, national government, treasury, finances and that’s very important.
Industries, we do train students and most of them are the ones that work in the industries in
Kenya. So, and then, because we train students that work in the industries in Kenya, there
is a lot of collaborations with signed MU, memorandum of understanding, that describes
and prescribes the kind of work that our students do and those are what we expect from the
industries. So, when our students go there, we expect the people that work in the industry
starting to supervise and examine them. But at the same time, we do revise our curriculum
every 4, 5 years, and in this case, you have to involve the people in the industries, and see
how you can actually capture the latest technologies that they want our students to learn.
You can capture that in the curriculum. Finally, the private sector. How we get involved
with them? We do relate to them very well, like you have just said, you talked about the
Nisshin Food Product, in Japan, the noodles, we sometimes have a great collaboration with
noodle, I mean the Nisshin in Jomo Kenyatta. They have built industries for manufacturing
noodles with a Kenyan flavor, the Yamachama flavor. And our professors do research in
terms of the flavors that really appeal to the Kenyan people, to the African people. Our
students do participate in their internship in their attachment and many, many other things.
And this really work. The latest that we have done with the private sectors is assembling of
computers. For the first time in Africa and most of African universities in Jomo Kenyatta,
we have a computer assembly, where we are working with Microsoft and many, many other
people, and we are assembling computers for our primary schools in the whole country, just
Jomo Kenyatta doing that. And in the process our students participate, my students in
telecommunication information, engineering, my students in computer engineering. The
students in quite a number of…mechatronic engineering for example, they are the ones that
participate in trying to build, assembly. Of course, with the parts imported, and this is really
working. We do these, so that eventually we’ll be able to start moving to manufacturing,
because like the software and what relevant software that we can use in the devising the
curricula of the primary school. And we feel that our students will do that and many, many
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other things. Thank you very much.
司会：Thank you. We have 4 more questions for you. The second question is, “What
programs or barriers does JKUAT have for poor students who cannot afford their education?”
Odhiambo：Thank you very much. We… Kenya is a diverse country, just like in many
African countries, and we have what we call “affirmative action”. If you are coming from
a very disadvantaged community, disadvantaged regions like the Asol areas, we give
affirmative action. There is fee waiver and the students pay. If, like Jomo Kenyatta, most
of the courses we offer are STI, Science, Technology and Water, sometimes, you find the
girls are not be able to access, because, first of all, maybe the qualifications we have a little
difficulties. Physics, chemistry, sometime the girls do not like them, but they do better,
those who like them do better. Mathematics. They don’t like them, but those who like do
better, and we normally try to give affirmative action in terms of the entry requirements
and then if they are poor, the university sometimes waive money. But more importantly
the government has what we call “high education loan board” that all students can actually
access and if they have the qualifications, they can come to the university, and that money is
just enough to pay the fees. The others, they can survive. After all, you are poor. You don’t
need a luxury life but this loan that is endowed for you to pay for your fees and for you to be
able to barely survive. So, that is happening
司会：Thank you very much. Maybe, this next question also relates to what you have
probably answered. Let me switch to Japanese, because the question is in Japanese.
先生が、「アフリカには様々な宗教があり、中には女性が教育を受けるのが難しいところもある。
それをどう乗り越えていくかが重要だ」というようにおっしゃっておられたことに関して、内発
的発展の見地に立った時、慣習を大切にしながらも、これからの発展のための教育を行う上でど
のような人や機関が何をすることが重要なのかをお伺いしたいです。また、慣習を変えていくの
か、それとも慣習を受け入れ、それに対応していく方法なのか。全く別の方法があるのかをお伺
いしたいです。
Odhiambo：Thank you. Yes and no. Like their communities in Kenya especially towards
the northeastern part. If they are Muslim, they don’t feel offended where there’s some
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level, you are not expected to go to class and you know dress in a particular in way and all
the rest. And so you find even because they sometime they attend to, there was that do not
really emphasize and strengthen and support the national way of promoting STIs in those
regions. I think what we have been doing is basically to have role models. For example, now
university when you guys left in the year 2000, when JICA left, the proportion of the ladies
were actually less than 10 percent. Today, as I talk, I think I have about 27, 28 percent of
ladies. This is straight throughout the country. In our STI programs. What has happened
is the role models. Our vice chancellor is a lady, a professor of biochemistry, and there is a
lot work in biotechnology. That encourages the students and they come. Quite a number
of students go out. They go out in these communities. A few that we are admitted are
succeeding. They go out in this community and role models. The young ones who are still
under… they do not think that they can make it, so using a role model has been very, very
important. But more importantly, we have some of the pillars of our head who emphasizes
equity, equity, proper distributions. So, those people who are not be able to come, there
is a decisive, there is a deliberate attempt by the government, by the institution really to
promote this. And then the distribution, because the government has now…we are planning
a two tier national government system. So, there is a national government and then there
is a county government. So we have also tries to create institutions throughout the country
and Jomo Kenyatta is well spread throughout the country. So that, a student like a girl who
cannot come to Nairobi, can now just walk to the school, to the university, and still goes back
home. That is really helping. So, this is what we are trying to do.
司会：Thank you very much. Next question, again in Japanese. This one is shorter.
アフリカの大学では、なぜ文系に比べ理系ばかりが学ばれているのでしょうか？
Odhiambo：Thank you very much. When we started back in 1980s, the focus was basically
in agriculture and technology at the certificate level. Then, when we became a college in
1989, our focuse again was at the diploma and degree in agriculture and technology. As
we grew up, we realized that we actually require these engineers, these agricultural people
to be community-based. We actually require them to be able to run their own farm and all
the rest. So, we started an Institute of Human Resource Development, what we call IHRD.
To date, you saw the colleges that we have. One of them which has over 7,000 students,
actually College of Human Resource Development. We realize that our students have
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to be taught entrepreneurship. They have to be entrepreneurial, because there are also
no jobs. So, when you learn engineering, you should be able to go outside there and plan
how you can start your own business, how you can run your own innovations, how you can
run your own firm. And so, it is through this college that we do entrepreneurship, all our
students do entrepreneurship. But at the same time, they also need business keys. They
also need to learn communication. They also need to communicate with people. They need
to look global trend in socioeconomic development. Everything, all the rest. So, we have
community development. We have business studies, business administration, we have
sociology, you’re sure to be social. We are two of our professors from Africa, so you must
know what is happening in the world and you can understand and talk with the people you
get to meet. So, we are doing all this. We now do commerce, we are doing development
studies, we are doing governance, and, is it leadership training. We are doing procurement
and logistics. We are doing all these and all these are very useful. You must know how to
procure tools and for agricultural mechanizations. You must know how to do the balance
sheet when you are running your firm. So, we are doing all these things. I’m sorry. Even
the communication skills, all our students do English. They communicate. They must do
development studies. HIV is, for you young people, is a serious problem in Africa. You guys
are still lucky. For every 10 people that we see, the statistics are almost 4 to 5 percent HIV
positive. So, our students also have to be taught about responsive sexual behavior, and we
do all of these things. So, yes. We do even English, we do even communication, we do all of
these things for the sake of produce building capacity of science, technology and innovation.
And it’s very popular. Thank you.
司会：Thank you. The last question we picked for you is, “You mention that Africa is rich
in many minerals, but it’s still lagging behind in terms of economic growth and well-being
of its people. Do you think the problem lies in human resources development? Or, it can
be tracked back to “how the game a politics” is played in Africa as well as the unwanted
influence of the so called developed countries?
Odhiambo：Yes and no. For us to get into a manufacturing state, and for us to get into
responsibly using the resources that we have… and we have them. We have them, let
me tell you, we must train our people. Now, that has not been done very well, but Jomo
Kenyatta is doing this. That’s why we have courses like now, the marine engineering. We
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have courses, we are thinking about the courses of geophysics, courses like petroleum and
oil and gas studies and all the rest. That we ought to do, but I think as human beings,
global citizens, I think the world has also been unfair be it to Africa, in terms of resource
distributions. We just saw here, The World Bank is giving maybe 60 billion to – sorry my
friends - to Asian country and you saw my map? Did you see my map? My map of Africa has
Asia, has Europe, has America, but we only go to six point something billion. I think there
has been geopolitics, and I’m very happy that the last 10 years as we move on, I think that
politics is changing, and the guy who was presenting here about the economic chance and
water. I think the world has also realized that there is potential in Africa and I think the
term of events is going to be very good after 5 years, 10 years, 20 years. I think we’ll almost
be getting to the right time. So, I think the answer is yes and no. Thank you.
司会：Thank you very much. So, the next question is actually for both Professor Home
and Mr. Kato. This person asks, “It has been noted that Africa accounts for 33 percent
of agriculture, which is quite low. Africa do account for population bonus and there is a
shortage of food. The question is, is there a possibility to improve agricultural business
knowing the fact of water business or the influence of water business?” Here, he knows that
water business means the privatization, private sector involvement in the water provision.
Home：Thank you. I think I indicated that Africa has got a very big land, which ___
agriculture can be practiced. And the main missing element is the use of technology. All the
countries that have developed the use of technology have combined government and private
sector involvement. So, even in Africa, the government business is to provide policy where
the private sector can feel secure to come and invest in use of technology, expecting some
gain. So, to me, the private sector involvement in African agriculture is the key to develop
agriculture in Africa, but your policies have to show that support private sector really joins
the risks. Subsidies may work in African countries. I know there’s great opposition to
subsidies in African technology, but I think we need to break that barrier.
司会：Thank you very much. Any comment from Mr. Kato, please?
加藤：アフリカにおける農業というのは極めて重要で、今の生産性のままで、このままでアフリ
カの開発は極めて難しいと思います。この農業生産性の向上はアフリカの開発にとって必須だと
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思っており、大学の先生も主張されているところであります。どういうふうにするかというと、
多面的に色々なことを実施していく必要があるのですが、例えば今JICAが、農村レベルで協力
しているのは、農村に色々な作物を生産しますが、残念ながらその地のマーケットしか見ておら
ず、そこの地のマーケットにいかに何かを売るかというレベルで作物を生産していますが、例え
ばモバイルフォーンなんかを使って、その限られた地域ではなくて少し離れた地域で作物を売る
と。例えば10で売れて他ものが20で売られている、そういうような情報が入ることによって市場
に、そちらの市場に合うような作物を作ろうとか、そちら向けの市場に生産をしようとか色んな
工夫が生まれてきています。それによってそこの村は非常に農業収入も上がったし、農業生産性
も上がった。このような事例があります。大きく見ると、例えばアフリカの地は、非常に多くの
国がある。それはすなわち、なかなか内陸国からそこの周辺国に輸送をする、あるいは海外に輸
出をするといったものに非常に困難があるので、そういう農業の生産性だけではなくて、そこの
農業生産物を移送するルートもしっかり作って、より安全に、新鮮に売れるような体制を作る。
そういったものも実は非常に重要な農業生産物を作る上では、非常に重要な取り組みだなという
ふうに思っています。いずれにせよ、農業生産性の向上というのは、アフリカの開発にとって極
めてキーとなる重要な取り組みかなと思っております。
司会：はい。ありがとうございました。
最後に、東洋大学国際共生社会研究センターのセンター長、北脇先生から閉会のご挨拶をいた
します。それでは、北脇センター長、よろしくお願いいたします。

北脇：皆さん、今日は長い時間、本当にお疲れのことかと思いますが、最後に一言ご挨拶をさせ
ていただきたいと思います。
今日はアフリカのことを色々、私も勉強させていただきました。経済成長が非常に大きいとい
うこととか、農業技術の現状、この辺を勉強させていただきました。古い言葉ですけれども、
「地
球規模で考えて行動は足元から」という言葉がございます。「Think globally, act locally」とい
う言葉ですね。これを今日のお話しに当てはめますと、我々がアフリカのことを勉強して、そし
て我々がこれからアフリカのために何ができるだろうかということを考えさせられました。
ジョモ・ケニヤッタ農工大学も東洋大学も大学でございます。大学の使命は国を動かすという
ことではございません。大学の使命として3つのことが挙げられています。教育、研究、社会貢
献、でございます。教育面で我々が足元から何ができるかと考えますと、学生さんを教育といい
ますか、学生さんと一緒に考えて、アフリカのことを勉強する。そして、学生さんにもっとアフ
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リカを知ってもらってアフリカに行って勉強してもらう。また、アフリカの学生さん、今、約20
人、アベイニシアティブの学生がいらっしゃいますが、アフリカの学生を我々が日本で一緒に勉
強すると。これが教育かと思います。で、研究。これは今日、教育と研究のMOUをジョモ・ケ
ニヤッタ大学と結びました。これから一緒に研究プロジェクトを立ち上げたい。そして社会貢献
ですが、我々のセンター、国際共生社会研究センターは、行動するセンターというふうに考えて
います。色んな協力プロジェクトを立ち上げて、実際にその国で活動すると、これを考えており
ます。是非ジョモ・ケニヤッタの先生と一緒にproposalを書いて、そしてアフリカにおける研究
プロジェクトを実施したいというふうに思っております。教育、研究、そして社会貢献。この3
つの使命を足元から大学としてやっていきたいということを改めて考えさせられた今日のシンポ
ジウムでございました。
今日ご講演をいただきました皆さん、どうもありがとうございます。それから、参加者の皆さ
ん、どうもありがとうございます。皆、一緒になってアフリカと日本とが共存共栄できるように
頑張っていこうではありませんか。本日はどうもありがとうございました。
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シンポジウム開催の趣旨
Purpose

東洋大学国際共生社会研究センター（以下、センター）では、平成13年以来、アジアを中心に研究活
動を展開してきたが、平成27年度よりセンターの活動をアフリカにも拡大して、SGDsへの支援を行う
ことを目的としている。平成29年４月には、東洋大学は国際学部と観光学部を新設し、国際協力と観光
分野の研究・教育を一層強化してきた。昨今人材育成の分野ではABEイニシアティブやパシフィック
リーズのスキームが重要視されており、こうした動きと呼応して、国際開発学会と共催して国際シンポ
ジウムを実施する。国際シンポジウムでは南太平洋大学からアームストロング副学長を招聘し、大洋州
における問題とその解決方策、遠隔教育における人材育成について、フィジーをはじめとする大洋州の
国々や日本の事例紹介を踏まえながら具体的に議論する。
The Center for Sustainable Developmental Studies, Toyo University (the Center) that specializes in
development studies and receives official support from the Japanese Ministry of Education, Culture,
Sports, Science, and Technology, has been hosting an international symposium annually since 2002 to
discuss balanced and sustainable development.
The 2017 symposium, which is held on the 25th of November, 2017, emphasizes the theme of
“Cross-boundary Human Development for Sustainable Development Goals through International
Networking”. In the international symposium, experts from Fiji, and discuss on the development and
human resource development in the South Pacific.
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プログラム
Program

司会：荒巻俊也（東洋大学国際共生社会研究センター研究員、国際学部教授）
Moderator：Prof. Toshiya ARAMAKI, Researcher, CeSDeS, Toyo University
14：30

開場

14：45 「広域的な人材育成のための教育

－南太平洋大学の経験から－」

Education for Cross-boundary Human Development in Pacific Islands : The Experience of
the University of the South Pacific
デリック・アームストロング（南太平洋大学副学長）
Prof. Derrick Armstrong（Deputy vice chancellor, University of South Pacific）
15：30 「国際開発協力における人材育成のためのICTと教育 －JICAの経験より－」
JICA’s experiences of ICT for capacity development
内藤

智之（独立行政法人 国際協力機構

国際協力専門員（ICT）
）

Mr. Tomoyuki NAITO（Senior Advisor, Japan International Cooperation Agency）
16：00 「東洋大学の遠隔教育における人材育成と展望」
Toyo university’s experiences and future on remote education
北脇

秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）

Prof. Hidetoshi KITAWAKI（Vice president, Toyo University）
16：20

質疑応答

16：30

閉会

Discussion

＊役職は講演日時点
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広域的な人材育成のための教育
－ 南太平洋大学の経験から －
Education for Cross-boundary Human
Development in Pacific Islands
The Experience of the University of the South Pacific

デリック・アームストロング
南太平洋大学副学長
Prof. Derrick Armstrong
Deputy vice chancellor, University of South Pacific

ロンドン大学にて哲学学士、
ランカシャー大学にて博士
（教育学）
の学位を取得。
その後シェフィー
ルド大学の教授、
同大学のカリビアンプロジェクト長を務める。オーストラリアへ渡り、
シドニー
大学にて教鞭を執り、学部長、2008年から2013年まで副学長を務めた後2013年に名誉教授を授与
され、2015年から南太平洋大学にて現職に就く。
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Outline
• Introduction: Our Position Today vs. Our Plans

Education for Cross-boundary Human
Development in the Pacific Islands:
The Experience of the University of the
South Pacific

• Major Achievements in Learning & Teaching; Student Support;
Research & Internationalisation; ICT; Regional & Community
Engagement; Our People; and Governance, Management,
Leadership, and Continuous Improvement
• Issues & Challenges: Need for Bold Decisions
• A University for the Future

Professor Derrick Armstrong
Deputy Vice-Chancellor
Research, Innovation & International

Key Facts about the University

The University of the South Pacific

• Established in 1968 & one of two regional Universities in the world
• Multi-cultural community: 12 member countries, 14 campuses and
10 Centers
• Three major campuses: – main - Fiji, Vanuatu, Samoa
• The USP region spreads across 33mil. square km of ocean
• Governed by a Council: Language of Instruction: English
• Headed by the Vice-Chancellor and President
• Over 28,000 students from 48 nationalities and over 1,500 staff
SERVING a sea of islands: Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru,
Niue, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu and Vanuatu

Strategic Plan 2013-2018
• Goal: transformative change from good to excellent
• Eight priority areas overseen by respective members of
Senior Management
• Priority areas:
• Learning and Teaching
• Student Support
• Research and Internationalisation
• Information and Communication Technologies
• Regional and Community Engagement
• Our People
• Governance, Management, Leadership
• Continuous Improvement
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Student Growth

Priority Area 1

• Evidence of increased enrolment----as at 16 October 2017,
Total Headcount = 29,428 which is a 13% increase
compared to the same period last year on a like to like
basis.
• EFTS is 17,213 which is an increase of 18% when
compared to the same period last year on a like to like
basis.

Learning and Teaching

The Learning and Teaching Policy aims to:

• New $1.3m Tourism & Hospitality Centre.
• Develop a learning culture.

• MBA programme has been ranked 8th in Oceania
by Eduniversal.

• Reflects an understanding of the University’s Pacific
context amidst myriad challenges that include smallness,
isolation, environmental fragility, resource scarcity,
the need for equity, access and support for small
island states in an increasingly globalised world.

• Flexible Learning.
• Open Education Resources

• Address these needs by utilising USP’s strengths inherent
in its regional mandate to provide a high quality university
education to its peoples and Pacific communities.

Programme
Accreditation / Recognition

Learning & Teaching
16 Internationally Accredited Programmes
• Bachelor of Commerce – Accounting (CPA Australia, Australia);
• Certificate in Tourism and Hospitality (THE-ICE, Australia);
• Bachelor of Arts in Tourism Studies (THE-ICE, Australia);
• Bachelor of Arts in Tourism & Hospitality (THE-ICE, Australia);
• Certificate in Hotel Management (THE-ICE, Australia);
• Bachelor of Commerce in Hotel Management (THE-ICE, Australia);
• Postgraduate Diploma in Tourism Studies (THE-ICE, Australia);
• Masters of Arts in Tourism Studies (THE-ICE, Australia);
• PhD in Tourism (THE-ICE, Australia);
• Master of Business Administration (AMBA, United Kingdom);
• Bachelor of Net Centric Computing (ACS, Australia);
• Bachelor of Software Engineering (ACS, Australia);
• Bachelor of Engineering - Electrical and Electronics (IPENZ, New Zealand);
• Bachelor of Engineering - Mechanical (IPENZ, New Zealand);
• Bachelor of Education (Early Childhood Education & Care) (ACECQA,
Australia);
• Bachelor of Arts (Social Work) (ACWA, Australia)

International Programme Accreditation / Recognition

• 24 programmes internationally accredited and 8
recognised. Strategic Plan target exceeded.
• 4 Pacific TAFE programmes accredited by the Fiji
Higher Education Commission in June 2017.
• Pacific TAFE now has 14 FHEC accredited
programmes.
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Graduation Photographs

WASCUC Accreditation
• WASC
Senior
College
Commission (WSCUC)

and

University

• Seeking Accreditation Visit (SAV1)
– 11-13 April 2018
– Institutional Report.

H.E Major General (Ret'd) Jioji
Konusi Konrote, President of Fiji
confers a USP graduate with her
degree during the second Laucala
Graduation ceremony for this
year.

Chancellor and Prime Minister of
Cook Islands confers a certificate
to a graduate during the Marshall
Islands graduation ceremony.

Mr Winston Thompson, USP ProChancellor and Chair of Council
confers a certificate to a graduate at
SI Campus graduation ceremony.

Student Support

Student Support (cont.)

• OMDT introduced from Semester 1, 2017 as a
means of diagnosing students’ mathematics ability.

• Lecture Capture Initiative.
• Tablets for
Students.

New

Campus graduation

Priority Area 2

Graduation Pictures

Hon. Henry Puna, USP’s 23rd

Graduates at USP’s Laucala

Undergraduate

• Revised ELSA to be implemented from S1, 2018

Degree

• Crucial part of improving the English proficiency of
graduates

• USP Wins Pacific Innovation Challenge 2017.

― 11 ―

International Symposium 2017
"Cross – boundary Human Development for SDGs through International Networking"

The Disability Resource Centre
Graduates

• The Disability Resource Centre was established in 2013 as a
response to the University’s 2013 – 2018 strategic plan on
‘improving students services’.

Since 2013

• Around the same year the University’s Disability
Inclusiveness policy was put together to guide how the
University was going to support students with disabilities
throughout USP campuses around the region.



11 Males



6 Females

17 SWD have graduated





Priority Area 3

11 have found employment,
4 have continued to further their studies and
2 have returned to their country.

VISION
The Pre-eminent
Research & Innovation
University in the Pacific
Objective 1

Establish USP as the Research & Innovation
Hub for the Pacific Region

Objective 2

Establish USP as a Centre of Graduate
Education for the Pacific

Objective 3

Internationalise the Culture, Engagement and Impact of USP
as The Pacific Leader in Research and Education

The Research & Innovation Hub
for the Pacific Region
Where we are, and gaps?
• Strategic Research Themes;
Research centres and
institutes; Research-active
staff.
• Alignment with regional and
country needs must be
strengthened.
• A developing research
culture but significant
barriers remaining.
• Limited sources of external
income.

Establish USP as THE Center of
Graduate Education for the Pacific
Where we are, and gaps?

Where do we want to be?

• 2017: 372 PG research
students; 256 master’s
students, 116 PhD candidates.
• Low doctorate-to-bachelor
ratio, and doctorates-awardedto-academic-staff ratio.
• Significant delays in the
process of candidature
management at all levels.
• Considerable variability in the
quality of the student
experience.
• Overstretched supervisory
capacity.

• A research powerhouse of
the Pacific supporting
national development
through strong partnerships.
• Leadership in innovation,
creativity, industry
engagement and job
creation.
• An operating Pacific
Research Fund.
• 90% of staff research-active.
• Agreed benchmarks and
measures for evaluating
research quality.
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Where do we want to be?
• THE Graduate School of the
Pacific.
• Increase in number and
diversity of PG programs.
• Increase in number of
masters and PhD
candidates.
• Increase in postdoctoral
scholars.
• Completion rates =
international best-practice
benchmarks.
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Internationalise the Culture, Engagement
& Impact of USP as the Pacific Leader in
Research & Education
Where we are, and gaps?

Research Highlights
• Completion of Major IT Projects in Research

Where do we want to be?

– Postgraduate Research Portal
– Directory of Expertise
– Automation of the Quality of Research Analysis

• USP has a growing
• A international University
international profile, and
underpinned by the values of
attracts staff from across the
cultural competence.
world but has high levels of
• International student
staff turn-over.
enrollment = 10% of total
• International partnerships are
enrollment (positive impact on
often adhoc, lacking strategic
University’s financial position
focus (but note some
as well as international
significant exceptions).
reputation and the broader
student experience for all
• Growth in international student
students).
numbers is positive but below
existing targets despite strong • Internationally recognised for
feedback on the quality of the
the quality of the USP student
international student
experience.
experience.

• Combatting NCDs. My Kana - an research-based app was
launched in August 2017. Contains information on local
foods, nutritional values, and recommended daily intakes
based on an individual’s age and physical profile.
• 4 staff recognised as authors for the IPCC climate change
reports, a first for the University.

Research Highlights (cont.)

Internationalisation

• Research Performance

– In 2016, the total number of publications recorded by Scopus
is 200, and that recorded by Thomas Reuter’s Web of Science
(WoS) is 137.
– A/A* output has correspondingly increased, with 2016
showing the highest output ever in the history of USP at 78.

• International student recruitment
– 357 international students (214.42 EFTS) from
44 different countries in comparison to 2016 where
we had 356 students (196.16 EFTS)..

• USP Research Paper – Third Best in High Ranked
International Conference.
• USP Donates Braille Eye-Slates:

• JENESYS 2017 launched on 25 September. 181
students from Pacific Island Countries have
visiting Japan under the scheme.

• (1) 3 special schools in Fiji;
• (2) Vanuatu;
• (3) Solomon Islands.

Priority Area 4

Information & Communication
Technologies
•

ICT Enabled Learning: Bridging the tyrrany of
distance; enabling learning for the 21st Century

•

USPNet Upgrade Project
– NZD 5.68m has been approved by NZ and we are
working with JICA for the funding of the main hub at
Laucala Campus and possibility of building a second
hub at one the region campuses
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Priority Area 5

New Solomon Islands Campus:
Significant progress
• Groundbreaking ceremony on 24 August 2017 officiated by Mr
Takehiko Naka, ADB President and Hon. Manasseh Sogavare,
the Prime Minister of the Solomon Islands.
• Construction of Campus scheduled to start end November 2017
and completed in November 2019. Three major buildings are
expected to be completed by October 2018 to be launched in time
for the University’s 50th Anniversary celebrations.

Vanuatu

Cook Islands Campus
Vanuatu Campus
•

Cook Islands Campus has renovated an existing unused
space into postgraduate study space to meet the demand
for in-country postgraduate study.

•

PhD/Masters Cohort programme established with 20
commencing students in Education, Science and
Environmental studies

–
–
–
–

Strong focus on quality and outcomes;
Major increase in in-country provision;
Diversification in education at the campus;
Focus on what the country needs—engineering, health,
science, accounting and commerce
– University to assist Vanuatu to improve standards at
national institutions, and for the country to access other
opportunities to improve national participation in tertiary
education.

• Vanuatu Government has given has committed VUV 22
million in 2017 towards PacLII. Also significant support
from Papua New Guinea.

Other Regional Campuses

Regional Engagement
• Working towards achieving excellence in regional and
international engagement:
 Enhanced engagement in the region via CROP
mechanism;

Tuvalu Campus

• Government of Tuvalu officially provided confirmation for
additional land.

 Effective participation in and delivery of 11th EDF
Pacific Regional Indicative Programme (PRIP);
 Improved and continued linkages with donors,
development partners and external stakeholders of
USP; and

Learning Village in Nauru
• Building will be completed by end of 2017.
• Minister for Education will open the new campus before the
start of Semester 1, 2018.

 Partnership and relationships with various member
country governments and other stakeholders are at
an all-time high.
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The Oceans Conference

The Oceans Conference (cont.)

• USP together with other CROP supported the Pacific

Voluntary Commitments

delegation in the Conference and hosted a number of side

• High-profile Joint Chair in Oceans and Climate Change.
Incumbent will be a full-time member of academic staff at USP,
working in close collaboration with the University of Bergen (Norway).

events.
• USP’s engagement showcased examples of its leadership

• Open a new USP research and development centre based in the
Republic of the Marshall Islands RMI focused on sustainable shipping
solutions for the Pacific.

in innovation, research and capacity building in the region’s
marine sector.

• New staff appointments in natural resource economics and new
Masters studentships on coastal research based in RMI.

• Conference offered an opportunity to explore ways in which

• Research to establish scientific baseline data for on coastal
ecosystems and pollution in two areas of Fiji and RMI.

USP can contribute to research and capacity development
in sustainable and integrated ocean management as well as

• A new postgraduate course in physical oceanography within the
climate change curriculum and a MOOC on key topic related to
SDG14 in the Pacific.

further strengthen partnerships.

Priority Area 6

Our People
• Priority 1

• Become an Exemplar of Cultural
Competence

• Priority 2

• Develop and Implement an Organisational
Development Plan

• Priority 3

• Transform the University’s Human Resource
Information Systems

Priority Area 7

Governance, Management,
Leadership & Continuous Improvement
• The USP Convention.
• 50th Anniversary Celebrations.
• USP-ADB

Cooperation

Agreement

to

Knowledge Collaboration:
– Centre for Economic Policy and Modeling
– RE Proposal for Greening of USP Campus

― 15 ―

Strengthen

International Symposium 2017
"Cross – boundary Human Development for SDGs through International Networking"

Development Assistance

Issues & Challenges

• 2017 indicative aid budget as at 30 September

Ensuring Smooth Transition into the New Triennium,
New SP and New Australian and New Zealand
Partnerships

2017 stands at FJD 46,926,607.

• Develop a successor SP to follow on from the current SP

• As

per

2017

Annual

Plan,

the

that ends at the end of 2018 while also ensuring that we

targeted

run this simultaneously with the preparation of the new

Development Assistance for recurrent and project

UGC submission that is informed by the new SP

funding is FJD 46,687,000 for 2017 financial year.

objectives, and to ensure that we have a smooth follow

As at 30 September 2017, we have surpassed this

on with Australian and New Zealand partnerships with

target by 0.5%.

each being driven by the new SP.

VISION 2024

An Inclusive
THANK YOU

Excellence in uniquely Pacific learning
and innovation for the sustainable
development of Pacific Islands Peoples

Vinaka Vakalevu / Dhanyavaad
Malo ‘aupito / Tangkyu tumas /
Fa'afetai Fa'afetai tele /
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I’m from Fiji. Thank you. Fiji in the Pacific Ocean. “Ni sa bula vinaka” means good day.
Education has long been debated as the great equalizer. Ongoing issues of debate include
its purpose, function and contribution to society. Its culture, the economy, its contribution to
development as well as the role of the state and its connection to other stakeholders. In the 21st
century, emerging youth populations, climate change and environmental crisis, social, ethical, and
religious tensions, all raise issues about the capacity of formal and non-formal education to meet
the shifting needs and tensions of society and societies in transition.
In this talk today this afternoon, I want to explore a little about my own university. The
University of the South Pacific, and how the University of the South Pacific is facing up to the
challenges of education for cross boundary human development.
Arguably, many education systems in the developing world continue to perpetuate models
that are really best suited for the 19th and the 20th centuries not the 21st century. Prioritizing
quality and relevance in education requires a systems approach. This means that the entire
education system must be transformed to enable new innovative approaches to meet the
challenges of the 21st century. At the same time, wholesale change is disruptive, it challenges
current mindsets and it takes us out of our comfort zone. It presents also for countries in the
developing world, particularly, serious resource implications. This is the challenge we face at
the University of the South Pacific, and despite many achievements, we still face issues and
challenges. We need to make bold decisions about our future. We need to understand that in
making decisions about our future, we position ourselves as a university of the future.
Now, let me tell you some facts about the University of the South Pacific. I don’t know how
many people here have heard of the University of South Pacific or know where it is, but its
main headquarters is based in Fiji. But actually it comprises 12 different member countries of
the South Pacific region, ranging from the Marshall Islands in the North, right down to Fiji to
Vanuatu to the Solomon Islands over down in the south.
It’s a country – it’s a university that is one of the… in one sense, one of the largest universities
in the world. It covers a region of 33 million square kilometers of ocean.
Logistically, it is a very complex, interesting but complex university. It’s also complex because
it’s owned by 12 countries. The 12 countries are members of the governing council of the
university. Our students come from all over those different countries. In addition, we have 14
campuses spread across the countries in that 33 million square kilometers of ocean. It’s a very
large university in a very complex place.
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Our current strategic plan which really is coming to an end next year, but it set ourselves in the
plan the primary objective of transforming the university from a good university to an excellent
university. An excellent in every respect of its operations. We are of course a university of
and for the region of the South Pacific, but we also set our benchmarks as an international
university. And in doing so, we have identified these eight priority areas which really lead the
strategic direction of the university.
The first of those priority areas, and I want to talk about each one of those areas just a little.
But the first of those priority areas is concerned with Learning and Teaching. The university
is experiencing significant growth and demand for education. One of the sad facts about the
Pacific is that the access to higher education is one of the lowest in the world. There are very
few students or potential students in the region who actually go to university. A major mission
of the university is to increase the number of students who are gaining access to university
education and hence we are starting to bark upon a large scale growth of the university. Now,
we have something like 30,000 students in total and a full time equivalent students of about
20,000 students and those students are distributed across the whole of the 12 Pacific country
members of the university.
In terms of our learning and teaching policy, our aim is to focus upon developing a culture
for learning. We want to reflect the understanding we have of the Pacific context, and the
challenges that we face in the Pacific. We face particularly we… challenges, which many parts
of the world also face but in the Pacific region we face them very intensely indeed. Challenges
of environmental fragility, of resource security, the need for equity and access and that role in
supporting small island Pacific states in an increasingly globalized world.
In implementing our policy, we are constantly looking to innovating and bring change into an
enhancement to the way in which we do our teaching and learning and initiatives we have
in those areas. Building capacity, key areas such as tourism and hospitality are key in major
industry in the Pacific as a whole. And developing business skills for our own people in the
region to give us greater control over the development of business and employment in the
region.
The vast area covered by the university necessitates creativity in teaching and learning. For
example, through flexible learning and the use of open educational resources are very essential
to the way in which we think about or envisage the teaching, and learning experience. The
university was an early entrant into the field of distance education given the nature of our
region, and it’s still a university which sees itself very much at the forefront of new technologies
to support open and distance learning.
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Our ambition for excellence has driven a very successful strategy of acquiring international
accreditation and recognition of our courses and programs. It is critical and vital for us that we
are standing as an international university is recognized, and that the value of our qualifications
transfer to other places, and other regions, and other countries. Many of our students do in
fact leave the Pacific, and go and work in particular in New Zealand, in Australia, America and
elsewhere. So it’s important that our qualifications are transferrable.
Twenty-four of our programs are internationally accredited and ___ programs are recognized
internationally. We are striving to increase the number of accredited programs in the university.
I draw attention Pacific TAFE programs also accredited. Pacific TAFE is our vocational part of
the university. It is concerned with the vocational studies and trade studies. We just have a list
here – I won’t go further more, but a list of the programs in the university which are currently
internationally accredited.
We are also seeking institutional accreditation. In the North American System, universities are
accredited, and colleges are accredited at an institutional level and we have thought it is very
important. Again, in terms of international recognition to seek a similar form of institutional
accreditation and recognition. We have been accepted to apply for accreditation through the
WASC Senior College and University Commission in the United States. We got our accreditation
visit in April of next year, which we are all very excited and little nervous about.
Here we are, this is our graduation ceremony. I put this up. This is – the guy here is a
chancellor. We rotate our chancellor every year. We have a new chancellor because that’s the
symbolic head of the university not the chief executive officer, but symbolic head around the
presidents and prime ministers of each of our 12 countries. So they take on that mantle each
year to a different one. This is His Excellency Major General Retired Jioji Konusi Konrote, who
is the President at the moment, President of Fiji, and that’s more graduation pictures.
Our second area is student support. In the field of student support, it’s clear, and again in the
context of such a large and complex university. The importance of consistency in the experience
that students have. Consistency but also in depend by quality. The need to access different
resources across the many campuses of the university in an equitable way. For example,
initiatives around lecture capture are basically the ability for students whoever it be in Tuvalu,
or in Cook Islands, or in Kiribati to have access to the same lectures and learning interactions
that are taking place in Fiji, or the Solomon Islands or in Vanuatu.
Our student support also concerns the ways in which we diagnose challenges that students
might be having in learning and how they perform a basis for intervention. The OMDT is
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the online mathematics diagnostic test. We have introduced that for all students as a means
of identifying student’s levels of mathematical performance and to identify whether any
intervention needs to be made to address shortfalls in the current state of mathematical
understanding. Likewise, the English language test; the ELSA test has been implemented from
the first semester in the coming year, 2018. Again, concern with improving English proficiency
because the common language of the university is English, but of course across the Pacific there
are many, many languages. In fact, in some countries in Vanuatu for example, I think there’s
something like 200 languages in that one country alone. The language diversity of the region
is very great indeed but the language of instruction is English. And so, English proficiency is
particularly important.
Just another aspect of our focus around the student’s experience in supporting students is The
Disability Resource Centre and our support for students with disabilities and a strong focus by
the university to support access to higher educational experiences from all students including
students with disabilities.
We have had some positive outcomes in that respect since 2013, 17 students with disabilities
have graduated from the university. You can see many of those students have found
employment or continued in further studies at the university.
Our third priority area is the area of research and internationalization, which is really the area
that I am responsible for in the university as a deputy Vice-Chancellor for Research. Here, the
vision of the university is to be the pre-eminent research and innovation university of the Pacific.
We set ourselves in that, to that end three objectives. The first one to establish the university as
the research and innovation hub for the Pacific region. To bring together from across the region
the skills and expertise, knowledge to lead research and innovation for the Pacific region as a
whole.
Secondly, we are establishing graduates - the university has a center of graduate education for
the whole Pacific. A number of other universities exist, national universities exist who have been
in the Pacific region, but only the University of the South Pacific is concerned with graduate
education.
Thirdly, internationalizing the culture, and engagement and impact of the university as a Pacific
leader in research and education.
One of the really important things that we are striving to do is to strengthen the alignment
between the university’s research activities and the needs of the different member countries.
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The university is very focused upon how its work impacts upon the development agenda for the
region, and how we can work with government and non-government agencies, and development
partners to support the development and enhancement of opportunities within the region.
It’s certainly the case that our resources are limited. And it’s also the case that this is such
a vast region, it is a very costly region to do research in. But certainly our aim is to support
the development of the region through research and to constantly work to access and develop
additional funding and support for those activities. And we believe very strongly that research
underpins good policy, good practice and good science for development in the region.
One of the problems we are also addressing is the research activity of our own staff. And it’s
fair to say that the university originally was not a research university at all. It was very focused
upon teaching. But we are changing that quite dramatically. At the moment, 50% of our staff,
our academic staff are research active and we are aiming to increase that as we go forward over
the next five or six years to 90% of our academic staff.
We also want to create the university as a center for graduate education. We want to expand
our role in relation to graduate education. Currently, we have 372 post graduate research
students. Not a massive amount, but for the Pacific it is a high amount. And we want to expand
that number because graduate students are the ones who go into leadership roles within the
region as a whole. They lead policy developments. They lead initiatives in the region, and the
university has a key role in preparing our students for those positions. We also though need to
improve our working relation to graduate students. We need to improve the completion rates
and times of our students. And we need to recognize that with the vast region that we have, a
graduate experience in particular, can be very variable across the region. So, a big focus at the
moment is upon enhancing the quality of the graduate student experience across the region, and
improving our ways of monitoring progress of students, and preparing supervisors as well as
students with the skills needed to – for successful outcomes at this level of study.
Some other plans we have for the future in relation to international education, the university
is an international university with 12 different member countries, we are already international.
And of course, staff from the… at the university come from all over the world including Japan.
We have a number of staff from Japan who are working full time in the university. We want to
establish our graduate school in the university. We want to improve completion rates for our
graduate students. And we want to slowly increase the ratio of graduate students - postgraduate
students to undergraduate students in the university.
Our strategic focus on international partnerships, the region as a regional university, we work
with many, many different partners across the Pacific region and enhancing those relationships
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and those collaborations. I think it’s critical for the future development of the university. Let us
skip over this.
Just some other research highlights which we are involved in, we are enhancing the ways
in which we are – our publication rates are going up, our citation rates. You know, like any
university we are concerned with our outputs - our academic outputs, the quality of them,
measuring those, understanding those, understanding the contribution that we are making.
Internationalization, we have 357 international students. Quite a small number, really. But one of
the highlights I wanted to just mention was the JENESYS Programme, because the JENESYS
Programme is a collaboration with the Ministry of Foreign Affairs, Japan. The latest program we
have been going now since 2015 I think. The latest program is sending 181 students from Pacific
Island countries to visit Japan under the scheme. And these students come over for two weeks
at that time. They have a very intense experience, very thematically orientated. They have
homestay and they go back to the Pacific Islands enthused about their experience of being in
Japan. We have a very active Japan Alumni Society in the University of the South Pacific, which
now has something in the range, about 500 students who are members of that alumni society.
Priority area four is about information and communication technologies. As I said in a
university like ours which is spread over such a massive geographical distance, information
communication technology is critical to the quality of work that we are able to do and the ability
of students from across the region to access that courses and resources. We have been a leader
in the development of distance learning. We have the USPNet which is our own system for
communicating across our different campuses for many years now. It is an old system, and we
are now going through a process of renewal of that system with the support of the New Zealand
government and the support of JICA. And I am very pleased them to meeting with JICA while
I have been here as well. That’s very exciting project, we are involved in partnership with JICA.
Priority five is about community engagement, is about how the university works with the
different parts of the region, how it works to support them and form the development there,
and how it provides education across our different campuses in the region. The Solomon Islands
campus which is our new campus which is being built, we have the second largest number of
students in the university come from the Solomon Islands. We are building a new campus there
which will be completed in 2019. And it’s coinciding, almost coinciding with our 50th anniversary
celebrations as a University, not as old as Toyo University, but we are moving forward.
These are just some other campuses that we have, the Cook Islands Campus, where we have
been having developments of postgraduate study space. We have got a new postgraduate
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program which is taking place there. We have some 20 PhD students to be enrolled in the Cook
Islands as a cohort of students we are taking through and we are very excited about the work
going on there. We have a significant campus in Vanuatu. And our school of law is based in
Vanuatu.
We have many other regional campuses, for example in Tuvalu, very small campus, very small
country, just been given a new land to extend the existing campus. And given that Tuvalu
is a country threatened by a climate change of not existing in the future, landed it really at
a premium of the country. We feel very privileged to have been given additional land for our
campus and it shows the value the government of Tuvalu plays on education and their support,
continuing support for the University of the South Pacific. And then, the Learning Village in
Nauru, another small campus, the campus donated, built by the Government of Nauru, and
opened… will open actually, the new campus in 2018, early in 2018.
The regional engagement has such a major role to play in strengthening regional cooperation
between the countries of the Pacific. You know, regional organizations like the university,
being based across all those different countries in the region, plays a big role in facilitating
conversation and dialogue across the region between governments and non-governmental
organizations. It provides an opportunity to debate, to have… to be a place of intellectual debate
and development. In a way, which is in some ways non-threatening to the region. It allows ideas
to flourish about regionality and about development. It plays a big role in relation to that. One
of the areas where we have been very much involved in recently was Fiji, as you perhaps know
has just been the… has been leading the COP23 process in Bonn, hosting the COP23 in Bonn.
And before that, earlier this year in June, Fiji hosted the UN Oceans conference in New York.
We would like to have hosted them in Fiji, but probably we wouldn’t have enough rooms to put
all the delegates into hotel, so we held them in New York and in Bonn. But the University has
been very actively involved in supporting the Fiji Government in those major initiatives that
have been taken around climate change and its relationship to Oceans. As a result of that, we, as
a university have made a number of commitments to our own government, one of which was to
create a joint professor position for the University of Bergen in Oceans and Climate Change. We
also opened a new research and development center in collaboration with the Government of the
Marshall Islands on sustainable shipping. And with a number of other activities, we have been
involved in, in trying to build capacity in relation to understanding of issues to do with oceans
and ocean study.
The sixth priority which is about our people. It’s about human resources itself. And here, we
have identified a number of key priorities for the university as we go forward. Implementing
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our plans for the university generally require strong human resource support and management.
And in that respect, we have identified these three different priorities. Priorities around cultural
competence. Cultural competence is something which is really important in the Pacific with so
many different nationalities, language groups and different cultures. And the idea of building
a culture of engagements and cooperation with clear ideas around the ways in which respect
is shown to those different cultures and those different experiences, creating an open learning
environment where it say, where people can discuss and debate and learn collaboratively from
different cultures, understand and engage with the learning from different cultural experiences
is really very important indeed to the way in which we think about ourselves as a university.
We also of course are keen to develop the organizational systems or enhance the organizational
systems and transform the information systems so that we have best practice in relation to our
procedures or processes and our technical systems for human resource management.
And priority seven; it’s around governance, management and leadership. Governance as I have
said in the university is a complex affair with 12 countries, we have – the funding system for
our university is also fairly complex, in the sense that students pay fees, we have contributions
from the 12 member countries, and we also have major contributions from the governments of
Australia and New Zealand in particular. So approximately, a third of our income comes from
student contributions, a third from government contributions, and a third from development
partners. Working with all those different groups, the different countries and the different
development partners creates its own challenges, because obviously, governments and
development agencies have their own priorities. The university has its own priorities. We don’t
want to be led by the no’s in relation to what our own priorities are, but we do need to engage
or even have conversation about the types of priorities and aspirations and outcomes that the
university is providing. So there’s always an interesting balance and the discussion and debate
around those issues.
The issue around the partnership is also interesting in the sense that there is a certain
dependency on outside support, and so one of the challenges we have had is thinking about
how we diversify our income streams. Looking in one sense that our partnership with Australia
and New Zealand are long term partnership, we signed six-year partnerships with them. So,
we are guaranteed funding for six year period once that is signed. But nonetheless, there is a
tremendous or potentially a constraint on our operations. And if there was a change in policy
over time by any of those governments, we would be vulnerable as a university. So, there’s
effort going into making a university more sustainable for the longer term future, partly by
looking at alternative sources of revenue which are non-development partner income, and partly
by extending the number of development partners that we are working with to diversify those
sources of income.
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And then, just our vision for 2024; 2024 is the period starting from 2018 of our next strategic
plan. And we, our vision is to be, to have excellence in a uniquely Pacific learning and innovation
for the sustainable development of the Pacific Islands and peoples. Our focus is still going to be
very strongly on many of the things that I have talked about this afternoon. But particularly, the
need for accreditation of our courses and programs, an international standing, an international
benchmarking, understanding of ourselves as an excellent institution comparable with
institutions, universities across the world. Secondly, the importance of research for regional
development. We have a key role in using our research and our research outcomes to inform an
impact upon the development of policy and practice within the region.
We continue to be and will continue to be at the forefront of learning pedagogues and
particularly in the ICT area, because it is an area which not only is able to be used for learning,
But also an area in the future where new opportunities will open up for the Pacific in terms of
employment. And finally, the importance of promoting and engaging in regional collaboration
and partnership, one of the most important roles of the university. As a university that brings
people together from such a diverse region to work together, to collaborate together and to find
solutions to common problems. So, thank you and in Fijian, “Vinaka Vinaka vaka levu”.
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国際開発協力における
人材育成のためのICTと教育
－ JICAの経験より －
JICA’s experiences of ICT for capacity development

内藤 智之
独立行政法人国際協力機構

国際協力専門員

Mr. Tomoyuki NAITO
Senior Advisor, Japan International Cooperation Agency

1990年フジタ工業㈱入社。1999年国際協力事業団（JICA）入団後、2010年より外務省国際協力
局開発政策上級専門員、2011年世界銀行。2016年より現職。
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ICT and Education for HRD in
International Cooperation Context
through JICA’s Experience
November 25, 2017

Tomoyuki Naito
Senior Advisor
Japan International Cooperation Agency
Source: TotSmart Education (on YouTube Channel)
https://www.youtube.com/watch?v=9ELhxrbYISE

ICT and Development: Important Milestones

Leaning is limitless (4G in Laos)

1996 Knowledge Bank by WB - James Wolfensohn
1997 Grameenphone (Bangladesh)
1998 Google
2000 First ‘G8 IT Summit’ (Okinawa, Japan)
2003 The World Summit on the Information Society (WSIS)
2004 Facebook (USA)
2007 M-Pesa (Kenya)
2008 World’s Mobile-BB exceeds the Fixed-BB.
2011 Arab Spring (spread through SNS)
2013 Transform Africa Summit / Smart Africa Manifesto
2016 WDR ‘Digital Dividends’ / G8 IT Ministers in Japan
WEF - Internet for All












3
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World’s Population and Internet Subscribers Trends (2005-2014)

JICA’s Basic Approach on ICT-HRD
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a

5,000

4,000

ICT4D:
Introductory Stage
(2000-2007)

ICT4D:
Acceleration
Stage (2013 -)

ICT4D:
Takeoff Stage
(2007-2013)

3,000
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Who are the direct beneficiaries

a

b

c

d

aa/bb) Government Officials cc) HE Lecturers + Students dd) IT staff + cc)



How JICA do ICT-HRD

Technical Cooperation through both Japanese and international expert resources.

1,000

-

Why JICA do ICT-HRD

d Support ICT use Education
a) Support E-Gov. b)b Enhance ICT4D c)c Industry HRD d)

6,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Mobile-cellular subscriptions (million)

Active mobile-broadband subscriptions (million)

Individuals using the Internet (million)

World's population (million)

2011

2012

2013

2014*



Fixed (wired)-broadband subscriptions (million)

Where JICA do ICT-HRD

Japan, the recipient country, and the related third country(s).
Source: Naito (2015)
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JICA’s Major ICT and Education Technical Cooperation Projects
c

d

ICT4D:
Introductory Stage
(2000-2007)

National ICT
Development Authority
(Cambodia)
a
2008-2010

c

2000

India Institute of
Technology Hyderabad
(India) 2010-2015
b

2010

2005

c

d

University of South Pacific (1)
(Pacific Region) 2000-2006

The importance of knowledge sharing/exchange between the
professionals by using the power of ICT is also increasing.
 This important phenomena might urge us to reconsider the structure of
learning curriculums for the professionals.

c

d

National University of
Laos (Laos) 2008-2013

d

Tumba College of Technology
(Rwanda) 2007-2017
USP (2)
2008-2012
b

d

Who really are obtaining benefit from ICT’s advancement for HRD?
 NOT only Professional Workers (Officials/Lecturers/ITs), BUT ALSO All
the People receiving services (Direct/Indirect learners).
 ICT enables Personalized Learners much more stronger than before.

2015
b

c

c

c

Points to be discussed:
ICT4D:
Acceleration
Stage (2013 -)

Hanoi Institute of Technology
d (Vietnam) 2006-2012

University of Philippines
(Philippines) 2004-2008

d

ICT4D:
Takeoff Stage
(2007-2013)

University of Computer Studies,
Yangon (Myanmar) 2006-2011

d

d

In this context,
What is the important aspect for HRD during
the ICT4D Acceleration Stage?

USP (3)
2017 -

Surabaya Institute of Technology (Indonesia)
(1) 1987-1992/ (2) 1999-2010

8

7

Policy framework for adapting 2006 WHO Report
pipeline for generating and recruiting
the health workforce
Transformative scale up of health
professional education (2011)

A Case:
Health Professionals HRD
and ICT for its Education Reform
Working together
for health (2006)

Health Workforce 2030
(2015)

eLearning for undergraduate health
professional education (2015)
9

Main issues to tackle:

Source: WHO
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Healthcare is labour-intensive: digitization of health
professionals and associated tech education are key early steps

Health professionals require
appropriate and effective learning methodologies
during the workforce stage

11

― 30 ―

Source: GSMA
“Scaling digital health in developing markets” (2017)
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Homework from MDGs requires huge additional
investments….

Did IT investments contribute well?
- The impacts of technology on educational outcomes

SDG 3: Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages
•

3.c Substantially increase health financing and the
recruitment, development, training and retention of the health
workforce in developing countries, especially in least
developed countries and small island developing States.

•

Computer per pupils in American schools
increased from 1 in 125 (1984) to 5 in 9 (2012),
but “Little or No positive effect on outcomes”
such as test scores. –
George Bulman and Robert Fairlie (2016)

•
Source: WHO

“No link between what countries spend on IT
in schools and their 15 year-olds’ abilities in
maths, science and reading” – OECD (2015)
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From ‘Factory Model Learning’ to
‘Personalized Learning (PL) by EdTech’



14

A game changer: Personalized Learning (PL) by EdTech Learning Anytime, Anywhere, at Own pace

Options for personalization have increased as
personal computing devices have become
increasingly affordable and available even in
developing countries and developers created
software to support individual student learning.
15
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Blended approach of online (PL) and inperson (F2F) learning may be cost effective

Is PL really a magic solution for Health
professional education?
NOT every people can learn at most effective
level only by herself/himself .
 Professionals require someone who can check
hers/his level of achievement objectively.
 People sometimes need some neighbors who
can be competed with.
 The health work is fundamentally a humantouch based job, thus a human-touch
communication and understanding are always
crucial.
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“Though online learning courses have exploded in popularity
over the last decade, there continues to be limited rigorous
research to help us understand their effectiveness.
From our review, we have found that, relative to courses with
some degree of face-to-face teaching, students taking onlineonly courses may experience negative learning outcomes.
On the other hand, the effects of blended learning are
generally on-par with those of fully in-person courses.
This suggests that the appropriate combination of
online and in-person learning may be cost
effective.”
Source: “Education Technology: An Evidence-Based Review”,
Maya Escueta, Vincent Quan, Andre Joshua Nickow, Philip Oreopoulos
NBER Working Paper No. 23744 (2017)
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PL + F2F = Blended Approach:
The flipped classroom

Necessary things to actualize
the flipped classroom









Source: Khan Academy
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Is there sufficient connectivity in
developing countries?


Infrastructure (Classroom, Digital device for
learning, Internet connectivity)
Course designer (Instructional designer)
Course lecturer
Digitized course materials
Goal/Milestones setting
Incentives
Motivation
Encouragement

Global multi-stakeholders coordination
platforms for “Internet for All”
G7 ICT Ministers Meeting

While the internet, mobile phones and
other digital technologies are
spreading rapidly throughout the
developing world, the anticipated
digital dividends of higher growth,
more jobs, and better public services
have fallen short of expectations, and
60 percent of the world’s population
remains excluded from the everexpanding digital economy.
US Global Connect Initiative

– World Development Report 2016 “Digital Dividends”,
The World Bank

WEF Internet for All
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A possible solution - OneWeb:
Mission to build a new global knowledge
infrastructure accessible to everyone.

Right things to do for
making the best of EdTech






Source: OneWeb http://oneweb.net

22

23

― 32 ―

PL must follow the evidence on how students learn.
A less consequential falsehood:
Technology means students do not need to learn facts
or learn from a teacher.
Make sure that EdTech narrows inequalities in
education.
The potential for Edtech will be realized only if
teachers embrace it.
Source: The Economist,
July 22-28, 2017, pages 9
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Implication and Recommendations







Learning by Gaming

First Educators should believe in the effectiveness of
personalized learning by EdTech.
BUT, DO NOT rely only on EdTech or PL which is
NOT a magic solution.
Second Consider and design the effective blended
approach (flipped classroom).
Third Consider provision of subsidies/allowance to
students/professional workers to compensate
personalized learning investment.
The subsidies/allowance might be a conditioned
benefits.

SHEP (Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion) Approach
Source: JICA official YouTube Channel “ICT and Development”
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Leaning is limitless (4G in Laos)

ICT and Development
JICA ICT and Development

https://www.youtube.com/jicaictanddevelopment

PL and F2F
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ご紹介に預かりましたJICAの内藤でございます。まずは今回、このような大変貴重なシンポジ
ウムにお招きいただいた東洋大学の皆様に対して、心から感謝申し上げたいと思います。130周年、
おめでとうございます。それから、今日は私個人というよりは、JICAを代表しての一つの任務と
して来ていますので、私を推薦してくださったJICAの同僚に、まずは感謝を申し上げたいと思い
ます。
今日、トピックとして、人材育成のために、教育に資するICTをどう考えるのかと、国際開発学
会の中でのシンポジウムですので、よりプラクティカルな部分も踏まえて、私のほうから、短い時
間ですがプレゼンテーションさせていただければと思います。
まずは、２分ぐらいなんですけれど、このビデオを見ていただけたらと思います。
［ビデオ

省略］

さっきしゃべっていた人が誰かご説明する必要もないと思うんですが、マーク・ザッカーバーグ
ですね。Facebookの創業者であり、今もCEOをやっています。この２分間のビデオ、私はすごく
好きで、結構意味深いなぁと思って何回かたまに見返すことがあります。なぜ、先ほどのビデオを
最初にご紹介したかですが、今日のプレゼンテーションをこれから見ていただけると、最後のほう
で分かっていただけるんじゃないかと思います。ちなみにこの写真は、ラオスに３週間ぐらい前に
仕事で行ったときに、たまたま見つけて私が撮った写真なんですが、この写真、自分で撮ってお
いて言うのもあれなんですが、非常にいい写真だと思って。何がいいかというと、写真がいいと
いうよりも、メッセージ性が非常にある写真だなと思いまして。私のやっている仕事が「ICTと開
発」というテーマでやってるんですけども、子供が左側でスマートフォンを持ってて、これはラオ
スの水田地帯だと思うのですが、右のほうでは、普通に稲作作業をされる方がいて。“Learning is
limitless ４G”

って書いてあるんですけど、４Gは第４世代の携帯電話の規格ですね。私、この写

真を見た瞬間に、非常に意味深いな、学ぶところがあるなと。これも、今日のプレゼンテーション
のポイントの１つだと思っていただければと思います。
各論に入る前に、バックグラウンドとして、総論をちょっとご紹介したいと思います。ICTと開発、
もしくは今日のテーマであるICTと教育に関して、たとえばマイルストーンは今までなにがあった
のか。それから、今の世界の状況はどうなのか。それから、私どもJICAは、開発途上国に対して
技術協力や資金協力をやっておりますが、どういう仕事をやっている立場なのかというのを、簡単
におさらいしたいと思います。
ICTと開発に関して、私が理解している非常に重要なマイルストーンがいくつかあります。特に、
96年に、ワールドバンクの当時の総裁だったジェームズ・オルフェンソンがナレッジバンクという
のを言い始めました。これは、国際開発学会のみなさんはよくご存知かと思います。それから、98
年に、これは民間の企業ですが、Googleができて、たとえば2004年にはFacebookができて、2007
年にはアフリカで有名なM-PESAという、今でこそ日本でも、AppleのiPhoneでできますけど、非
接触型の技術を使ってますが、M-PESAはSMSの技術を使って、非常にシンプルな形で送金ができ
るフィンテックが2007年に始まって…と、色々なマイルストーンがありますが、2016年にワールド
バンクがWorld Web Development Report「世界開発報告書」というのを作って、過去20年の間に、
さまざまなことが起きてるなと。一つ一つを見ていくと、すごく進化が早いというのはお分かりに
なっていただけるんじゃないかと思います。このグラフは私が作ったんですが、何を申し上げたい
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かというと、これは世界人口のグラフです。大体70億人ですね。緩やかに伸びてきています。青い
一点鎖線は、携帯電話の、全人口に対するユーザーの数なんですね。１人で２契約、３契約持って
たりする人も世界にはいるので、契約数だと思ってください。必ず全人口が持ってるという話では
ないですけど、ただ、ここで何が言いたいかというと、全人口の赤い線に、青い一点鎖線が近づい
てきている、ほぼ同じになってきている。それから、もう１つ興味深いのは、この黄色の点線で
すね。これが何を示しているかというと、携帯電話経由のインターネットアクセスの数なんです
ね。これは非常に右肩上がりで、いろいろな統計の中で、一番シャープに右肩上がりになっている
のが分かると思います。ちなみに緑は何かというと、個人のインターネットのユーザー数、それか
らこれは何かというと、固定電話の回線数ですね。固定電話の回線数はほとんど横ばいです。これ
は2005年から過去10年～ 12年ぐらいのスパンでとっていますが、どうも2007年ぐらいに、たとえ
ばここですね、マイルストーンが１つある。固定電話の回線数を、携帯電話経由のインターネット
接続数が上回ってきている。これが2007年ぐらいに起きています。それからもう１つ、2013年ぐら
いに、全人口に対する携帯電話の保有数、契約数というのがほぼ近づいてきたと。で、ざっと言う
と、2000年から2007年ぐらいを「ICT for development」
、ICTの開発に対する効用のintroductory
stageと言ってますけど、まずは導入時期。2007年以降～ 2013年以降までを take off(離陸している
ステージ)なんじゃないかなと。2013年以降、これはまだ続いているというように私は定義してい
ますけど、ここからは「加速しているステージ」なんじゃないかなと。私どもJICAで、どのよう
なベーシック・アプローチをとってるかというと、特にICTと人材育成に関してですが、なぜやっ
ているのか？

誰に対してやっているのか？

どのように、どこでやっているのか？

さっと申し

上げますと、なぜやってるのか、これは１つ、電子政府化というのが世界的に当然のごとく必要に
なって、どの国にも多かれ少なかれ電子政府化が必要になっていると。それからICTと開発、色々
な面でございますけれど、これをどう加速させていくか。それから、産業人材としてのhuman
resource development(人材育成)が必要になっている。それから、教育のためにどうICTを使って
いくか、それをどう我々は支援していくか。誰が便益を得ているのか。私どもの直接的なカウンター
パートは、公的な人材が主でございますけれども、政府の役職員、高等教育における講師の方、学
生さん、技術者としてITを担う方々。
どのように。これはご承知のとおり、技術協力と資金協力を私どもはやっておりますが、たとえ
ば日本で研修を受けていただく。途上国から来ていただいてですね。それから、国際的な専門家の
リソースによって技術協力をやっていくというのが、大きな人材育成の側面としてやっている部分
です。それからどこでやってるのか。これは日本です。それから、もちろん開発途上国で。それか
ら、関連する第三国で。
これも時系列に、私どもの、ICTと、特に教育に関する活動ですね。技術協力と資金協力のうち、
資金協力のうちでも、主に無償資金協力と呼ばれるグラントが主ですが、いくつかプロットしてい
て。さっきの2007年までの導入時期、それから2007年～ 2013年までの離陸時期、それから2013年
以降の加速している時期、この時期と我々のやっている仕事を、ちょっと関係性をプロットして考
えてみたんですけれども、やっぱり2007年以前は、たとえばインドネシアのスラバヤで、高等教育
の支援というのが長い間されていましたけれど、こういった高等教育のいわゆる ｢教育の側面」か
ら入って、今日はアームストロング副学長と奥様もいらっしゃってますけど、University of South
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Pacific、南太平洋大学、ここも先ほどご紹介があったような遠隔教育の側面から入って。ただ、だ
んだんGoogleができたり、それからFacebookができたり、世の中の色々なインターネットに関す
るアプローチが、さっきのグラフでもそうですが携帯電話の普及も含めて変わってきている中で、
我々も色々な活動を求められてきたのは、この丁度真ん中の時期になります。で、今の第３時期。
ここは、書ききれないほど細かいものから大きいものまで、活動が出てきてるんですけれども、段
階によってこのような変遷が起きているというのを紹介したいと思います。
２つほど、大きなディスカッションがあると思っています。誰が、非常に急速なICTの技術革新
によって得られる便益を、特に人材育成に関して得ているのか。それからSNSの発達によって、知
識をシェアしたり交換したりするということが日常的にできるということが、年代を問わず、国を
問わず起こっています。それは、専門的な人材の間だけなのか、それがICTの力によってどのよう
に増えているのか、ここも議論の大きなポイントだと思います。このコンテキストから、先ほども
第１段階・第２段階・第３段階と申し上げましたが、2013年以降の今の段階で、ICTと開発の加速
期って何が重要なのかというのを、プレゼンテーションでご紹介したいと思います。
１つ、ケースをとってご紹介したいと思います。特に、保健の人材の教育に関して、たまたま私、
２週間ほど前に、タイの保健の専門教育人材でICTがどう使われているのか、どう使われるべきな
のかというような会議に出てたんですが、そこでも非常に私自身も勉強になりますし、私自身感銘
を受けた、チュラーロンコーン大学さんが中心でやられていた議論なんですが、それを紹介したい
と思います。
保健の分野なので、WHOの取り組みが当然ベースというか、１つの基本文章としてあります。
WHOは一応、2006年に“Working together for health”という、大きなレポートを出しています。
保健の分野の方はよくご存知だと思います。過去10年ないし11年間、この Working together for
health というフラッグシップ・レポートに基づいて、どういう保健専門人材育成をやっていくの
か、どうやってそれを教育のカリキュラムに落としていくのかという議論が続いているというふう
に認識しています。その中でICTをどう使うのか、たとえば2015年にはe-Learningのガイドライン
が出ています。それから、一昨年には、Health Workforce 2030というフラッグシップ・レポート
があって、この中でも、2006年レポートの連続性として、ICTをどう効率的に活用していって、そ
れを教育者はどう理解して、transform という言葉を使ってますが、どう変革していくのかという
のも、非常に大きく、2030年に向けて指摘されています。細かくはなかなか申し上げられないかも
しれませんが、workforce stage、特に2006年のレポートの中で、保健を例にとってみると、entry
stage、workforce stage、exit stage の中でどこが一番重要なのかという指摘がされています。保
健の専門人材というと、お医者さんもいらっしゃれば看護師もいらっしゃれば、
大学の先生もいらっ
しゃれば介護師もいらっしゃる、いろんな分野の方がいらっしゃいますが、いわゆる実務について
るステージでの教育というのがいかに重要であり、なおかつ時間的にももちろん難しいか、それか
ら、どう工夫したらいいかいうのが、2006年から大きな議論になっていると認識しています。
これはGSMAという、GSMという第３世代携帯電話の規格がありますけれど、それの財団があ
りますけれど、それが出してるレポートの中で、ここでもヘルスケアの人材、ヘルスケアというの
はそもそもレイバー・インテンシブだと。非常に労働集約的で、その中で保健専門人材が能力を伸
ばしていくために、もしくは知識を伸ばしていくために何が重要なのかという分析もされているの
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ですが、興味深いのは赤く囲っているところですけれど、補助金を若干出してでも、スマートフォ
ンをどうやって使うのかということを議論してもいいんじゃないかというような、重要な議論をし
ていたりします。SDG、これは言わずもがなでございますが、SDGのヘルスに関して言うと、大き
なゴールが設定されていますけれど、３兆9000万ドルが、保健の分野に関して言うと、SDGではア
ディショナル・インベストメントとして必要だというように、国連でも指摘をしていると。
じゃあ保健の分野にフォーカスした場合に、もしくは一般論として、投資をどこにしていくのか
と。よく、ICTと教育、もしくはICTと保健、もしくはICTと開発と一般的にいった場合に、イン
フラがまず必要だと。これは当然なんですけれど。ただ、ICTとITの違いについては、コミュニケー
ションのCが入るかどうかですけれど、情報通信のインフラとしてITに投資をした場合に、それが
過去にどう評価されていたか、興味深い一例があるのでご紹介したいと思います。これは、2016年
にジョージ・プルーマンさんという方とロバート・フェアリーさんという方の論文の中に出てく
るんですが、1984年に125人に１台だったコンピューター、これはアメリカの学校ですけれど、そ
れが2012年には９人のうち５台になったと。ただし、“Little or no positive effect on outcomes”と
かですね。こんなような意見もあると。もしくは、こんなような分析もあると。それから、2015
年のOECDのレポートにも、“No link between what countries spend on IT in schools and their
fifteen-year old's abilities in math, science and reading”というようなことがあったりして。これが
すべてをあらわしているわけではないですが、こういった議論もあると。ITに対する投資という
ものの評価というのは、正直、一般化できるほど研究しつくされてはいないと。特に開発の分野では。
ただ一方で、ITによって色々なことが進んでいるのは、もう周知の事実であり、こういった教
室型の factory-model learning と言ってますけど、集団的に同じことを学んで、その中で学生が
育っていくと。自発性に期待しつつ、ただ、かなり標準的なものを均等に与えていくというものか
ら、これが personalized learning、education と technology を組み合わせてエドテックと言って
いますけれど、エドテックによるパーソナライズド・ラーニング、いわゆるスマートフォンで個人
学習したり、個人で学習することの手軽さというのが、インターネットと、特にスマートフォンに
よっていろいろできるようになってきたというのは間違いない事実であり、先ほどのアームストロ
ング先生のUSPのご紹介でもありましたけれど、たとえばムークですとか、オープン・ラーニング
を、テクノロジーを使ってどうやってやっていくのかっていうのは、現状としてはどんどん進んで
いるのは間違いない話です。こうやって、アフリカでさえ、それから、どこの国でさえ、色々な機
関、色々な大学が、色々なアプローチでオンライン・ラーニングをやっている。
ただし個人学習というのは、これは議論としてタイでもあったんですけど、保健専門人材に対し
ての教育に、本当にこれはマジック・ソリューションなのか？

すべての人が、機械を使った学習

だけで本当にできるとは限らない。人によって、機械を使いこなせる・使いこなせないというとこ
ろから始まって、なおかつ、モチベーションの話もある。それから、誰かチェックする人というの
が、勉強してる、もしくは学習してる間には必要だろうと。これは、機械がチェックするのか、そ
れともその場で誰か隣にいる人にチェックしてもらうのか、色々あると思います。たまに、隣にい
る人と競り合うことで、場を共有することで出てくるメリットというのも、特に保健の専門人材教
育には必要なんじゃないのかと。そもそも保健に関して、ヒューマン・タッチな仕事だろう、ヒュー
マン・タッチな仕事というのはヒューマン・タッチのコミュニケーションと理解というのが常に重
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要とされている。
じゃあ、パーソナライズラーニング、先ほどのスマートフォンで個人で学習するようなものっ
てだめなのかというと、それは違うだろうというのも我々の議論にはありまして、face-to-face と
personalized learning をブレンドしたアプローチっていう、これも以前から言われている言葉では
ありますが、今年出ているワーキング・ペーパーの中で、１つ興味深いと思ったのが、“Effects of
blended learning are generally on par with those of fully in person courses”という分析があるん
ですよね。一方で、“Students taking online courses may experience negative learning outcomes”、
これは、ようは機械だけで学習している人はもしかしたら通常学習の人たちよりもスコアが悪くな
るかもしれない。ただ、ブレンドすることによって、face-to-face だけの学習、いわゆる伝統的な
スタイルと、on par 、同じレベルで効果が出ていると。このところをペーパーでは非常に興味深
く言っています。
で、“flipped classroom” とか言いますけど、オンラインコースのムークで有名なカン・アカデミー
も、flipped classroom を非常に推奨しています。face-to-face の集団型の学習と自宅での学習、こ
れを flip させていくことによって、より学習効果が生まれるんじゃないかと。カン・アカデミー
もこれを推奨しています。
じゃあ、flipped classroom を実現するには何が必要なのか。色々あると思います。当然インフ
ラストラクチャーが必要だと。それから、コースをどうデザインしていくのか、instruction design
をできる人っていうのは非常に重要ですね。当然、講師も必要。マテリアル、デジタル化されたマ
テリアルをどう作るのかも非常に大きな鍵になりますけれど。それから、goal setting、milestone
setting。で、この最後の３つですね、インセンティブをどうつけるのか、モチベーションをどう
高めていくのか、それから、やはり講師のほうで重要なのは、encouragement をどうやっていく
のか。単に、学生に教材だけ渡して、ICTを使えば万能だろうと、パーソナライズド・ラーニング
でなんでもできるだろうと、これは大きな間違いですね。ただ、インフラストラクチャーに関して
いうと、WDR2016を若干最初にマイルストーンとしてご紹介しましたけれど、まだまだ世界中で
60パーセント、70億人のうち40億人が、まだ高速回線インターネットには接続されていなくて、ムー
クをみんなやればいいじゃないかと、そんなことは簡単にはできない。つい昨日、ブータンという
国に出張に行っていたんですけれど、やっぱりブータンあたりでもICTを一生懸命やっているんで
すけど、やっぱりムークをやろうといっても大変です。さっきのラオスも大変です。ただ、できる
環境が日に日によくなってきているのは間違いないです。で、その40億人をどうやって繋いでいく
のか、internet for all っていうワールドエコノミックフォーラムのプロジェクトがあるのはさっき
も最初にご紹介いただきましたが、G７レベルでも、どういうふうに国際的に世界協調でこの問題
を取り上げていくのかというのは、日本でサミットが行われたときに大きくハイライトされていま
す。
これは、最近のユニークな取り組みですけれど、ソフトバンクも出資してるワンウェブという会
社がありまして、普通に無線の基地局とか携帯電話の基地局を、たとえばアフリカにどんどん作っ
ていけばいいじゃないかと。お金を出して、JICAも資金協力しろとよく言われます。ただ、それ
はなかなか間に合わない話です。お金も無尽蔵に必要です。最近は空の上に跳ぶ衛星の技術が非常
に安く、それから便利になってきていて。ワンウェブっていう会社は世界中から出資を受けて、来
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年には900個の小型衛星をババババッと低軌道に出そうとしてると。これで何が起きるかというと、
特につながらなかった地域に、インターネットをほぼ無料で、ほぼ安定的に繋げることが出きるよ
うになると。技術的には実証がもう終わっていまして、あとはインプリメンテーションの段階にき
ています。
まとめのほうに入っていきます。エデュケーションとテクノロジーをやっていくために、何が本
当に重要なことなのか、または正しいことなのか。パーソナライズド・ラーニング(PL)というのは、
エビデンス・ベースで考えていかなければいけないというのが重要だと思います。どう学生が学ん
だかというのを、さっきもいろんな議論をご紹介しましたけれど、エビデンス・ベースでちゃんと
追いかけていく必要があると思います。それから、
ここにちょっと下線しましたが、
エデュケーショ
ン×テクノロジーというのは、教育における不平等性というのを確かに狭めているのは間違いない
と思います。ただ一つ条件的にいうと、先生の側が、エドテックにどうポテンシャルがあるのかを
正確に理解しないと、エドテックはうまくいきません。
最後のリコメンデーションでございますが。１つ目は、教育者の方々が、パーソナライズド・ラー
ニング、もしくはエドテックに関して正しい知識、もしくは正しい効果に対する認識をしないと成
功はしない。ただしエドテック、もしくはパーソナライズド・ラーニング、先ほども申し上げたよ
うに、スマートフォンによる学習、もしくはムークとかそういったものにばっかり頼っても、これ
はだめですと。
２つ目としては、じゃぁ flipped classroom とか、blended approach っていうのを協調しました
けれども、どういうふうに blended approach をデザインしていくのか、これをよく考えないとい
けない。インストラクション・デザインが重要だと申し上げました。
最後３つ目に、補助金の話をGSMAがしているという話を申し上げましたけれども、やはりいく
ら blended learning 、もしくは flipped classroom を推進したとしても、人によってはスマートフォ
ンも買えない、インターネットに繋がる環境にいない、色々な不平等があると思います。そこに対
してどういうように補助をしていくのか、もしくは職業人材であれば、どういうように allowance
を付けていくのかというのを考えていくことが必要だと思います。conditional cash transfer とか
そういう手法もあると思いますけれど、conditional cash transfer をどういうふうにエドテックも
しくはパーソナライズド・ラーニングに組み合わせていくのかっていうのも、１つのチャレンジン
グなエリアだと思っています。ただし、subsidy と allowance というのは condition-benefit になる
べきかもしれない。これは、CCTの概念の１つだと思います。
最後に、これはもう１回ラオスの写真でございますが、この２つがなぜ興味深いかというと、
personalized learning と face-to-face、これはラオスの農村地帯でも「あ、これうまくミックスし
てるんだな」というのが、ぱっと見て本当かどうか分からないですけど、これはちょっと象徴的だ
と思ったのでご紹介しました。以上でございます。ありがとうございました。
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東洋大学の遠隔教育における
人材育成と展望
Toyo university’s experiences and
future on remote education

北脇 秀敏
東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長
Prof. Hidetoshi KITAWAKI
Vice president, Toyo University

1984年日本上下水道設計株式会社入社。世界保健機関（WHO）本部環境保健部、東京大学工学
部都市工学科客員助教授を歴任。1997年より東洋大学教授、2011年10月より副学長。
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1

2

1. Outlines of Toyo University

Dr. Enryo Inoue, Founder

5

1887 TETSUGAKUKAN (The Academy of
Philosophy) founded by Dr. Enryo Inoue
1888 Distribution of Lecture Notes
1897 Moved to the current HAKUSAN Campus
1906 Renamed to Toyo University
1916 First female student enrolled at Toyo
among private universities in Japan
1964 Establishment of Distance Learning Course
2001 Establishment of the Center for Sustainable
Development Studies
2012 125th anniversary, Go Global Japan Program
2014 Selected as a Top Global University
2017 130th anniversary, and …………….

13 faculties
46 departments
15 graduate schools
(from April 2018)

31,560 students
(as of May 2017)

3

Campuses
Itakura
Campus
Kawagoe
Campus

Asaka
Campus
Ikebukuro
Station

NEW
2017

campuses

(plus 1 satellite Campus)

4

2. History of Toyo University’s Traditional
Remote Education - Correspondence Course
1888 Inception of distance learning
Lecture Notes Sent to 1,831 Outside Learners in 1888
1964 Establishment of Correspondence Courses
Department of Japanese Literatures and Culture
Department of Law
In 1996, Total Enrollment of 2,222 Students
On-demand Video Lectures: Micro SD(2012-),
Internet (2014-)
2017 (October) Last intake of Students
Closure of the Course Due to Students Decrease
(Total Number of Graduates :Over 2,200 )

Akabanedai
Campus
Hakusan
Campus
Akihabara
Station
Tokyo
Station

6
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Current Situation of Internet Commute Program
As of November 2017

3. Examples of Remote Education in Toyo Univ.
3-1 Course of Public-Private Partnership,
Graduate School of Economics (PPP School)

• Number of Graduates : 26
• Enrolled Students： 19
• Location: 8 Prefectures in Japan, Rwanda

• 2006 Establishment of Toyo PPP School at Otemachi Satellite
Campus
Students: Professionals Working in Public and Private Sectors
• 2008 Remote Education through WEB Conference System
• 2013 All Students Participated in Seminars on Internet
• 2014 Full-scale Introduction of “Internet Commute Program”
Master’s Degree after Distance Learning (2 years)+Schooling
Students Can Learn All Subjects Interactively through PC
Effective in Teaching Students Working in Local Cities etc.
7

8

• System: Omnijoin (Brother Industries, Ltd.)
• Equipment in a Classroom
– ２ PC（for Presentation and Monitor), Speaker, Microphone,
WEB Camera etc.
– A Staff Stands-by During Lectures
• Equipment of a student
– PC (Tablet), Speaker, Microphone (Headset), Camera

Classroom (Web camera)

Students(PC,Headset)

3-2 Faculty of Information Science and Arts
- Trial of Remote Education by Media Design Laboratory
- Activities: Lectures, Information Exchange among Students,
Virtural Museum, Virtual Olympic etc.
- Events:
Feb. 15, 2016 with Maranatha Christian University, Faculty of
Information Technology (Indonesia)
Feb. 18, 2016 with University of Philippines, Department of
Computer Sciences (Philippines)
Mar. 28, 2016 Royal Phnon Penh University, Faculty of
Engineering (Cambodia)
10

9

Construction of remote class environment that enables
interactive communication especially for active learning

Previous Experiment
（〜2017）

Existing Device
is hard to use.
(exclusive terminal equipment is required)
is very expensive.
(over 100,000US$ is required）
is necessary to maintenance.(non-free)

Practicalize
（2018〜）

The functional effect of class is almost the same.

Our System
is easy to use.(just browser operation)
is free of cost.
(just general computer and internet access)
is maintenance free.

Construction of remote class environment
that enables interactive communication
especially for active learning
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3-3 SKYPE Research Meetings in Kitawaki’s laboratory,
Graduate School of Regional Development Studies

Lecture from laboratory by SKYPE

• Students: Working Students Outside Japan
• Master Course:
JOCV (Japan Overseas Cooperation Volunteer)
Field Work (2 Year) + Schooling (1 Year)
• Doctor Course:
Professionals in NGO, JICA etc. Working Abroad

Equipment: PC, Projector, Electronic
whiteboard, WEB Camera etc.

Distribution of Students As of November 2017

3rd/4thPeriod
(Face to face)
Japan

Morocco

Student in Panama and Camera

6th Period
(SKYPE)
Mozambique
Botswana

Electronic Whiteboard

2Nd Period
(SKYPE)
Panama
Hondurus

China
5th Period
(SKYPE)
Myanmar
Nepal

PNG

Fiji

Inbound Students (Face to Face Lecture)
Outbound Students (SKYPE Lecture)

4. Possibility of the Introduction of New Remote
Education Systems to Toyo University
- Inherit Founder’s Policy “Expand Education to
People without Extra Time and Resources”
- Successor of Correspondence Course?
- On-demand Education to Foreign Learners?
- Reformation of Existing Education?
- Innovation by the Faculty of Information
Networking for Innovation and Design?

Thank You

17
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みなさんこんにちは、今ご紹介に預かりました、北脇と申します。国際共生社会研究センター長
をしております。本日は、東洋大学におけます遠隔教育の経験、それから、色々苦労してその教育
を変えてるところですが、その内容等についてお話させていただければと思います。今日お話する
内容は、まず少し本学のことを説明させていただきまして、今まで東洋大学がどのように通信教育
をしてきたかという、多少古い話を先に申し上げます。そして、今これから新しい、先ほどから出
ております、ICTとその他のツールを使いまして、大学院レベルではありますが、どのようなチャ
レンジをしているかということをお話したいと思います。ここにも先生がおられますが、公民連携
専攻というところが経済学研究科の大学院にございますし、
また総合情報学部という学部でも、
色々
な取り組みを行っています。そして私の研究室でどのような遠隔教育を行っているか、こういう話
をしたうえで、今後大学としてどういうふうに改良していこうか、こういうことをお話する予定で
ございます。
さて、東洋大学は、1887年に、哲学者であります井上円了先生が設立されました。明治・大正時
代に、３回世界を回って情報を集めた、当時からのコスモポリタンですね。その先生が、創立の次
の年にもすでに講義録を、館外生といいますけど、当時の哲学館、学校の外の人たちに大量に配布
して教育を行った。129年前から通信教育の走りを行っていたと、そういう歴史を持つのが本学で
ございます。そして通信教育部というフォーマルな組織を作りましたのが、東京オリンピックが行
われました1964年です。もう50年以上になっておりますが、その歴史が今、ICTの波に飲まれて終
わろうとしております。そのへんのこともお話していきたいと思います。
今年は2017年、130周年でございます。この130周年を迎えて、国際開発学会をその記念行事の一
環として行ったわけでございますが、今後この遠隔教育がどのように発展していくんだろうか…と
いうことも、今日は考えてみたいと思います。
今、大学には５つのキャンパスがございます。加えて、１つのサテライトキャンパス、こちらの
ほうはあとで紹介します、公民連携専攻（PPPスクール）というところが、遠隔教育を行っている
ところでございます。そして13の学部、46の学科を有する、３万人以上の学生を持つ、比較的大き
な大学になりました。この、約３万人の人口は南太平洋大学と同じぐらいの学生数でございますが、
面積はそれよりもちょっと小さいかなと思っております。そして今、大学院改革をしているところ
ですけれども、来年の４月から15の研究科ということになりまして、どんどんと研究大学の色彩を
強くしていきたいと思っております。このように、キャンパスが東京の周辺、および東京の中に５
つございます。そのために、大学の中で共通の授業を行うときにも、遠隔授業のシステムを取り入
れて、
テレビ会議のシステムなどを使って長らく講義をしていると、
そういうこともやっております。
まず先ほども申し上げました、129年にもなる東洋大学の伝統的なリモート・エデュケーション、
つまり遠隔教育ですね、これのお話をします。通信教育課程といっておりますが、1883年にできま
したときには、講義録を、1831人の学校の外の人たちにもうすでに配っていたという記録がござい
ます。当時としてはかなり大きなスケールだったのではないかと思います。その次に、先ほど申し
ましたように、1964年にできました通信教育課程、これは最盛期には2222人の学生がエンロールし
ていたということでございます。それが1996年で、どういう学科がその通信教育を実施していたか
といいますと、こちらは昔の国文学科、今は日本文学文化学科という名前になっています。そこと
法律学科、この２つが遠隔教育を実施しておりました。しかしICTの発達に伴いまして、色々やり
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方を変えてきました。最初は、紙で送って紙で返ってくるというものだったわけですが、2012年か
らはマイクロSD、ちょっとマイナーなツールですが、マイクロSDを送って、動画で授業をしてい
るところを配信する、そして2014年以降は当然インターネット配信というふうになりました。
しかし、色々な教育方法が出てまいりましたので、そのコースも今年2017年の10月に最後の入学
者を迎えたということで、募集停止に至ったわけでございます。これは学部レベルの教育として、
今まで卒業生を2200人以上送り出してきたコースでありますが、学生の数がだんだん減って、今
1000人を割っております。先ほど内藤さんのご発表にもありましたけれども、ICTの発達と同時に
だんだんと少なくなっていく、グラフを書いてみれば、丁度時期を同じくしているかもしれません。
そこで出てきましたのが、こういう色んなチャレンジをしてみようということです。今、遠隔教
育としていろんな取り組みを行っております。ただし、これの多くは大学院レベル、それほど学
生の数が多くない、そういう場合に限って遠隔教育を色々やってみてるわけです。その１つがPPP、
これは「公民連携」というところです。学生さんは、ほぼ社会人の方で占められていまして、日本
人におります社会人の方々、そしてその多くは、地方自治体で働いている方々でございます。2006
年にPPPスクール（公民連携専攻）というところが、経済学研究かの中にできました。サテライト
キャンパス、大手町にございます。2008年には、ウェブカンファレンスシステム（電子会議システ
ム）を使って遠隔教育を始めて、2013年には、すべてのセミナーがインターネットで行えるように
なったと。そして2014年からは、すべての科目単位をテレビ会議システム等で取れる。これはイン
ターネットを使っていますから、インターネット通学制度というふうに言っています。ちょっと変
な呼び方ですが、インターネット通学制度です。これはもちろん、学校教育法によりますと「スク
リーム」というのが必要とされておりますので、それとディスタンス・ラーニングを両方合わせた
というところで、修士号を取れるというものでございます。
これは、どういうところに有効であったかというと、地方に住んでいる学生さんですね。東京に
住んでいなくて、地方で授業を受けたいという学生さん、こういう人たちには特に有効なものです。
本学の学祖は、通信教育を始めるときにこのようなことを言っています。「余資なく、優暇なき
人たちに教育を広げる」。つまり、時間とお金が無い人たちに教育を広げる…と、今の言葉で言うと、
“education for all”ですね。そういうことを実現するための１つのツールかなというようにも思いま
す。
インターネット通学コースで卒業された学生のかたがた26人、今19人がおられて、日本の８つの
県、それからルワンダにも１人いらっしゃるということですが、そこに授業を配信しています。そ
れに必要なものとしまして、教室側は２台のパソコンと、スタッフが１人待機しております。学生
さんのほうは自宅でもいいということですが、PCまたはタブレット、それからヘッドセット、あ
とは顔が映るカメラ。これで同時双方向を実現しています。通信教育システムが下火になったのは、
同時双方向でないというのもありますので、そういう意味で、このシステムはその弱点を補ったわ
けでもございますが、学生さんが学部レベルの数まで増やせるかどうかということは課題でござい
ます。
それから総合情報学部という学部がございまして、これはICT等の研究・教育をしているところ
でございます。そこでは、Media Design Laboratoryというところがございまして、遠隔教育の研
究自体もやっているところです。いくつかイベントとしてやったところは、たとえばインドネシア、
― 47 ―

International Symposium 2017
"Cross – boundary Human Development for SDGs through International Networking"

フィリピン、カンボジア…そういうところの大学と繋いで、講義、学生さんの間での情報交換、そ
れからバーチャル・ミュージアム、バーチャル・オリンピック、私はちょっと内容がよく分かりま
せんけれども、こういう活動をしてこられております。どんな様子かというのを見ますと、これは
上が従来のシステム、こちらは新しく考えたシステムということですが、従来のテレビ会議システ
ムというのは非常にお金がかかりました。これは10万USDですね、1000万円以上ですか？

非常

に高かった。もちろんクオリティーはいいんですけれども、お金もかかるということですので、そ
れを改善して、ほとんどお金がかからない、パソコンレベルでちょっとソフトを工夫してやってい
こうと。これを総合情報学部で、まだ研究レベルですが実用化しようとしています。概念図はこの
ようになっているようです。東洋大学には東洋ネットというネットワークがございますが、それを
介して４つのキャンパスを繋ぐ、そして外と繋ぐ、そういうことで授業配信等を行う、こういうと
ころを今開発しているところでございます。
さて、私事になりますけれども、私の研究室の遠隔教育を少しご紹介させていただきます。研究
室には、大学院レベルでは、この場にもたくさんおられますけれども、社会人学生の方がかなりい
らっしゃって、しかも、海外にいる方が非常に多いです。マスターコースの学生さんは、その大部
分が青年海外協力隊で色々な国に派遣されています。そういう人は、２年間フィールドで活動およ
び研究をして、帰って１年間のスクーリングをして、修士論文を書いて就職する…と、こういうの
がマスターコースです。ドクターコースのほうは、ほぼ行きっぱなしという方も多いんですけれど
も、そういう方に対しての授業です。
これは研究室ですが、今映っているのは、パナマに派遣中の協力隊員です。対面と遠隔、この両
方を一挙にやるというシステムでもあります。必要なのは、パソコン、カメラ、電子黒板ですね。
学生さんが作ったパワーポイントをここに映して、その下に板書をして直していくと、そういうこ
とをしながらゼミをやったりもしております。今現在、これは2017年の11月、今月の土曜日に行っ
た授業ですけれども、２時間目の授業、パナマとホンジュラスで、Skypeで授業しました。向こうは、
昨日の夜です。赤い線は日本からの配信、緑の線はその国の学生が日本に来て、日本で授業をする
と読めます。３時間目・４時間目は、face-to-face で、フィジーの学生さん、パプアニューギニア
の学生さん、モロッコの学生さんがいらっしゃいますが、彼らとの対面授業、それから日本にいる
学生さん、中国からの学生さん。そして５時間目はSkype授業で、ミャンマーとネパールにいる学
生さん。６限はモザンビークとボツワナ。ということで、終わると夕方になります。こちらも大変
ですけれども、遠隔授業をできるだけ広げたいなと思っているところでございます。
さて、それでは今後どのような流れになるだろうかと。これは、今日色々教えていただきまして、
授業の改善等をはかっていきたいと思っているところですけれども、我々、学祖の言葉「余資なく
優暇なき人たち」、その人たちに教えるという、教育を広げる、education for all、こういうポリシー
を忘れずにやって生きたいと思っているところでございます。先ほど言いました、通信教育課程が
もう終わります。現在やっている学生さんが卒業するともう終わりになります。そうするとそのあ
と、どういうふうにそれを繋げていこうか、特に学部の学生さんにどう教えていこうかと、これが
大きな宿題でございます。今日教えていただきました色々なことを参考にしながら、考えていきた
いと思います。それから、これは現在検討しているんですけれど、海外にいる方にオンデマンドで
日本語の教育をできないか？

これ実は、検討しましたら、かなりお金がかかるということでなか
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なか難しいということが分かりました。それから今ある教育を、いかに改善していけば遠隔教育に
向いたものになるか、flipped learning とか対面と遠隔の組み合わせ、色々なことを工夫していき
たいと思っております。
それから、先ほどは総合情報学部のお話を紹介しましたが、この４月から、情報連携学部という
ところができております。情報を重んじている学部ですけれども、いろんなイノベーションをやっ
ています。その１つは、本がない図書館ですね。すべて電子情報でやる。そういうところとも連携
しながら、新しい姿を考えていきたいというふうに思っているところです。
東洋大学の遠隔教育がこれからどう進んでいくかということについて、皆さんからも色々とお叱
りを受けながら、良いものにしていけたらいいなと思っています。本日は、どうもありがとうござ
いました。
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質疑応答
Discussion
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•Ｑ1：
Thank you very much. My name is Sato. And I have a question to Dr. Armstrong. About your
education between the… relation between the education and local industry. You emphasize on
accreditation on western world. And this may push and accelerate migration to western world.
And for example, the local industries such in tourism, for example in Marshall Islands, there are
a lot tourism, but most of the people who are working there is Filipinos, not local people, because
local people are going out. How do you think about it?
•Ａ1：
Professor Derrick Armstrong:
Thank you. Thank you very much for that question. I mean I think it is certainly the case that
there are many people coming into the region to work in the tourist industry from outside of the
Pacific Region. And I think that is one of the reasons of course why we need to invest in an up
skill around the people to take those roles, and I think that is…it is certainly in the university, a
strong demand for programs in the area of tourism and hospitality studies. But it is also the case,
there’s a lot of work to be done in terms of creating the understanding of a service environment
which is although people in the Pacific are very open and very friendly, understanding of a
modern service environment is not always, not always there. And so a lot of training has to go
into that, a lot of preparation has to go into that. It is interesting though that within the Pacific
itself, there is quite a movements of population between different parts of the Pacific, so you
do find significant numbers of Fijians working in, you know, I don’t know the Cook Islands for
example, and other parts of the Pacific and so there is that, that movement internally across the
Pacific and for that, but I think the issue of international accreditation is important because this
is also about bringing international standards of quality into the preparation of our people for
the workforce in the region, the workforce opportunities. Thank you.

•Ｑ2：
内藤さんにご質問させていただきたいんですけれども、情報技術を国際協力の中で、特に今日は
医療のための教育ということに重点を置かれてお話されたんですが、私も情報技術に関わっていて、
２つ思うことがあって、ぜひご意見をお聞かせいただきたいんですが。１つは、情報技術の特徴と
して初期投資に比べて維持コストが非常に高いので、プロジェクトベースにあまり合わないのでは
ないかということが、私は時々感じるんですが、それについて何かいい方策があるのかどうか。そ
れともう１つは、やはり情報インフラというのは、どちらかというとインフラの中ではちょっと特
殊で、民が主導でやってきたということで、ODAでやることの意義っていうところについて、す
こしご説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。
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•Ａ2：
どうもありがとうございました、内藤でございます。２つ目のほうから回答を差し上げると、
ODAで、特にITのインフラのところで、人材育成はさておき回答させていただくと。おっしゃる
とおり、議論は非常に深いところにあると私自身も理解していて、ただ、たとえば、アフリカの
GDP per capital でいうと、＄800切るような国、具体的にはトーゴみたいな国とかですね。人口
が少ない国、FDIが少ない国、そもそもマーケットとして小さい国、なかなか民間投資がこない国。
ここに関してどう考えるかというのが、１つのポイントだと思ってまして、仕事上もそこを本当に
ポイントと考えてるんですが、そういう国でもやはりインフラは必要なんですね。これはもうご承
知のとおりで。どうしてもおいていかれていってると。そうすると、国と国の間のデジタル・ディ
バイドが非常に広がってきていて、SDGの観点とかをまじめに考えると、そういう国は、公的なファ
イナンスか、もしくはPPPしか答えが無いというのが、特に世界経済フォーラムのインターネット・
フォー・オール（Internet for All）ではそういう議論になっています。これはご紹介しておきたい
と思います。では、PPPをどう組成するのかっていうのが大きな議論になっているんですが、我々
自身もそうなんですが、パブリック・ファイナンスは時間がかかるので、我々も無償資金協力やる
かって、やってるうちに技術革新においていかれちゃうんですね。だからPPPのほうがベターだっ
ていうようになってるんですけども、PPPは簡単でもないと。ただ、議論は続くんですが、とにか
く今そういう議論をしつつ、どうやってプライベートを呼び込むパブリック・ファイナンスをシー
ドマネー的にやるのかというのが主たる議論になってるということだけご紹介したいと思います。
１番目に関して、初期投資と維持コストはそのとおりだと思います。たまたま、３週間前にラオ
スで議論になったのは、クラウドをどう使うのかと。クラウドサービスで初期投資を抑えて、維持
管理コストは若干高くなりますけども、維持管理コストの高さと経済成長率を掛け合わせて、よう
はトータルで向こう20年間ぐらいで見たときに、オンプレミスでその場で投資してサーバーを立て
て維持管理コストを安くあげてプロジェクト組成するのか、それとも、クラウドベースで初期投資
をなるべく０に抑えて、維持管理コストが高くなったとしても経済成長で相殺していくのかってい
うのは、これも特に、LLDCというよりもLDCレベルの国で、１つのソリューションになってきて
いますね。アフリカも、もう成長国はソリューションとして考えざるを得ないというのが、我々の
仕事の中では１つのソリューションだと思ってますし、そういう議論が主たるところを占めている
というのをご紹介したいと思います。


以上
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開発途上国における水道事業体の収益確保を
目指した技術協力と水ビジネスの展開
― 第１回 無収水対策を中心として ―

2018 年 2 月 19 日（月）
東洋大学白山キャンパス

東洋大学国際共生社会研究センター

東洋大学国際共生社会研究センター
シンポジウム
開発途上国における水道事業体の収益確保を目指した技術協力と水ビジネスの展開
― 第１回 無収水対策を中心として ―

会場の様子

日置 潤一 氏
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氏

（ＪＩＣＡ 地球環境部次長）
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（東洋計器㈱ 代表取締役社長）
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昭夫

教授

（東洋大学経営学部教授、東洋大学産官学
連携推進センター・副センタ―長）
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石井 晴夫
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経営学部教授）

東洋大学国際共生社会研究センター
シンポジウム
開発途上国における水道事業体の収益確保を目指した技術協力と水ビジネスの展開
― 第１回 無収水対策を中心として ―
（敬称略）
13：30～13：40
開催挨拶：北脇 秀敏 （東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）
13：40～15：10（各30分）
基調講演① 日置 潤一 （厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道計画指導室長）
「わが国水道事業の現状と海外展開へのサポートについて」
基調講演② 松本 重行 （ＪＩＣＡ 地球環境部次長）
「JICAによる無収水対策への取組みについて」
基調講演③ 土田 泰秀 （東洋計器㈱ 代表取締役社長）
「水道におけるスマートメーター開発・導入の現状と展望」
15：10～15：25 コーヒーブレイク
15：25～17：15 パネル・ディスカッション
・パネリスト
① 北脇 秀敏 （東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）
② 小平 基晴 （東京都水道局 企画調整担当部長）
③ 富井 孝 （横浜市水道局 事業推進部長）
④ 間宮 健匡 （㈱日水コン 取締役・海外本部長）
⑤ 西澤 昭夫 （東洋大学経営学部教授、東洋大学産官学連携推進センター・副センタ―長）
⑥ 日置 潤一 （厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道計画指導室長）
⑦ 松本 重行 （ＪＩＣＡ 地球環境部次長）
⑧ 土田 泰秀 （東洋計器㈱ 代表取締役社長）

・モデレーター
石井 晴夫 （東洋大学国際共生社会研究センター研究員、経営学部教授）
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基調講演①
「わが国水道事業の現状と海外展開へのサポ
ートについて」
日置 潤一 氏
（厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道計画指導室長）

3

本日の発表内容

2018年2月19日
東洋大学国際共生社会研究センター主催シンポジウム

１．世界の問題・課題
１

わが国水道事業の海外展開
へのサポートについて

２．日本の国際貢献
１

３．世界の水インフラ市場動向
１

４．インフラ輸出拡大に向けた政策
１

５．厚生労働省の施策・取組

厚生労働省医薬・生活衛生局水道課
水道計画指導室長 日置 潤一

2

1

世界で安全な水を利用できない人口


安全な飲料水を利用できない人口の半減を目標とした国連ミレニアム開発
目標（MDGs）は2010年に達成



しかし、世界全体では未だ約6億5,700万人が安全な飲料水の供給を受けられ
ない状況にある

１．世界の問題・課題

基本的な給水サービスを利用できる人々の割合（2015年）
出典：独立行政法人国際協力機構「JICAの水資源分野の協力方針」（2017年11月）
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4

安全な水を利用できない国・人口


無収水率の状況

アジア、アフリカ諸国を中心に安全な飲料水を利用できない地域がある（2015年）



開発途上国を中心に、漏水や盗水などによる無収水率注）の高い国がある
注）給水量のうち料金徴収の対象とならなかった水量の割合。

安全な飲料水を利用できない人口

国

安全な飲料水を利用できない人口の割合

安全な飲料水を
利用できない人口

インド

7,700万人

地域

1990年

2015年

MDGs

32%

未達成

サブサハラアフリカ

52%

中国

7,000万人

オセアニア

50%

44%

未達成

ナイジェリア

5,700万人

南アジア

27%

7%

達

成

エチオピア

4,300万人

南アジア

28%

10%

達

成

コンゴ

3,400万人

コーカサス・中央アジア

13%

11%

未達成

インドネシア

3,300万人

東アジア

32%

4%

達

タンザニア

2,300万人

北アフリカ

13%

7%

未達成

成

バングラデシュ

2,100万人

西アジア

15%

5%

達

成

ケニア

1,700万人

ラテンアメリカ・カリブ海

15%

5%

達

成

パキスタン

1,700万人

開発途上国全体

30%

11%

達

成

世界全体

24%

9%

達

成

その他

2億 6,500万人

世界全体

6億 5,700万人

世界各国における無収水率
※アスタリスク（*）記載国：各国において規模が大きい上位3ヶ所の水道事業体の平均無収水率を算出

出典：厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/other/o4.html

出典：独立行政法人国際協力機構「JICAの水資源分野の協力方針」（2017年11月）
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6

持続可能な開発目標（SDGs）

国際団体の活動・課題
UN（国際連合）






世 界の 51 か国が加 盟する 国際機関 。 2015 年の国 連総会 で採 択された 「 2030 年まで の持続可能な開
発目標（SDGs）」において、水道関連のゴール6「全ての人々に水と衛生施設へのアクセスと持続可能
な管理を確保する」を設定。専門機関であるWHO（世界保健機関）では、 WHO 飲料水水質ガイドライ
ンを策定している。
スローガン：①国際平和・安全の維持、②諸国間の友好関係の発展、③経済的・社会的・文化的・人道
的な国際問題の解決のため、および人権・基本的自由の助長のための国際協力

ターゲット6.1（安全な水へのアクセス）
2030年までに、安全で入手可能な価格の飲料水に対する全ての人々の公平なアクセスを達成する。
ターゲット6.2（衛生施設と衛生的行動へのアクセス）
2030年までに、女性、女子、脆弱な状況下の人々のニーズに特別の注意を払いつつ、全ての人々の適切
で公平な衛生施設と衛生的行動へのアクセスを達成し、野外での排泄を撲滅する。
ターゲット6.3（水質の改善）
2030年までに、汚染を削減し、有害化学物質、有害物質の不法投棄の撲滅や排出の最小化を行い、未処
理の下水の割合を半減し、排水のリサイクルと安全な再利用を全世界で増加させることによって、水質
を改善する。

WWC（世界水会議）



水分野の専門家や国際機関（ UNESCO、 WB等）が参加するNGO 。主催する 2018年 3月ブラジルでの世界
水フォーラム（テーマ「Sharing Water」）の結果は、SDGsの議論に反映される。
スローガン：水の安全保障・適応・持続可能性の政治的側面に焦点を当て、あらゆるレベルの水問題を
議論し、従来思考への挑戦によって行動を促す

ターゲット6.4（水利用効率の向上と持続的な取水）
2030年までに、水不足に対応するために、全てのセクターの水利用効率を大幅に向上させ、持続可能な
取水と淡水供給を確保し、水不足に苦しむ人々の数を大幅に削減させる。

IWA（国際水協会）




個人・学生（約 8,500名）、企業・研究機関（約 530団体）の会員を持つ NGO。主催する 2018年 9月東京
でのIWA 世界会議では「人のネットワーク強化、先駆的科学の発展への貢献、革新的技術の創成の支援、
その技術を現場での実践支援」を具現化するテーマを設定中。会議の結果はSDGsの議論に反される。
スローガン：水の効率的な管理と水処理技術の向上をとおして世界の安定かつ安全な水の供給及び公衆
衛生に寄与する

ターゲット6.5（統合水資源管理の推進）
2030年までに、必要に応じて国際流域における協力を含む、全てのレベルにおいて、統合的水資源管理
を実施する。
ターゲット6.6（水関連の生態系の保全）
2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼を含む水関連の生態系を保護し、修復する。

APWF（アジア・太平洋水フォーラム）




ゴール6「全ての人々に水と衛生施設へのアクセスと持続可能な管理を確保する」

ターゲット6.a（国際協力と能力構築支援）
2030年までに、雨水利用、淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイクル、再利用の技術を含む、開
発途上国における水と衛生に関連する活動や計画を対象とした国際協力と能力構築支援を拡大する。

会長を森元首相、事務局を日本水フォーラムが務め、アジア太平洋地域の政府関係機関、国際機関（ADB、
UNICEF等）が参加する NGO。 主催する2017年 12月ミャンマーでのアジア・太平洋水サミット（テーマ
「持続可能な発展のための水の安全保障」）の結果は「ヤンゴン宣言」として取りまとめられ、2018年
の世界水フォーラムで世界へ発信される。
スローガン：アジア太平洋地域の水問題に対し、①地域の声を世界の優先課題にすること、②地域の英
知を結集して課題解決を目指す

ターゲット6.b（地域コミュニティの参加）
水と衛生に関わる管理向上への地域コミュニティの参加を支援・強化する。
出典：独立行政法人国際協力機構「JICAの水資源分野の協力方針」（2017年11月）
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日本の資金援助実績


水供給・衛生分野において、日本は援助額のトップランナー



援助額は主要援助国注）のなかで最も多く、全体の30％以上を占める
注）日本、ドイツ、アメリカ、フランス、ニュージーランド、韓国、イギリスを指す。

２．日本の国際貢献

水供給・衛生分野における主要ドナーの支援額推移（2007年～ 2015年）
出典：独立行政法人国際協力機構「JICAの水資源分野の協力方針」（2017年11月）
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資金協力の実績

技術協力の実績
１）水道分野の国際協力活動実績


１）無償資金協力の実績

我が国は平成18年度以降平成27年まで、約3千6百万人の給水裨益人口の増加に貢
献し、累計4万2千人以上の技術移転人数を計上。

水供給分野の無償資金協力の状況

JICAによる水道分野技術協力の実績
年

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

技術移転人数

2,601

3,348

3,410

1,989

5,265

7,255

5,856

2,309

3,984

6,419

専門家派遣人数

122

195

221

313

416

422

465

395

414

534

研修員受入人数

420

207

385

301

285

514

768

1,479

993

241

年度（平成）

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

件数（件）

22

27

30

30

18

14

11

14

9

10

2

16,131

15,664

14,693

28,411

21,796

15,773

10,500

19,054

11,387

18,861

7,964

28

金額（百万円）

２）有償資金協力の実績

２）開発途上国支援の事例

水供給分野の有償資金協力の状況

ラオス

さいたま市は、平成4年度にラオスへ水道専門家を派遣し、平成28年度までの間に4回のJICA技術協力を通
じて水道施設運営・維持管理、配水・給水管維持管理等の支援を実施。


年度（平成）

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

件数（件）

14

6

9

5

0

6

5

3

1

2

1

75,464

0

83,218

88,291

42,442

23,683

59,910

10,271

金額（百万円）

カンボジア

北九州市は、平成11年度にカンボジアへ水道専門家を派遣し、平成28年度までの間に3回のJICA技術協力
を通じて水道施設の運営・維持管理、配水管理システムの構築、事業経営改善等の支援を実施。


28

注）厚生労働省調べ。

出典：厚生労働省「平成28年度水道分野の国際協力検討事業報告書」（平成29年3月）



10

180,825 114,130 148,838

注）厚生労働省調べ。
出典：厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112577.html

ミャンマー

東京都は、ヤンゴン市に対するODAを活用した平成28年から34年まで（予定）の無収水対策事業（漏水調
査、配水管メンテナンス等）を実施中。
12

11

6

世界の水ビジネス市場規模（分野別）


上水分野の占める割合は最も大きく、今後も伸張の見込み

３．世界の水インフラ市場動向

出典：経済産業省「我が国水ビジネスの海外展開（参考資料）」（平成29年3月13日）

13

14

世界の水ビジネス市場規模（地域別）


海外市場における日本企業の実績

東アジア・大洋州の占める割合は最も大きく、今後も伸張の見込み

出典：経済産業省「我が国水ビジネスの海外展開（参考資料）」（平成29年3月13日）



日本企業のシェアは小さく、上水分野の市場占有率は0.1%

出典：経済産業省「我が国水ビジネスの海外展開（参考資料）」（平成29年3月13日）

15

日本が持つ技術の強み

日本が持つ技術の強み
２）配水管漏水防止の技術

１）逆浸透膜注）




海水 淡水 化で用いられ るRO膜の 世界
市 場 で は 、 日 本 企 業の シ ェ アが 50%
を占める。
日本は、膜の高い脱塩率（塩分の分
離能力）、膜の透水性を高めること
による膜供給ポンプのエネルギー消
費低減によって、競合国の製品との
差別化を図っている。

16



世界主要都市の漏水率
東京
3 %（全国都道府県の平均 5%）
ロサンゼルス 9 %
ロンドン
27 %
33 %
バンコク

RO膜エレメント
出典:東レ ホームページ
http://www.toraywater.com/jp/ro/ro_001.html

出典：
公益財団法人水道技術研究センター「水道ホットニュース第５４３号」
（平成28年12月16日）
三井住友信託銀行2009年度調査レポート「世界的な水ビジネス展開に向けて」

技術協力の様子



出典：みずほコーポレート銀行「Mizuho Industry Focus vol.104」
（ 2012年1月24日）

漏水対策

出典：株式会社東京水道サービスホームページ
http://www.tssk.jp/service/contribution/

・漏水調査、配管修理、管網水圧管理など
・水道事業者の実務ノウハウと民間企業の技術（製品）の組み合わせ

注）半透膜への逆浸透の原理を用い、イオンや塩類など水
以外の不純物を分離する膜。 RO（Reverse Osmosis ）
膜ともいう。



漏水防止技術で開発途上国の水道整備を支援（JICA技術協力）
・専門家の派遣、受け入れ研修の実施（東京都、さいたま市など）

膜ろ過ユニット

・マレーシア、ミャンマー、ブラジル、ベトナム、インドへの支援実施

出典:東洋紡 ホームページ
http://www.toyobo.co.jp/seihin/h2/mb/tokucho.htm

17
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7

インフラ輸出拡大に向けた政策
１）産業競争力の強化に関する実行計画 2017年版（H29.2）


海外の成長市場の取り込み

「インフラシステム輸出戦略」（平成 28 年度改訂版）、「質の高いインフラ
パートナーシップ」（平成27年５月公表）とその具体策（平成27年11月公表）及
び「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」（平成28年５月公表）に盛り込
まれた施策を着実に実施する。

４．インフラ輸出拡大に向けた政策

２）未来投資戦略2017（H29.6）


海外の成長市場の取り込み
2020 年に約30 兆円のインフラシステム受注を目標とする。



我が国企業の国際展開支援

インフラシステム輸出による経済成長の実現とともに我が国企業の競争力強化
のため、「インフラシステム輸出戦略（平成29 年度改訂版）」における重点施策
を推進する。
19

20

インフラシステム輸出戦略（平成29年度改訂版）

インフラ輸出拡大に向けた政策

平成28年5月29日閣議決定

３）質の高いインフラパートナーシップ（H27.11）


アジア地域の膨大なインフラ需要に各国・国際機関と協働し、日本の官民の力を
総動員。



５年間で、合計1,100億ドルの質の高いインフラ投資をアジア地域に提供。

推進中の具体的施策（上水道関連を抜粋）


４）質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ（H28.5）



世界の膨大なインフラ需要等に対し、資源価格低迷による世界経済の減速及び将
来の資源価格高騰リスクを低減させ、日本企業の受注・参入を後押し。



目標
約30
約 19

約 20

2010 2013 2014

2015

基準
約 10

約 16

新たなインフラ分野への展開

上下水道分野
我が国の優れた上下水道の技術やノウハウを活かした国際展開を図るため、国、
地方公共団体、民間企業などの連携を強化し、途上国や水資源に乏しい地域等で
の案件発掘等の段階から関与し、本邦企業の海外展開を支援

今後５年間を目標として、インフラ分野に対し、2,000億ドルの資金等を供給。
受注実績（兆円）



中小・中堅企業及び地方自治体のインフラ海外展開の促進

「川上」から「川下」までのトータルな受注を目指すに当たり、（中略）我が
国公的機関（（中略）水道事業等の地方公営企業等）の有する総合的ノウハウ等
を、必要に応じて制度面での手当ても講じた上で積極的に活用

トップセールス、覚書締結、相手国政府への政策的助言、研修の実施等、政府
間の取組をより一層強化するなど、本邦企業のビジネスを積極的に支援
上水道関係
相手国の政府や水道事業体等の水道関係者に対し、①水道セミナーの開催や、
②課題に対する解決策の提示等を実施

2020

西暦（年）

統計等に基づくインフラ受注実績

21

22

新水道ビジョン
平成25年3月公表

「新水道ビジョン」における国際展開の実現方策


職員の研修による人材育成
・JICA技術協力プロジェクトへの協力
・国際経験を積み上げた国内水道技術者の積極的な養成

５．厚生労働省の施策・取組


海外への展開と水ビジネスの連動推進
・相手国政府や地元水道事業者とのパートナーシップをベースに日本の水道
技術、企業ＰＲの実施
・国際貢献と水ビジネスの連動を目指し、官民連携による案件発掘の推進



日本の技術・ノウハウの国際的活用
経済発展を続けるアジア・アフリカ諸国の水需要の高まり、国際的な水ビ
ジネスの成長性を視野に入れた日本の技術・ノウハウの海外市場展開
24

23

8

人材育成（JICA技術協力プロジェクトの支援）

新水道ビジョン推進における課題
１）人材育成（JICA技術協力プロジェクトの支援）

１）水道専門家の派遣



水道専門家派遣、受け入れ研修を切り口とした相手国との関係構築



人材育成を通じた日本の技術導入



相手国のガバナンス強化による水道施設整備の促進



厚生労働省からJICAへプロジェクトに応じたスキルを持つ専門家を推薦



平成18年度～28年度の間に延べ378人を推薦

２）水道産業の国際展開

水道分野の専門家派遣数の推移（厚生労働省推薦分）



相手国水道関係者・施設の課題把握



日本の技術PR（水道事業者の運営・維持管理ノウハウ、民間企業の課題解決技術・製品）



官民が連携した相手国へのアプローチ

３）国際標準化への取組
国際基準策定への関与を通じた日本企業の国際展開支援



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

長期

6

5

6

7

5

4

9

7

6

8

28
10

短期

14

15

20

14

27

30

45

49

29

29

33

合計

20

20

26

21

32

34

54

56

35

37

43

注１）年度ごとに当該年度内に派遣されている（本邦出発日及び帰着日を含む。）延べ人数を集計。
注２）短期は調査団員も含む。

４）国際機関との連携

出典：厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112577.html

海外水関連機関と連携した国際協力



年度(平成)

５）運営事業への対応強化
海外での運営事業に対する日本企業の参入促進



25

26

人材育成（JICA技術協力プロジェクトの支援）

水道産業の国際展開
水道セミナー・現地調査、官民連携型案件発掘調査の実施

２）研修員の受け入れ


我が国は、 JICA が実施する水道技術者集団研修・個別研修などにより、平成 18
年度～28年度の間に延べ1,642人の研修員を受け入れ



厚生労働省は、受け入れ研修において日本の水道行政を説明



案件発掘の段階から官民が連携し、相手国との関係構築を図りながら、
水道産業の国際展開を支援



今後も水需用・インフラ市場規模の拡大が見込まれる東南アジア地域
の開発途上国が主な対象

水道分野の研修員受入数の推移

年度(平成)

18

19

20

21

22

JICA集団研修

39

38

44

64

76

JICA個別研修等

62

97

72

42

100

23

24

25

26

27

28

69

65

81

100

136

132

121

115

89

52

26

22

＜水道セミナー・現地調査＞
日本の民間企業と水道事業者等が共同
して、対象国の政府や水道関係者に対す
る技術セミナーや調査を開催し、現地の
課題と日本の技術とのマッチングを図る。

注）厚生労働省実施研修にはセミナー等で参加した人数も含む。

３）相手国ガバナンス強化の支援（平成29年度）


＜官民連携型案件発掘形成調査＞
日本の民間企業と水道事業者等が共同
して、対象国での調査を実施し、上水道
整備計画に日本の技術を導入した事業の
実施可能性等を検討する。

「インドネシア国 官民連携による上水供給行政システム・技術向上」プロ
ジェクトにおいて、厚生労働省の専門家を派遣

民間企業
施設の設計・建
設
高度な技術

地方自治体
水道事業の
運営ノウハウ
28

27

水道産業の国際展開


水道産業の国際展開

水道セミナー・現地調査の実績



H20年度～28年度実績：７か国において、セミナー15回、調査22回実施

ベトナム／ハイフォン市（平成22年度）

中国
インド

H23 セミナー
現地調査
H24 セミナー
現地調査

:ライプール
:バドラプール、アンバルナス
:ゴア、プネ
:カラド、プネ

H27 セミナー・現地調査 :チャチューンサオ県
カンチャナブリ県
H28 現地調査 :サラブリー県、アユタヤ県

参加者 ： 100名程度（ベトナムからの参加者）
概 要 ： 日本から参加した4事業体、7企業が、膜ろ過、省エネ、配水コントロ
ール、図面管理、無収水対策等の技術を発表し、その内容に基づいて、

H25 セミナー
現地調査
H26 セミナー
現地調査

参加者とのディスカッションを実施。

ベトナム

:ビエンチャン
:ルアンパバン
:ビエンチャン
:ビエンチャン

H21 セミナー :ハノイ
現地調査 :ハイフォン、ダナン、
ハナム省
H22 セミナー :ハイフォン
現地調査 :ホーチミン、フエ、
クァンニン省
H26 現地調査 :ハイフォン市、
クァンニン省
H27 現地調査 :ホーチミン市
バリア・ブンタウ省

カンボジア

H20 セミナー :プノンペン
現地調査 :プレイベン、コンポンチュ
ナン、コンポンスプー
H21 セミナー :プノンペン
H22 セミナー :プノンペン
現地調査 :シェムリアップ、バッタン
バン、シアヌークビル
H23 セミナー :プノンペン
H24 セミナー :プノンペン
H25 現地調査 :プノンペン、カンダール
H28 セミナー :プノンペン
現地調査 :シェムリアップ

会 場 ： ハイフォン市コンベンションセンター

H20 セミナー :北京
現地調査 :⾧興県
H21 現地調査 :⾧興県、余姚市

ラオス

タイ

水道セミナーの実施例

インドネシア

H23 現地調査 :ジャカルタ、スマラン、プカンバル
H24 現地調査 :ソロ市等地域、西ジャワ州
H25 現地調査 :ブカシ、西ジャワ州 、ロンボック
H26 現地調査 :デポック市、ボゴール市
H27 セミナー・現地調査 :カラワン県、グレシック県
H28 現地調査 :ジャカルタ

水道セミナーの開催風景（他会場の参考写真）

29

9

30

水道産業の国際展開


水道産業の国際展開


現地調査の実施例

官民連携型案件発掘形成調査の実績
H23年度～28年度実績：７か国において、11回実施

ベトナム／サイゴン水道公社（平成27年度）
参加者 ： 日本企業8社（15名）
場 所 ： Thu Duc浄水場（浄水処理量65万m3/日）
結 果 ： 原水水質悪化、薬品注入自動化、沈澱池スラッ
ジ処理に課題があることが分かった。
現地調査の風景

ベトナム／バリアブンタウ水道公社（平成27年度）
参加者 ： 日本企業6社（12名）
場 所 ： Ho Da Den浄水場（浄水処理量12万m3/日）
結 果 ： 隣接地に浄水処理量10万m3/日の浄水場建設計
画があるほか、浄水場出口の水質は良好だが、
給水末端では悪化することが分かった。

ディスカッションの風景

31
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水道産業の国際展開


水道産業の国際展開

案件発掘調査の実施例

・平成26年度～27年度ベトナム
／ホーチミン市
日本の1事業体、1企業及びハイフォン
市水道公社が参加。原水水質悪化の課題
を抱えるTan Hiep浄水場において、日本
の技術である上向流式生物ろ過システム
の実証実験を実施。



水道セミナー・現地調査、官民連携型案件発掘形成調査の成果
カンボジアの事例
平成 11年 北九州市上下水道局がカンボジアへ水道専門家を派遣し、平成28年度までの間に3回のJICA
技術協力を通じた支援を実施
平成 20年～25年、平成28年 プノンペン市を中心に「水道セミナー・現地調査」を実施

実験プラント外観

平成 22年 「北九州市海外水ビジネス推進協議会」設立

最終報告会の風景

平成 23年 厚生労働省とカンボジア国鉱工業エネルギー省が「安全な水供給に関する覚書」署名

・平成26年度ベトナム
／バリア・ブンダウ省
日本の1事業体、1企業が参加。ベトナ
ム政府が計画を示した3,500m3/日の浄水
場建設及び周辺地域への給水施設整備の
実現可能性調査を実施。この調査では、
2030 年までの間、①既存浄水場の改善、
②原水水質に対応した新たな浄水場の建
設と拠点給水の実施、③新たな水源を活
用した分散型浄水処理システムの導入、
の 3段階による、日本の技術を導入した
整備計画を提案。

北九州市上下水道局とカンボジア国鉱工業エネルギー省が「9都市における水道基本計画
策定に係る覚書」署名
平成 26年 JICA協力準備調査「カンボジア国カンポット及びシハヌークビルにおける地方上水道拡張
整備計画準備調査」を北九州市上下水道局と日本企業のJVが受託
平成 28年 厚生労働省とカンボジア国工業手工芸省が「カンボジア王国における持続可能な水の共有
に係る協力に関する日本国厚生労働省とカンボジア王国工業手工芸省との間の覚書」署名
→ カンボジア全土への官民連携による協力が掲げられる。
JICA無償資金協力事業「カンポット市上水道拡張計画」（約21億円）の施工を日本企業が
受注し、設計監理を北九州市上下水道局と日本企業のJVが受注

フェーズ3提案イメージ
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水道産業の国際展開

国際基準化への取組

ベトナムの事例

１）国際標準化対応の重要性

平成 21年～22年、平成26年～27年 ハイフォン市、ハノイ市を含む都市で「水道セミナー・現地調査」
を実施
平成 21年 北九州市とハイフォン市が友好・協力協定を締結
平成 22年～24年 北九州市上下水道局がJICA技術協力を実施

WTO/TBT協定：国際貿易の技術的障壁を減らすために国際標準を尊重



海外ではISO規格の自国内反映が進む



米国、中国はISO委員会の幹事国へ積極姿勢、国際提案を拡大

２）ISO規格策定に対する日本の取組

平成 22年 「北九州市海外水ビジネス推進協議会」設立
JICA 草の根技術協力事業（地域提案型）にて、日本企業がハイフォン市アンズオン浄水場
に上向流式生物ろ過システムの実証実験を実施

平成 25～27年 ホーチミン市タンヒエップ浄水場において「案件発掘調査」による上向流式生物ろ過
システムの実証実験を実施（ハイフォン市水道公社が参加）



日本は、水道に関連するTC（専門委員会）へPメンバー（規格承認の投票権を
持つ）、幹事国として参加



TC224（フランスの提案で2002年に設置）
・上下水道システム管理のガイドライン、サービスの品質基準、業務指標を規定し、
水道の事業運営、維持管理事業に影響

平成 26年 JICA協力準備調査「アンズオン浄水場改善計画」を北九州上下水道協会と日本企業のJVが
が受注し、北九州市上下水道局がJICAアドバイザーとして参画

・日本はPメンバーとして参加するほか「上水道国内対策委員会」を設置して対応
水道に関連する主なISO専門委員会

平成 27年 日越政府間で「ハイフォン市アンズオン浄水場改善計画」に係る書簡を交換

ISO 専門委員会

平成 28年 「 (株)北九州ウォーターサービス」設立 → 昭和36年設立の「(一財)北九州上下水道協会」
から事業を移行。
JICA無償資金協力事業「ハイフォン市アンズオン浄水場改善計画」（約22億円）の施工を
日本企業が受注し、設計監理を北九州ウォーターサービスと日本企業のJVが受注
→ 日本企業の技術である上向流式生物ろ過システムが導入された。



内容

日本の位置付け

備考

TC5

金属管および管継手

Pメンバー

幹事国：中国

TC30

管路における流量測定

Pメンバー

幹事国：イギリス

TC113

開水路における流量測定

TC138

流体輸送用プラスチック管、継手お よびバルブ類

TC147

水質

Pメンバー
幹事国、 Pメンバー

Pメンバー

幹事国：インド
幹事国はPメンバーから任命
幹事国：ﾄﾞイツ

TC224
Pメンバー
飲料水および下水サービスに関する 活動
幹事国：フランス
注１）「 Pメンバー」（ Participating member）とは、専門委員会へ 積極的に参加して投票権を持つ国を指す。
注２）「幹事国」は 、専門委員会において資料やドラフトの作 成を担う事務局の役割を果たす。
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国際基準化への取組

国際機関との連携

３） ISO/TC224策定への関与

１）WHO、IWAと連携した開発途上国の支援



厚生労働省は、TC224の「上水道国内対策委員会」にオブザーバーとして参加



関与の流れ

厚生労働省は、WHO、IWA、国立保健医療科学院のメンバーで構成する
ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 「 Operation and Maintenance Network 」 （ 以 下
「OMN」という。）の活動を支援（平成11年度から活動資金を拠出）



TC224（専門委員会）

ワーキンググループ

日本を含む36か国の委員、23か国のオブザーバーで構成され、規格を審議

上水道国内対策委員会

OMNは、開発途上国の水道施設維持管理の改善に向けた活動を実施



各国から選出の議長とエキスパートで構成され、規格案を作成

・ワークショップの開催

国内の学識経験者・水道事業者・水関連民間企業・水関連団体・厚生労働省（オブ
ザーバー）・日本水道協会（事務局）で構成し、規格の議案を審議して以下を実施

水供給管理の知見提供、意識向上の促進

・日本のエキスパートを通じてWGに意見を提出
・専門委員会の規格承認に対する投票（投票権：国ごとに1票）

・ツールの提供
維持管理、漏水防止等に関する技術資料
の作成・提供

TC224のワーキンググループ概要と上水道国内対策委員会の審議対象
WG

事務局

内容

AHG1
AFNOR（フランス）
WG1
BSI（イギリス）
WG5
IRAM（アルゼンチン）
WG6
DIN（ドイツ）
WG7
SII（イスラエル）
WG8
KEBS（ケニヤ）
WG9
SII（イスラエル）
W G10
SCC（カナダ）
WG1１
JISC（日本）
W G12
Spring SG（シンガポール）
W G??
SII（イスラエル）
注）W G2～4は策定が終了して解散。

日本のエキスパート
が参加するWG

上水道国内対策
委員会審議対象

○
○
○
○

○
○
○
○
○

○

○

○
○

○
○

範囲の見直し
用語の定義
規格の適用例
アセットマネジメント
危機管理
オンサイト下水処理
意思決定支援
トイレに流せる製品
雨水管理
水の効率性利用
ウォーターロス（予定）

・ポータルサイトによる情報発信
施設維持管理の技術的助言サービス

・維持管理に係わる調査・研究
国立保健医療科学院からWHOへ専門家を
派遣
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国際機関との連携

国際機関との連携


OMNのホームページ画面
出典： Operation and Maintenance Network ホームページ
http://www.operationandmaintenance.net/templates/ld_templates/layo
ut_33151.aspx?ObjectId=33668&lang=eng

２）国際会議への参加

提供ツールの例（ケーススタディ：マレーシアでの漏水対策）
OMNホームページからダウンロード



第 10 回 IWA 世界 会議 ・展 示会（ 平成 28 年 10 月 ブリ スベ ンに て開 催）では、
“International Water Regulators Forum” において「新水道ビジョン」の講演・
ディスカッションを実施



ジャパン・パビリオンに出展し、日本の国際貢献をPR

International Water Regulators Forum

出典： Operation and Maintenance Network ホームページ http://www.operationandmaintenance.net/ibis/OM-Toolbox/eng/Toolbox

Emerging Water Leaders Forum

39

ジャパン・パビリオン

40

運営事業への対応強化


日本の水道事業は原則として地方自治体が経営



ODA案件において、事業運営の実績がない・少ない企業は単独でP/Qを通
過できない

水道法改正により国内でのコンセッション導入を推進し、国内でコンセッ
ションの実績を積んだ企業の海外展開を促進（今後、国会へ改正法案提出）

御清聴ありがとうございました

＜コンセッション方式＞
・利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事
業者に設定する方式
・公的主体が所有する公共施設等について、民間事業者による安定的で自由度の高い運営を可能とすること
により、利用者ニーズを反映した質の高いサービスを提供

出典：平成29年度第1回官民連携推進協議会厚生労働省講演資料「水道法改正に向けて」（平成29年8月21日）
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基調講演②
「JICAによる無収水対策への取組みについて」
松本 重行 氏
（ＪＩＣＡ 地球環境部次長）

13

2018年2月19日
東洋大学国際共生社会研究センター主催シンポジウム
「開発途上国における水道事業体の収益確保を目指した
技術協力と水ビジネスの展開
―第１回 無収水対策を中心として」

内容

 開発途上国における無収水の問題

JICAによる無収水対策への取り組み

 JICAの無収水対策の協力事例
 無収水対策と水ビジネス
 無収水対策の今後の展望

独立行政法人国際協力機構
地球環境部 水資源グループ⾧ 松本 重行
2

国際水協会（IWA）による無収水の定義
生産した水道水のうち、料金請求の対象とならなかった水

認定
給水量

開発途上国における無収水の問題
配水量

損失
水量

請求認定
給水量
非請求認定
給水量
見掛け
損失水量

有収
水量

請求計量給水量

Revenue
Water

請求非計量給水量
非請求計量給水量
非請求非計量給水量
非認定給水量

料金を請求しない
公共用水
事業用水（洗管等）
違法接続（盗水）

計量・集計誤差

メーター不良

送配水管からの漏水

無収
水量

NonRevenue
Water
(NRW)

実損失水量 給水管からの漏水

3

配水池からの漏水・越流

3

4

IWAによる「無収水」の定義の問題

日本の配水量分析表
有収水量

有効水量
総配水量

無収水量

料金水量

水道料金徴収対象

分水量

他の水道事業体への
分水

その他有収水量

消防用水他

メーター不感水量

メーター測定誤差等

事業用水量

管路維持のための
洗管水量等

その他無収水量

収入は伴わないが
有効に使われた水量

漏水量

浄水場から給水管の
メーターまでの漏水

調定減額水量

赤水や漏水などの
ため料金請求を減額
（非請求）

無効水量

1. 有効か無効かを区別せず、料金請求の有無で定義している。
①無効水量の削減による水資源の有効活用と、②経営改善のため
の料金請求額の増加という、「無収水対策」の2つの異なる目的
が混同されてしまう。

2. 「料金請求の有無」で定義しており、「料金徴収の有無」で定義
していない。

「無収水」だけを見ていると、料金徴収率の向上が軽視される。

3. 顧客メーターがついていなくても、定額で料金が請求されていれ
ば有収水量となり、無収水対策の範疇に含まれない。

節水インセンティブが働かず、変動費用を適切に賦課することが
できないという、定額料金制の問題が軽視される。
「無収水の削減」を自己目的化すべきではない。
目的が無効水量の削減なのか、経営の改善なのかを明確にし、
無収水の定義に囚われずに、必要な対策を講じるべき。

5
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途上国における無収水率

途上国における無収水率
（＊）各国の規模が大きい上位3ヶ所
の水道事業体の平均を算出

水道事業体数の割合

平均値は35％

（出典）国連UN-Water:Global Analysis
and Assessment of Sanitation and
Drinking-Water GLAAS（2017）、
水道技術研究センター水道ホットニュース第
543号（2016）

無収水率のレベル

世界銀行の水事業体データベースIB-NETにおける
途上国44か国、900事業体の無収水率の分布
 無収水率が高い事業体はIB-NETにデータの報告もできないため、
実際は平均40～50％程度と推測されている。
出典:Kingdom, B.; Liemberger, R.; Marin, P. (2006) The Challenge of Reducing Non-Revenue Water (NRW) in
Developing Countries - How the Private Sector Can Help: A Look at Performance-Based Service Contracting. The World
Bank

世界各国における無収水率

7

100

80

80

60
40
20

途上国における顧客メーター故障
メーター故障率（％）

100

無収水率（％）

無収水率（％）

途上国における無収水率： JICAの調査例

60
40
20
0

0

地区A

地区B

地区C

その他無収水
漏水
有収水

JICAの技術協力プロジェクトの
パイロット地区における無収水率の分布

9

参考

30
20
10
0

平均
エルサルバドル

パラグアイ・
アスンシオン

バングラデシュ・
チッタゴン

インド・ゴア

 顧客メーターは、精度の低下だけでなく、故障も多い。
 JICAの調査では30％前後のメーターが故障。
10

インド・ゴア州における
配水量の内訳

途上国におけるメーター設置状況の例

適切に管理されておらず、ほとんど
埋まった状態の水道メーター（ネパール）

40

JICA技術協力プロジェクトのパイロット地区における
メーター故障率調査結果例

メーター不良
平均

8

参考

排水溝内に設置されて水没している
水道メーター（ミャンマー）

途上国における漏水、盗水の例

給水管からの激しい漏水（サモア）

消火栓からの盗水（カンボジア）
（出典:北九州市上下水道局）
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途上国の水道によく見られる問題と無収水

プノンペン水道公社による無収水の削減

 管路の老朽化: 漏水の多発、脆弱な管種の使用
 プラスチック管の多用: 漏水の多発、盗水が容易、
音聴による漏水発見が困難

 復旧に伴う施設更新の
効果が大きかったが、
徹底した見掛け損失対策
も奏功。

 管網図の未整備: 漏水探知が困難、バルブが行方不明
 施工不良: 管接続不良箇所で漏水、メーター取り付け不良

 無収水と料金徴収の改善
が、水道公社の財務状況
を劇的に改善。株式市場
に上場するまでに。

 スパゲッティ配管: ⾧い給水管からの漏水
 安価な資材の利用: メーターがすぐに故障、漏水の多発
 低水圧: 音聴による漏水発見が困難、水圧向上で漏水増加
 時間給水: 水撃圧による管路へのダメージ、盗水が容易
 水質不良: 顧客メーターの故障の頻発

13

料金徴収
改善

顧客リスト作成、メーター設置、料金徴収員の歩合給導入等。
料金徴収率 48％（1992年） ⇒ 99.9％（2009年）

無収水
削減

盗水対策:盗水罰則強化、盗水報告への報奨金、受水ピット撤廃
漏水対策:管路更新、漏水修理班の組織、漏水修理の徹底
無収水率 72％（1992年） ⇒ 5.94％（2009年）

14

JICAによる無収水対策への協力の歴史
1980 漏水対策の専門家派遣の開始
• マレーシア専門家（1985～）
• タイ・水道技術訓練センター（1986～）

1990 無収水対策への協力の開始
• フィリピン専門家（1989～）:無収水量測定やメーターも対象
• フィリピン・無収水低減化対策プロジェクト（1994～）
• タイ・水道技術訓練センターフェーズ2（1994～）:
無収水量管理の研修コースを設置
• 研修コース「上水道無収水量管理対策」（1996～）

JICAの無収水対策の協力事例

2000 無収水対策プロジェクトの増加

15

参考

• 地方自治体による提案型事業の開始（1999～）:北九州市が
プノンペンに配水監視テレメーターシステムを導入
• ヨルダン国無収水対策能力向上プロジェクト（2005～）
• 地方自治体、自治体出資企業、開発コンサルタントによる
多数の技術協力の実施

15
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JICAの無収水対策プロジェクトの典型事例

無収水対策関連プロジェクトの展開状況

タイプ１

特定の水道事業体を対象に、無収水対策に特化したプロジェクトを実施
ナイジェリア国連邦首都区無収水削減プロジェクト
（2014～2017）

報告書は原則として公開。
ウェブ検索でJICA図書館の
サイトがヒットします。

八千代エンジニヤリング、横浜ウォーター共同企業体

目標:水道事業体の無収水削減に関する能力の強化

成果１

成果２

成果３

無収水の測定

無収水削減活動の
強化

無収水削減のための
計画策定

流量計

17

17

パイロット
プロジェクト

組織

計画

予算

18
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JICAの無収水対策プロジェクトの典型事例

JICAの無収水対策プロジェクトの典型事例

タイプ２

タイプ３

特定の水道事業体を対象に、包括的なスコープの中で無収水を扱う

技術協力による能力強化と、資金協力による管路更新の組み合わせ
ブラジル国無収水管理プロジェクト（2007～2010）

インドネシア国南スラウェシ州マミナサタ広域都市圏
上水道サービス改善プロジェクト（2016～）

さいたま市水道局、川崎市上下水道局、名古屋市上下水道局、中央開発

サンパウロ州無収水対策事業（2012～2016）

日水コン、コーエイ総合研究所共同企業体

円借款

目標:水道公社職員の上水道サービスの運営・維持管理能力の向上

目標:無収水量の削減

成果１

成果２

成果３

成果４

成果５

水道公社間の
協力・調整の
促進

財務管理能力
の強化

無収水削減
能力の強化

GISデータ
ベース構築
能力の強化

水質管理能力
の強化

成果間の相乗効果

技術協力

円借款

• 人材育成体制の強化
• 無収水対策の強化

• 配水管・給水管の更新
• 顧客メーターの更新
• 配水管網のブロック化

19

20

JICAの無収水対策プロジェクトの典型事例

参考

無収水対策プロジェクトの活動イメージ

タイプ４

相手国の水道セクター全体を対象に、無収水対策の強化を支援
ケニア国無収水削減能力向上プロジェクト（2016～2021）
協和コンサルタンツ、東京水道サービス、東京水道インターナショナル共同企業体
漏水探知訓練（ヨルダン）

目標:水道事業体が無収水削減活動を実施するための支援体制の確立

成果１

成果２

成果３

成果４

成果５

省庁の促進・
調整機能の
強化

ガイドライ
ン、マニュア
ルの整備

研修実施能力
の強化

計画策定・
実施能力の
強化

水道事業体間
での知見や
情報の共有

仕組みづくり

メーターのチェック（バングラデシュ）

21

パイロットプロジェクトの成果例
パイロット地区の無収水率（％）

減圧弁設置（ヨルダン）

管網図の作成（エジプト）

22

パイロットプロジェクトの費用対効果

60

ヨルダン、エルサルバドルにおける費用回収期間の試算例

50

費用回収期間

プロジェクト名

40
30

ヨルダン国
無収水対策能力向上プロジェクト・フェーズ２

Before
After

20

3.76～5.26年

エルサルバドル国
上下水道公社事業能力強化プロジェクト

3.7年

ソロモン諸島水道公社無収水対策プロジェクトにおける便益の試算例
（1,464世帯のパイロットエリア対象）

10
0
スリランカ

エルサルバドル ソロモン諸島

インド

 パイロットプロジェクトは、無収水を削減することが目的ではない。
 活動を通じたOJT、現地の事情に適した最も効率的な対策の把握、
費用対効果の調査、効果の「見える化」などによって、能力強化と
普及展開に向けた礎を築くことが目的。

3年間の増加収入

3年間の対策費用

3年間の便益

3.8億円

0.6億円

3.2億円

 無収水対策は水道事業体の収益確保に大きく貢献。
 対策のための投資は短期間で回収可能。

23
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参考

無収水対策に対する協力アプローチの体系

参考

課題別指針「水資源」

配水量分析の実施
バルクメーターの設置
顧客メーターの設置
漏水修理時の漏水量計測
漏水修理記録の整備、データベース化
顧客メーターの設置状況、故障状況の把握
違法接続の実態把握
管材、管の布設時期、水圧、施工品質、管材の品質等、漏水に影響する
因子に関する情報の整理、データベース化
 顧客メーターのタイプ、品質、検定状況、交換状況、精度、料金請求・
徴収事務の状況等、見かけ損失に影響する因子に関する情報の整理
 パイロットプロジェクトによる無収水の原因構成の分析









 水資源（水供給、衛生、水資源管理）分野の概況、途上国の課題と
その解決に向けたアプローチ、JICAの協力方針をまとめた資料。
 2017年7月完成の最新情報。SDGsを踏まえた記述内容。

無収水の
実態把握

 JICAの主な協力事例、地域別の水資源の現状と優先課題、他の援助
機関の取組み等、附録も充実。
 ウェブサイトで公開。PDF版をダウンロード可能。











無収水対策
推進体制の
整備
25

無収水対策に対する協力アプローチの体系





実損失対策
の推進








 顧客メーターの設置
 故障している顧客メーターの更新
 顧客メーターの定期的な更新、検定、精度管理を継続する体制の整備
（メーター台帳整備、テストベンチ導入等）
 適切な計測方式、品質の顧客メーターの導入
 顧客台帳の整備
 検針員の技量向上
 料金請求プロセスの改善（顧客台帳の整備、電子化等）
 違法接続の摘発、正規化
 違法接続通報体制の整備（報奨金制度等）

見掛け損失
対策の推進

実施しているプロジェクト数

12

 活動内容は、体制整備と見掛け損失対策が多い。

6

パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業

地
下
漏
水
探
知
、
修
理

無
収
水
対
策
計
画
策
定

水
道
メ
ー
タ
ー
更
新

無
収
水
削
減
組
織
の
設
立

違
法
接
続
の
摘
発
、
正
規
接
続
化

料
金
請
求
手
続
き
の
改
善

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
付
け

給
水
管
施
工
技
術
の
向
上

水
圧
の
適
正
化

費
用
対
効
果
分
析

住
民
啓
発

老
朽
管
路
の
更
新

給
水
管
敷
設
替
え

今後強化すべきと思われる主な活動内容

無
収
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流
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理
の
迅
速
化
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日本の経験の発信

 無収水対策についても１つの
モジュール全体を充て、東京都
水道局の事例を交えながら
説明。

2
配
水
量
分
析

6

 途上国向けの研修教材として、
テキストとパワーポイントを
作成。

4
0

無収水対策推進体制に関する項目
実損失対策に関する項目
見掛け損失対策に関する項目

8

 「日本の水道事業の経験」(JICA、2017)

無収水対策推進体制に関する項目
投資が少なく即効性のある項目
投資資金が必要な項目

8

10

参考

 体制整備や、少ない投資で即効性のある対策を強化すべき。
 投資が必要な項目は資金協力との連携が必要。

10

12

2005～15年に実施された技術協力プロジェクト13件における活動内容

27

無収水対策プロジェクトの活動内容

参考

26

無収水対策プロジェクトの活動内容

参考

地上漏水修理の迅速化
住民啓発等による漏水通報体制の強化、パトロールの実施
地下漏水探知の導入、探知技術の向上、探知機材の整備
漏水修理技術の向上、修理に用いる資材の品質向上、漏水修理作業用
機材の整備
水圧の適正化
管路施工技術の向上
民間業者の管路施工技術の向上
老朽管路の更新
管路情報の整備（GIS化等）
貯水槽からのオーバーフローの是正

実施しているプロジェクト数

参考

無収水対策担当組織の設置
トップマネジメントによるコミットメントの明確化
無収水対策計画、アクションプラン等の策定
費用対効果分析に基づく効率的な無収水削減アプローチの分析
無収水量の計測、モニタリング体制の整備
インセンティブメカニズムの導入
モニタリング結果に基づくPDCAサイクルの導入
住民啓発の実施
Performance-based Contract導入に向けた支援

地
上
漏
水
修
理
の
迅
速
化

 公開資料。

http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject0301.nsf/3b8a2d403517ae4549256
f2d002e1dcc/58841dbf2f9a88d94925810c00270b4c?OpenDocument
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30

JICAの民間連携・中小企業支援事業
情報収集・調査
協力準備調査
（PPPインフラ事業）
途上国の課題解決型ビジネス
（SDGsビジネス）調査

無収水対策と水ビジネス

中小企業海外展開支援事業
基礎調査
中小企業海外展開支援事業
案件化調査

普及活動/人材育成
開発途上国の社会・
経済開発のための
民間技術普及促進
事業

中小企業海外展開
支援事業
普及・実証事業

本格展開

 技術協力、無償資金
協力、有償資金協力
等、ODA事業との
連携を通じた展開
 民間企業自身による
ビジネス展開

民間連携
ボランティア
31
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32
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JICAの民間連携・中小企業支援事業

無収水対策に関連した民間企業との連携事例
総合的無収水対策、ソフトウェア、システム

詳しくはJICAのウェブ
サイトに民間連携の
ページがありますので、
ご参照ください。

国名

タイ

提案企業
横浜ウォーター(株)
日本工営(株)

テスコアジア(株)
スリランカ 【名古屋市上下水道局が
参加】
インド
ネシア

ブラジル

(株)パイプデザイン
(株)ジオプラン
東京水道インターナショ
ナル(株)

スリランカ 三菱電機(株)

33

無収水対策に関連した民間企業との連携事例

インド

インド

インド
ネシア

インド
ネシア

提案企業
水道テクニカルサービス
(株)
エム・アール・アイ
リサーチアソシエイツ(株)
水道テクニカルサービス
(株)

(株)グッドマン
【横浜市水道局、横浜
ウォーターが参加】

東京水道サービス(株)

JICAの事業名称
中小企業連携促進

【漏水調査、漏水修理・給水管分岐工事、 基礎調査
配水管維持管理業務、機材販売業務】
パッケージ型無収水削減策の普及・実証事業

【メーター交換、漏水発見器、ハンディ
ターミナルによる検針・料金請求、施工
基準設定・施工監理技術】

水道インフラ管理システムの高度化を通じた水
道運営改善案件化調査

【AutoCADソフトウェア、設備管理台帳
システム】

普及・実証事業

案件化調査

水道事業効率化のためのハイパーマネジメント
中小企業連携促進
システム事業調査
基礎調査

【空間情報データベース】

上水道向け広域監視システム普及促進事業

【広域監視制御システム】

民間技術普及促進
事業

34

無収水対策に関連した民間企業との連携事例

漏水探知技術・製品
国名

案件名
タイ地方水道公社（PWA）と連携した配水管
維持管理事業調査

無収水対策関連資機材
案件名

JICAの事業名称

国名

上水道漏水検知サービスの案件化調査

【漏水検知技術、常設型自動配給水管
監視装置】
自動漏水音検知器を用いた漏水検知システムの
普及･実証事業

【漏水検知技術、常設型自動配給水管
監視装置】

ベトナム

案件化調査

ベトナム

バングラ
デシュ

TSリークチェッカーを活用した上水道の無収
水削減技術案件化調査

【大阪市水道局が協力】

【サドル分水栓、施工ライセンス制度】

(株)昭和螺旋管製作所
(株)フォーバル
(株)ヘリオス・ホール
ディングス

スリランカ 兼工業(株)

【樹脂管用漏水探知機】

案件名
給水装置施工技術普及促進事業

普及・実証事業

樹脂管（PVC管・PE管等）に特化した漏水探
索器を使用した無収水削減対策及び配水管維持
普及・実証事業
管理の普及・実証事業

【時間積分式漏水発見器】

提案企業
(株)タブチ

JICAの事業名称
民間技術普及促進
事業

漏水率低減による生活水準向上及び経済発展促
中小企業連携促進
進のための事業調査
基礎調査

【給水用ステンレス波状管】

ダッカ市内の上水道整備のための案件化調査

【電磁式流量計、電子式水道メーター、
SCADA】
適正な配水の実現と無収水削減に資するPSVシ
ステム構築のための案件化調査

【持圧弁】

案件化調査

案件化調査

これらの調査・事業の報告書は、企業秘密に属する情報を除き、
JICA図書館のウェブサイトで公開。

案件化調査

PDFファイルでダウンロード可能です。案件名で検索。
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Performance-Based Contractによる無収水対策

Performance-Based Contractの課題
1. 「成果」を測定するためのKey Performance Indicator（KPI）の

 民間企業による効率化努力、創意工夫を活用。

明確な定義が必要

 一定の地区の無収水の削減を包括的に民間が請け負う。
ベトナム
ホーチミン

業務内容

マレーシア
セランゴール

 定義が不明確で、訴訟になった事例あり。
 「無収水率」のように、無収水対策以外の要素に影響される指標は
望ましくない。

タイ
バンコク

 大口顧客のメーターの更新、未収金の回収など、一部の
業務を民間が請け負う。
ブラジル

2. KPIの測定ができなければならない。
 途上国ではベースラインデータが得られない、精度が低いなどの問題。

サンパウロ

 メーターがない、時間給水、などの問題があると測定が難しい。

 一定地域の水道事業自体を民間が請け負い、無収水削減
を成果指標の1つとする。
インド
フィリピン
カルナタカ

報酬体系
37

3. 契約が複雑になりがち。途上国側の能力が問題。

マニラ

 途上国側の関係機関がPerformance-Based Contractを理解していない。
 経験を有するコンサルタントも少ない。

 実費相当分の支払い ＋ 成果に連動したインセンティブ
／ペナルティ。

 競争が成り立たない。
 インセンティブとペナルティが適切に規定されない。
 実費相当分の支払いと成果連動の支払いのバランスが適切でないと、
インセンティブが働かない。

 民間企業が投資も行い、対策の成果による料金収入の
増加分の一部または全部を民間企業が受け取る。

38

途上国における「無収水ビジネス」の課題
1. 世界的には水道事業自体を民間企業が請け負って効率化する方向。
日本企業は単体の製品や技術の売り込みがまだ多い。

 無収水の原因は多岐に亘る。個々の製品や技術は有効だが、単体では
効果が限定的。
 水道事業の運営・維持管理を行う「オペレーター」の役割が重要。

2. 途上国の水道事業体のインセンティブ、モティベーションが低い。

無収水対策の今後の展望

 独立採算でなく、無収水削減のインセンティブが弱い。
 水道料金が安すぎる。
 理屈では必要性やリターンが分かっていても、初期投資が賄えない。

3. 途上国の水道に特有の多様な問題への対応が必要。
 管網図がない／不正確、流量計がついていないなどの基礎データ不足。
 時間給水、低水圧、水質不良などの問題。
 施工品質の低さ、技術者不足、材料の品質不良、バルブが少ない。
 水道事業体によって特性が異なる。画一的なアプローチではなく、
現地の状況への適応が必要。

40
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JICAの無収水対策支援のこれから①

40

JICAの無収水対策支援のこれから②
3. 包括的な取り組みの強化

1. 対象となる水道事業体の状況に応じた多様なアプローチの選択と
段階的な支援

 技術協力（能力強化）と資金協力（施設整備）の一体的な活用
 無収水削減に必要となる幅広い要素を包括的に見渡して協力をデザイン
 対症療法だけでなく予防的対策が重要。施工品質の改善、データ整備、
インセンティブメカニズムの設計、等。

 目的: 漏水削減なのか、経営改善なのか
 レベル: 無収水量は測定できているのか、普及率はある程度あるのか、
無収水対策を推進する部署はあるか、職員はいるか

 技術的な対策だけでなく、経営の視点が重要。

 インセンティブ: 独立採算か、規制監督メカニズムはどうか
 周辺条件: 給水時間、水圧、水質、管網データ整備状況、等

4. 民間企業の進出に向けた環境整備

 画一的なアプローチではなく、テーラーメードで処方箋を書く必要。

 実態把握、途上国関係者の啓発、インセンティブメカニズムの構築、
データ整備、人材育成、等

2. 無収水対策の持続性向上の強化

 途上国の水道事業体、政府関係者との信頼関係の構築、人脈構築

 インセンティブメカニズム、体制構築、計画策定、予算確保

 日本国内の関係者に対する情報提供

 目に見える成果の発現、費用対効果の明確化、モニタリング、競争意識
 幹部層の理解と支持の増進
 パイロットプロジェクトの成果を波及させるための工夫
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途上国における無収水対策ビジネスのこれから

段階に応じた援助の役割

1. ODAを通じて蓄積されてきている情報と人脈の活用

段階

 JICA事業の公開報告書には、対象の水道事業体の無収水関連情報が豊富
 地方自治体、自治体出資企業、開発コンサルタントの専門家経験者が、
現地の詳しい情報を保有
 途上国の水道事業体や政府機関との信頼関係

無収水対策

援助の形態

• まず自己予算で対策
開始。

• 見掛け損失対策
• 漏水探知・修理

• 無収水率の低減による
増収効果。
• 借入返済能力。

• 給水管更新

少額の資金協力

• 無収水率の低減による
更なる増収効果。
• 借入返済能力の拡大。

• 送配水管更新

多額の資金協力

技術協力

 途上国特有の様々な障害、日本との違いに関する理解を深める。
 ターゲットの選定（基礎データや支払能力の有無、相手のニーズ、等）

2. 水道事業体のノウハウの活用
 無収水対策は水道事業の多様な側面に関係する。水道事業体（オペレー
ター）の総合的な運営・維持管理ノウハウの活用が望ましい。

3. 対象水道事業体の財務負担能力に応じたビジネスモデルが必要
 財務負担能力のある事業体には、単体の製品・技術の販売も可能。
 財務負担能力の乏しい事業体には、「先行投資による対策実施＋無収水
削減による増収益での投資回収」のようなビジネスモデルも必要。
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水道事業経営の「悪循環」

「悪循環」を「好循環」に転換する包括的取り組み

顧客の不満

(3) PDCAサイクルの強化

(4) 顧客意識、顧客サービスの向上

 Plan – Do – Check – Act のサイクルで

 水道事業の原点である、市民に対する水道サービス

業務を
計画的に実施・評価・改善するプロセスを事業運
営に組み込む。
 ⾧期計画、経営計画、アクションプラン等の作成。
 計画をモニタリングする仕組み作り。

低い給料
補助金への依存

• 運転・維持管理の改善

 無収水対策

• 組織の整備、計画策定

• 計測、モニタリング体制構築

「悪循環」を「好循環」に転換する包括的取り組み

体系的、包括的な能力強化が必要
社会レベル

 水道料金改定に関する議論の促進

 水道料金設定のガイドライン等の整備

 貧困層に対しては接続料金の減免、一般会計からの社会福祉政策としての補助等で対応

 水道の会計を政府・自治体の一般会計から分離






責任の明確化と事業運営効率の向上

 事業計画策定能力、審査能力の向上

 民間セクター活用のための環境整備

 債券発行による資金調達の支援

 気候変動対策関連基金、EGS投資等、新たな

資金源へのアクセスの検討

個人レベル

は目的や金額を明確化

 意思決定、人事等の裁量のある公社 として独立させ、

(10) 民間セクターの活用

 水道施設整備基金等の資金ソースの整備支援

組織レベル

 水道料金による事業運営を原則とし、補助金の投入

(9) 資金調達メカニズムの強化

• 発注する官側の人材育成、能力強化

47
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組織運営能力
組織文化
インセンティブ
意思決定等
意識改革
リーダーシップ

中堅技術者
幹部候補

体系的知識
マネジメント力
課題解決能力

一般職員

• 民間企業による資金調達の支援

法制度
社会環境
政治的支持

トップ・幹部

• 法制度、規制監督体制の整備

• 民間企業にとっても魅力的な案件形成の支援

46

能力強化（キャパシティ・ディベロップメント）の対象と手段

 財務計画、投資計画立案能力の向上

 規制機関（regulator）と事業者（operator）を分

 料金徴収率の向上

無収水対策は、包括的な水道事業改善への
取り組みの中に位置づけるべき。

• 対策技術の向上

(6) コストリカバリーを考慮した水道料金水準の設定

(8)独立採算化、公社化

業務の改善につなげる。

 顧客サービスを改善し、料金支払意思を上げる。

(5)事業運営の効率化、維持管理能力の強化、水道料金徴収の強化

政府・政治の
コントロール

(7) 規制監督の仕組みの強化

の提供を意識する。

 顧客のニーズ、要望、苦情に対応することで、

 水道サービスの改善（水質、水圧、水量、給水時間等）

45

離する。
関係機関の役割を明確化する。
基本となる法制度（水道法、ガイドライン等）を
策定する。
サービス水準や目標値を定める。
規制機関が事業者をモニタリングし、結果を公表。

 指標値が改善すると達成感が得られ、職員の

モチベーションが高まる。

組織制度の悪循環
事業運営の
裁量が小さい

 業績を数値で示して比較し、政治の支持を得る。

 対外的に公表し、コミットする。

組織運営の悪循環
低い
モチベーション

 規制機関が事業者をモニタリングし、結果を公表。

 ミッションを文書にまとめる。

低い料金収入

低い
パフォーマンス

(2) モニタリングとベンチマーキング
 業績指標を比較し、疑似的な競争環境を生む。

 ミッションを組織内に浸透させる。

顧客対応の悪循環

質の低い
サービス

(1) ミッションの再確認とコミット
 自らの役割、存在意義を改めて考える。

技術、技能、
知識

 技術協力
 資金協力
 草の根技術協力

 アジア地域上水道事業
幹部フォーラム
 技プロ、第三国研修等
 日本への留学





研修
技術協力プロジェクト
専門家派遣
草の根技術協力
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ご清聴、有難うございました。
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基調講演③
「水道におけるスマートメーター開発・導入の
現状と展望」
土田 泰秀 氏
（東洋計器㈱ 代表取締役社長）

25

１

東洋大学国際共生社会研究センター主催シンポジウム
「開発途上国における水道事業体の
収益確保を目指した技術協力と水ビジネスの展開」

世界のメーター設置数
全世帯

（アジア）

［日本］

7.4億個

（ 4.2億個）

［ 4,970万個］

ガスメーター

4.0億個

（ 1.0億個）

［ 5,380万個］

電力計

15.8億個

（ 7.7億個）

［ 8,170万個］

水道メーター

―――第１回「無収水対策を中心として」の開催について―――

アジアの水道メーター設置数

「水道における
スマートメーター開発・導入の
現状と展望」

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ,
450万個,
1%
ベトナム,
450万個,
1%

インド,
450万個,
1%

台湾,
690万個,
2%
フィリピン,
1,100万個,
3%
韓国,
1,290万個,
3%

平成30年2月19日
東洋計器株式会社
取締役社長 土田 泰秀

インドネシア,
450万個,
1%

マレーシア,
360万個,
1%

タイ,
360万個,
1%

パキスタン,
250万個,
1%

その他諸国,
510万個,
1%

日本,
4,970万個,
12%

（Energy Research 社：2006年集計）

アジアのガスメーター設置数
インド,
60万個

インドネシア,
10万個

タイ,
10万個

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ,
100万個
台湾,
210万個
パキスタン,
420万個,
4%

中国,
3億0,200万個,
72%

韓国,
1,030万個,
10%

4億1,530万個（全世界の57％）

中国,
2,900万個,
28%

その他諸国,
260個,
3%

日本,
5,380万個,
51%

1億380万個（全世界の26％）
2

Copyright© TOYO KEIKI CO.,LTD. Ａll Rights Reserved

２

日本の水道メーター 「テレメ」の活用 （東洋計器の実例）

③ 一般加入電話回線を利用した、工業用水の使用量テレメ監視（Ａ市様）

① ＰＨＳと無線機を利用した、水道自動検針（和歌山県高野町様）
一般加入電話回線

無線機で美観を確保

表通りの無線子機

境内では
燈明内に子機を設置

市内の工場で使用される水道量を
１時間間隔で監視します。

カウンターに記憶されるロードサーベイデータ
（１時間値）

観光センターの無線子機
ロードサーベイデータ

全戸に取り付けられた
電子式水道メーター

Copyright© TOYO KEIKI CO.,LTD. Ａll Rights Reserved
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4

⑥ 高齢者元気応援システム（長野県企業局様、坂城町様）

④ 災害時の重要拠点の水の供給状態を遠隔で確認（東京都水道局様）

Copyright© TOYO KEIKI CO.,LTD. Ａll Rights Reserved
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6

⑧ 水使用実態調査システム（東京都水道局様）

⑦ 入転居時の給水停止、開始を遠隔操作（Ｂ市様）

双方向遮断弁
ＳＶー２０

電子式水道メーター

スマートメーターの定義を満足

電池式遮断弁

7
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３

宅内のＩＰ網を利用した監視（Ｂルート方式）

水道事業における スマートメーター導入 に関する最近の動向

各事業体の水道スマートメーターに関する実証実験

ガスＮａｖｉ

東京都水道局様

ＨＥＭＳを利用したシステム
電気／ガス／水道

水道使用水量の見える化
見守りサービスの提供

目的

等を計測

ガスラジオという機器が水道とガス
の使用量を計測し、上位と通信して
データを渡す。

実証実験期間

平成26年9月12日～平成28年1月29日

横須賀市上下水道局様
自動検針による人件費の削減
見守りサービスの提供

1．「使用水量の見える化」･･･ご自宅にお
ける日々の使用水量を、表示装置やイン
ターネット等により手軽に確認できるサー
ビス

内容

神戸市水道局様
水道管理コストの削減
適切な施設投資計画

使用量データを収集・需要の把握による事
業の効率化

無線検針と実検針との正確性の比較や自
動化によるメリット・デメリットについての検
証

平成28年3月～平成31年3月

2015年4月～2016年3月

実験試験局免許取得後から平成29年3 月

横浜市水道局が所有する集合住宅に、ガ
ススマートメーターと水道電子式メーターを
導入、2つを同一の発信機（水道は変換器
あり）と接続し、無線自動検針システム（本
実証での無線通信方式には、U バスエア
を採用）を構築する。

神戸市内9ヶ所に設置した水道スマートメー
ターから、280MHz帯広域無線ネットワーク
を介して流量等のデータを収集し、可視化さ
れた分析結果を神戸市水道局内においてリ
アルタイムに確認する。

Uバス方式を採用した水道スマートメータと
お客様サービス向上の一環として、次の
2つのサービスについて、技術開発を行う。 多段式無線通信技術（Uバスエア）を導入す
る。

ＥｃｏＢｏｘ内に最新の２年間分の
１時間毎のデータを蓄積。

横浜市水道局様
ガスメーターとの無線自動検針の共有化
の検証

約200世帯にスマートメーターを設置し、機
器の技術的な検証やデータ分析などを行う。

東京ガス㈱研究所内でデータ集計指示、
集計データの確認を行う。

2．「みまもり」･･･見守られる側のお客さ
まの水使用に異常があった場合、見守る
側のお客さまに対し、Eメールによって異
常を通知するサービス

検針員の目視による実際の検針データを
報告した後、本システムで自動収集した検
針データを比較することで、無線通信の信
頼性など、実運用面からの有効性を総合
的に評価・検証する。

今後の水道管ネットワークの効率的な運用
管理

また、計測結果をもとに従来のアナログメー
ターとの精度や有用性の比較検討を行うと
共に、漏水検知への運用の可否について評
価する。

多段中継無線（マルチホップス）

検針件数 約95万件／月
検針員
約400名／月
委託料
約10億円／年

参考

電文またはパルスのメーター

４

世界のスマートメーター現状
設置主体と計画

アメリカ

（出展：JWRC第一回水道スマートメーター協議会資料参
考）

9
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10エリア合計で269.6万件に
704.8億円投入（2.6万円／件）

ニューヨーク（給水86万件）では
2009～2012に導入
推定費用 225億円
ソフトウェア他
6.7億円
46.9億円
メーター費用
95.0億円
無線設置他
ゲートウェイ費用他 16.9億円
等

設置政策や主要な目的
【検針費の削減】
①デンバー市（24万件）では36億円を投入
②検針員35人が5人に

５
水道メーター関連・
データ収集方法など
①多段階中継無線でデータ収集し、公
衆回線が主体

スマートメーターの要件

ＩｏＴの活用策

ガススマートメーター 求められる機能
【ニューヨーク】
①一日当り 大型メーター24回検針
小口径は4回検針

電気スマートメーター 求められる機能

機 能
狭 義

②デンバーなどではドライブ無線検針

③一日当り検針数400件／日→4,500件／日

②請求周期は３ヶ月から毎月に変更

導入 ・ 普及
日本では、
エネルギー基本計画に基づき、
2020年代早期に普及を目指す

遠隔検針(インターバル検針)
遠隔開閉

Ｓｍａｒｔ Ｍｅｔｅｒ

④隔月検針から毎月検針へ
【ニューヨーク】

広 義 ＡＭＩ

①家賃に含まれる水道料金の分離で節水の
促進

Ａｄｖａｎｃｅｄ
Ｍｅｔｅｒｉｎｇ
Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

②検針業務の効率化と漏水の早期発見
③節水で年間数十万＄の削減を見込む
④毎年料金値上げを実施し投資資金の調達

狭義 ＋ 需要家宅の機器制御機能
(=HEMS
(Home Energy
Management System))
例：①エネルギーの｢見える化｣
②エネルギーの供給側からの
制御機能

需要家側機器制御の必要性や、
ＨＥＭＳのニーズ等を踏まえ、将
来時点において改めて検討
(現在の欧米の方向)

① 双方向通信

参考 ： 経済産業省資源エネルギー庁｢スマートメーター制度検討会｣資料等

ＬＰガス業界
イギリス

テムズウォーター
2030年迄に300万個導入

①深刻な水不足を節水で解消するため
①メーター普及率が低い
②メーター設置の費用対効果はマイナスだが、 ②設置率80％を目指す
節水への期待大
③280MHZ無線による広域無線検針
④メーターは歩道の路肩で深さ1m前
後に設置

②受付業務のクラウドサービスの導入

【機能】
● 遠隔検針対応(Ｎライン)
● 遠隔開閉制御
● 双方向通信
● 宅内表示器通信(Ｈライン)

③配水ブロック単位での水需給バランス調整
④時間当り水消費量・給水管漏水・苦情マップ
など作成

－

①配水ネットワークの遠隔監視により、漏水検
知や水質異常検知の早期発見

①電力スマートメーター化は議会で否決
②ガスのテレメは進む

ドイツ

－

①電力・ガススマートメーター進む

ＬＰガススマートメーター

④ 開閉器制御

全国２,６００万台設置済

⑤ 宅内機器との通信

内 テレメ接続６２４万台
(24％)

【サービス内容等】
１） 多様な料金メニュー
２） 遠隔操作・自動化
３） デマンド・レスポンス（ＨＥＭＳ連携・省エネ診断など）

②水循環研究所（KWR）にて、データに基くア
セットマネジメントツールや管路内検査ロボッ
ト開発

③水道での導入議論中

② 電流値計測
③ インターバル検針（３０分値）

マイコンメータＳ 標準化

①事務作業のペーパーレス化の推進

⑤鉛管が８割を占める

オランダ

10

水道スマートメーター 求められる機能
遠隔検針 （インターバル検針） ＋

水道メーターの使用期間は６年と規制

α

４） 停電時対応の迅速化・効率化
５） 緊急時の電流制御
変圧器容量の適正化

②水道のスマート化は事例はない
Copyright© TOYO KEIKI CO.,LTD. Ａll Rights Reserved
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12

６

電子式水道メーター 保有機能

水道メーター スマート化の考えうる効果

水道事業者側のメリット

【機能と表示】

電子式水道メーターは、
水量に比例して回転する羽根車の回転をセンサーで検出、
マイコンで演算処理し、各種データを表示、出力するものです。

水道利用者のメリット

①自動検針による
検針費用の削減
難検針の解消
検針ミスの「0」化
異常検知の通報（漏水・逆流等）
アラーム早期発見

【電子式水道メーター】

信頼関係の向上
ユーザーの自主管理で水を利用

全てのメーターではなく、ポイントメー
ターに水圧センサー設置

２．宅内漏水の早期発見

⑥時間帯別料金制度

②電子請求・電子決済
「ｅガスチケット」の導入による
経費の大幅節減

③配水管網漏水の早期発見
アイディアとして
音響センサー
水圧センサー付加

１．水道使用量の「見える化」

⑤給水圧異常の早期把握

時間帯で料金を替えることにより、
負荷平準化を図る。

３．「お得な料金メニュー」の活用

ピークカットによる施設稼働率向
上を図る。

４．「見守りサービス」の利用

⑦末端給水の水質リアル管理
水質センサーの付加が必須
がある
⑧電気・ガスとの共同検針

これにより、浄水場・配水場からの
合理的な送水・配水が可能。
需給ギャップ解消のため、地域間の水の
移動・水圧の一元管理化などを企図。
技術的実現は今後の課題。

ユニバーサルサービスの
事業一元化が可能な場合有効
⑨非常時の迅速対策
水質問題・地震発生時・その他
緊急時発生などへの即時対応

④適正管路口径の最適化
オーバースペック改善によるコストダウン
（集合住宅などの対策が可能）

13
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ＩｏＴ技術の動向

通信網の高速化
通信速度

第五世代（５Ｇ）

一口メモ

（bps）

高精度用
動画

G =10 9
M =10 6
K =10 3

１Ｇ

ＡＬＬ-ＩＰ

■ １ bps (bit per second)

ＬＴＥ

１秒間に１bit 送信する通信速度。

動画

100Ｍ

第四世代（４Ｇ）
（３.９Ｇ含む）

100M
一口メモ

ブラウザ

■ LTE

ＣＤＭＡ2000
1Ⅹ ＥＶ-ＤＯ

10Ｍ
カメラ

３Ｇを「長期的に進化」 （Long Term
Evolution）させたものを意味する。

2.4M

■ ３ＧＰＰ

第三世代（３Ｇ）

1Ｍ

第3世代携帯電話に関する通信標準規
格（規格策定プロジェクトチーム）
リリースというくくりで標準化を進めてい
る。

FOMA

（IMT-2000）

Ｗ-ＣＤＭＡ

メール

384K

■ CDMA

第二世代（２Ｇ）
ｃｄｍａＯｎｅ
音声

10ｋ

（デジタル）

アナログ方式

通信速度は30年で

約1万倍！

第一世代（１Ｇ）
（アナログ）

1980

1995年
ISDN開始

1990

1987年
りんどう
ＬＰ056

2000

2010

2017年
ＬＴＥ-Ｒ
開発

1999年
ＰＨＳ-Ｒ
発売

15

2020 （年）

年代

2018年
ＩｏＴ-Ｒ
開発

16
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一口メモ

ＬＰＷＡのロードマップ

符号分別多元接続
Code Division Multiple Access

mova

64K

9.6K
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■ リリース８以降がＬＴＥ

パケット通信

100ｋ

通信網の低速化

■ ＬＰＷＡ
「低電力広エリア」 （Low Power, Wide Area） の略。
その名の通り、省電力で、且つカバーするエリアの
広い無線のこと。

速

ＬＴＥ ｃａｔ．３
１００Ｍｂｐｓ
（現在の音声端末の規格）

2017末

ＬＰＷＡ

2018

2019

ＬＴＥ ｃａｔ.１

10×106

１０Ｍｂｐｓ
リリース８

（CAT-1）

東洋計器商品名

ＬＴＥ-Ｒ
（リリース13版 Ｃａｔ.1）
20ＭＨｚ
（CAT-M） = LTE-M
ＬＴＥ ｃａｔ．０
１Ｍｂｐｓ
リリース12

1×106

（NFC）
（NB-IoT）

ＰＨＳ
（電池駆動）

東洋計器
タッチ検針ＴＭ

各社の
Ｕバス無線機
一口メモ

東洋計器
ＰＨＳ送信機

■ LTE Category

通信速度
（bps）
東洋計器が開発対象の無線規格

）
( 低速、小容量データ、低消費電力、
低コスト、長距離通信、安定通信
Copyright© TOYO KEIKI CO.,LTD. All Rights Reserved

帯域幅

通信速度

１．４Ｍ（106）Ｈｚ

１Ｍ（106）ｂｐｓ

「ＮＢ-ＩｏＴ」
（ＬＴＥ Ｃａｔ.Ｍ2）

200ｋ（103）Ｈｚ

下り 26ｋ(103)ｂｐｓ
上り 62ｋ(103)ｂｐｓ

ＬＴＥ ｃａｔ．Ｍ１
名称

ＬＴＥ－Ｍ

１Ｍｂｐｓ
リリース13

東洋計器製品名

Ｉ ｏＴ-Ｒ

利用者の端末の性能を表す指標。 Cat．
はCategoryの省略表記。

ＬＴＥ ｃａｔ．Ｍ２
名称

ＮＢ－Ｉ ｏＴ
２６ｋｂｐｓ
リリース13

Cat.1 Cat.0 Cat.M1
Cat.M2 と進む程、通信速度は
遅くなり、帯域幅も狭くなる

Copyright© TOYO KEIKI CO.,LTD. All Rights Reserved
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（年）

「ＬＴＥ-Ｍ （ｅＭＴＣ）」
（ＬＴＥ Ｃａｔ.Ｍ1）

遅＝
低消費電力化

17

2020

18

ＬＴＥ-Ｍ （ｃａｔ.2） 方式

ＬＴＥ ｃａｔ. Ｍ1
リリース13対応

商品名 ：Ｉ ｏＴ-Ｒ

ＬＰＷＡ

通信基地局

ゲートウェイ

設置工事

各キャリア
データセンター

マルチセンター

ここがポイント

① 保安器と通報機器との接続工事が必要。

ＬＰ-062

② 各世帯の通信に依存している。
電話回線

センターへ

ＩｏＴ-Ｒ

ＮＴＴ

保安器

センターへ

有線
水道メーター

ＬＰ-062

直接通信
① 無線子機と親機のペアリングが必要。
マイコン
メーター

ＫＤＤＩ

ＩｏＴ－Ｒ

水道メーター

LTE基地局
（eDRX化）

ＩｏＴ－Ｒ

定時検針機能

双方向通信可能

クラウド

無線子機

水道メーター
・
・
・
・
・

③ 各世帯の通信に全く依存せずに双方向通信が可能。

無線親機

④ Ｉ ｏＴ-Ｒは電池で作動するので、取付け場所の制約がありません。

期限管理通報 など

⑤ 通信は定額で、ハードコストも現行機器程度で可能。

特 長
1

⑤ 一定のランニングコストがかかる。

② Ｉ ｏＴ-Ｒを設置すれば直接ＫＤＤＩの基地局に通信が可能。

見守りサービス提供

通信エリアが広い。

④ ＰＨＳ-Ｒ （又は共同無線） の設置が必要。

基地局
（eDRX化）

① Ｉ ｏＴ-Ｒは電池で８年以上稼働する携帯をメーターに取付けるイメージです。

キャリア側にて設置
利用者メンテナンス不要

ロードサーベイ機能

③ 無線親機の設置が必要。

ＫＤＤＩ

ＫＤＤＩ
水道メーター

② 無線子機・親機の通信安定性が重要。

ＰＨＳ
Ｉ ｏＴ- Ｒ
１：１

2

3

4

直接メーターとセンター
を接続するので、
メンテナンスが容易。

通信が携帯電話のキャリ
アなので信頼性は高く、
メンテナンスが容易。

メールやLINEと同じ通信方
式（パケット通信）なので、災
害時にも音声より
通信できる。

東洋・ＫＤＤＩ/スマートセンター構築

センターへ

参考 ： 「ＫＤＤＩ Ｉ ｏＴ コネクト ＬＰＷＡ （ＬＴＥ・Ｍ） 料金体系

5
データ量は無限。
通信は高速。
（但し、一定のデータ量を超えると課金
対象となるが、LPにて運用の場合、特
段の問題は発生しない。）

Copyright© TOYO KEIKI CO.,LTD. All Rights Reserved

ご契約
回線数

1～
１万回線

１万１～
20万回線

20万１～
50万回線

50万１～
100万回線

100万１～
500万回線

500万
１回線～

超過データ
通信量

ＬＰＷＡ10

100円

90円

80円

70円

60円

40円

10円/KB

（月間10KBまで）

19

８

総括
水道メーター

自動検針対応
（インターバル検針）

通信装置

通信事業者

LPWA対応

ＫＤＤＩ
（基地局のeDRX化）

ＩｏＴ-Ｒ

＋α

データセンター
スマートセンター
共用データサーバー
＋
コンテンツサーバー
＋ ＡＩ
交通情報
気象情報等

LORA・WAN ＋ ゲートウェイ
通信キャリア

スマート化のタイミング
新品メーター購入時

SIGFOX ＋ ゲートウェイ

修理メーター購入時
後付けスマート化は計量法上
課題がある
無線 ＋
設置場所による評価
集合住宅ボックス内
地下ボックス（通常）
地下ボックス（1m程度）
積雪時

無線 ＋

21

11）第6回水道スマートメーター協議会（2017年1月25日）札幌市水道局

2）第36回東計会「IoT時代のLPガス経営」 文責 土田泰秀

12）第5回水道スマートメーター協議会（2016年10月17・18日）
「東京都水道局の自動検針の取組状況」 研究・開発センター 高野正彦

3）「欧州スマートメーター視察報告」（2015.11.20）
公益財団法人 水道技術研究センター（JWRC）調査事業部

13）第4回水道スマートメーター協議会 (2016年8月26日)(2017年1月25日)
「水道スマートメーターの価値を考える」 JWRC調査事業部 斉藤晴茂

4）「欧州水道におけるIoT活用の調査報告」（2017.1.24）JWRC

14）第1回水道スマートメーター協議会（2015年11月20日）
「各事業体の水道スマートメーターに関する考証実験」 JWRC総務部 中澤

5）JWRC水道ホットニュース（28年2月12日・2月19日）
「英国におけるエネルギー及び水道のスマートメーター化」 (その1)(その2)
6）JWRC水道ホットニュース（29年8月18日）
「米国ワシントンD.C.における水道メーター更新プロジェクト」
7）JWRC水道ホットニュース（29年8月18日）
「カナダ・サスカトゥーン市における水道メーター・AMIプロジェクトについて」
8）「横須賀市における水道スマートメーター実証実験について」（2017年8月23日）
第一環境㈱ 芝拓也

15）「水道スマートメーターの導入における漏水防止への影響と発展性」（2014年10月6日）
FUJI TECOM
16）「スマートメーターの取組状況」（2016年10月7日）
東京電力パワーグリッド㈱経営企画室
17）第6回スマートメーター勉強会「資料編～スマートメーターは水道事業を変える～」
JWRC調査事業部

9）「神戸市におけるスマートメーター実証報告」（平成29年1月24日）
神戸市水道局事業部
10）「水道・ガスメーターの無線自動検針実証実験（中間報告）」（2017年1月24日）
横浜市水道局給水サービス課 柿沼大・中村勝利
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30

② 電子請求・電子決済(eガスチケット）
で経費削減
③ 漏水の早期発見
④ 常時監視システム構築による異常

⑥ 高齢者見守りサービスの提供
⑦ 新・料金メニューに導入による
負荷平準化
節水喚起 など

PHS
FOMA
電力業界
ネットワークなど
（共同利用）

⑧ 時間帯使用量の把握によるメーター
及び設備のダウンサイジング化 など

電力会社等
個別センター

有線

タブレット検針等
(完結型）

無線

ＮＴＴ
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参考資料

主たる利用目的
① 自動検針による省人化

⑤ 水圧監視による給水状況の把握

寒冷地
凍結耐力 など

各水道事業体 等

の早期把握

KDDI
NTTドコモ
ソフトバンク
など

水没時

1）「水道スマート化による経営基盤の強化策と今後の課題」（2017.12月号『公営企業』）
東洋大学経営学部 石井晴夫教授

20
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（ＬＰガスの場合）
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ＰＨＳ-Ｒ
（共同無線）

⑨ 災害・事故発生時の早期対応
⑩ 水質の適正管理
個人情報の取扱については
十分な配慮が必要となる

22

パネリスト
北脇 秀敏
（東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）

31

東洋大学国際共生社会研究センターシンポジウム

SDGｓへの貢献を目標

開発途上国における水道事業体の収益確保を目指した技術協力と
水ビジネスの展開
ー第１回 無収水対策を中心として－

水分野におけるセンター・東洋大学の貢献の可能性
平成３０年２月１９日
東洋大学国際共生社会研究センター

２００１年センター設立
現在は文科省戦略的
基盤形成支援事業で活動

センター長 北 脇 秀 敏
1

2

水分野におけるセンターの貢献可能性は

途上国の人材育成事例 ABE Initiative １
A Research on The Impact of Water meter Installation
to the Urban and Rural inhabitants Case of Zanzibar
Water Authority

• 文科省スーパーグローバル大学創成支援事業との連携
研究面から大学のグローバル化を推進

• ABEイニシアティブ、 Pacific－LEADSとの連携によるアフリカ、オセアニア研究
•
•
•
•

受け入れ留学生の母国ケニア等に研究拠点を設置
ザンジバル、南ア、ウガンダ、ザンビア、フィジー、ソロモン等における研究の強化
JICA案件「協力準備調査（BOPビジネス連携促進）」等との連携
バングラデシュ（終了）、カンボジア（終了）、ミャンマー（三井物産研究助成金）
研究成果を書籍として出版し、日本の途上国協力の能力を向上
2012年出版の「国際開発と環境」は国際開発学会より表彰
海外要人および研究者の国際シンポジウムへの招聘と招聘国におけるJICA案件等の
実施、その経験の出版のパッケージ化により最大限の研究成果をあげるとともに社会
貢献を行う
産官学連携、他大学との連携に加えNGOや企業CSR等との連携も重視
3

By: Mussa Haji
3810151005
4th Semester, GsRDS
Supervised by; Prof . KITAWAKI and
Co. Supervisor, Prof. ARAMAKI
2017/05/27

Makadara site

4

Chwaka Rural study area

Improper protection
for water to the
installation area

Leakages and improper
protection for meter location at
the walk way area (2016)

NJS/Toyo University/ZAWA cooperation
Makadara and Chwaka survey

5

6

33

途上国の人材育成事例 ABE Initiative ２
Mogalakwena Local Municipality
BAMBO Molatelo Natasha

水道メーター設置開始時の支払い意思額等調査

7

8

産官学連携事例 １ バングラデシュ： 安全な水供給のためのBOP
ビジネス事業準備調査（BOPビジネス連携促進）

飲料水の紫外線殺菌ランプ（岩崎電気）による消毒

1）供給水の再汚染問題
⇒ 再汚染エリア：水道管～入水層～貯水タンク～蛇口～煮沸後の保管

• 提案事業：飲用する直前でのUVランプを使用した水の殺菌事業
↑

2）劣悪な供給水（病原性細菌等により汚染）
⇒ 下痢、コレラ、赤痢、チフス等感染症の誘発
‐下痢症による死亡者：160人（2008年－首都ダッカ）

• スラム地区や地方都市の病院等を対象としたUV殺菌サービス
• 地方都市の病院や共有スペースでのUV殺菌装置開発・販売
• 家庭レベルでの殺菌装置開発・販売

-下痢症症例数：808,390人（2008年－首都ダッカ）⇒11%

【写真1: 煮沸後の保管状態】

【写真2 : 受水槽の上で洗濯や水浴び
をする住民（ダッカ市－県営住宅） 】

【写真3 :ダッカWASAの井戸水
（ダッカ市－スラム地区）】

UV殺菌システム

【写真4: 手彫りの井戸
（ダッカ市－スラム地区）】

9

10

産官学連携事例 ２
カンボジア： 殺菌剤入り石けん液等の普及による衛生状況
改善事業準備調査（BOPビジネス連携促進）

衛生環境改善の提案
• 提案事業 ：
1）殺菌剤入り石鹸液、アルコール製剤等衛生商品の普及

1）医療従事者の衛生意識の欠落と不適切な衛生商品の配置【写真3】
⇒ 院内感染の誘発
2）不適切な石鹸を使用しての手洗い【写真1】
⇒ 皮膚へのダメージと食中毒の誘発
3）殺菌成分のない石鹸を使用した手洗い
⇒ 交差汚染の原因
4）未整備な衛生環境 【写真2】
⇒ 乾季の手洗い水不足（地方村落部）

【写真１】

2）正しい衛生教育の普及活動（学校、寺院等のコミュニティー）
3）医療現場の衛生改善提案（ヘルスインストラクター）
4）BOP層の購買形態を考慮した販売手法の検討
【写真２】

適切な衛生製品の
提案

継続的な衛生改善の実現
正しい衛生教育

5）不十分な衛生意識 【写真3】
⇒ 鳥インフルエンザ等感染症へ対策
【写真３】

11
【写真４】

12
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ご清聴ありがとうございました

ミャンマー連邦中央乾燥地域における生活用水供給事業
13

14
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パネリスト
小平 基晴 氏
（東京都水道局 企画調整担当部長）
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目 次

東京水道の無収水対策事業
～ミャンマー・ヤンゴン市での取組～
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２ ミャンマー・ヤンゴン市での取組
３ まとめ

東京都水道局 企画調整担当部長
小平 基晴
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１ 東京水道の国際展開
（２） 東京の漏水率の推移

（１） 世界の無収水率

配水管等の計画的な取替えや漏水の早期発見・修理、職員の高い技術力の

アジア
東京都

北京

ソウル バンコク

4%

15～20%

台北

ヤンゴン デリー

確保等により、漏水率は３％程度

クアラル
ハノイ
ンプール

80%

6%

26%

22%

66%

ヨーロッパ
ロンドン

パリ

26%

8%

40～50% 27%

中南米

32%

ｵｾｱﾆｱ アフリカ

リオデ
ﾆｭｰｻｳｽ
ベルリン ローマ モスクワ ｻﾝﾊﾟｳﾛ州 ジャネイ
カイロ県
ｳｪｰﾙｽﾞ州
ロ

３%程度

4%

27%

10%

33%

33%

※無収水･･･漏水に加え、盗水やメータ誤差等、
料金収入につながっていない水量のこと

6%

35%

3

4

（４）国際展開の体系

（３） 東京水道の強み

人材育成
○ 世界トップレベルの漏水率 ～経験に基づく高い技術力～

東
京
水
道
の
国
際
展
開

○ 安全と安心の追求 ～水道水を直接飲む～
○ 日々の安定供給 ～24時間体制でコントロール～
○ バックアップ機能の充実 ～災害時にも水を届ける～
○ 長期的視点に基づく経営 ～安定経営を支える財政基盤～

これらの強みを生かして、
国際展開を実施

東京水道の優れた技術・ノウハウを伝え、
海外水道事業体の職員の育成に貢献
◆ 訪日研修
◆ 講師派遣

事業推進

東京水道の技術力で海外都市の水道事情を
改善
◆ 技術協力事業
◆ インフラ整備・運用事業

情報発信

プレゼンス向上のため、東京水道の
先進的な取組を広く国内外に発信
◆ 国際会議関係
◆ 知見の共有等

5

2018年
IWA世界会議・展示会
東京開催
6
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（５） 東京水道の主な取組国

２ ミャンマー・ヤンゴン市での取組
（１） 東京水道とミャンマー・ヤンゴン市との関わり
平成２４年度

マスタープラン策定（～平成２６年３月）

平成２５年 ９月

ＹＣＤＣと技術協力等に関する覚書締結

平成２６年１０月

無収水対策事業を実施（～平成２７年３月）

平成２８年１０月

無収水対策事業広域展開の契約締結

平成２９年 ７月

無収水対策事業における水道施設維持管理事業の

（ＴＳＳ・東京設計・東洋エンジニアリング他）

（局・ＴＳＳ・三井物産・東洋エンジニアリング）

（ＴＳＳ・東洋エンジニアリング）
ミャンマー・ヤンゴン
（無収水対策事業）
・東洋ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
・三井物産㈱
インド・デリー
（技術協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
・㈱ＴＥＣｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

（ＴＳＳ・東洋エンジニアリング）

ミャンマー・ヤンゴン
（技術協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
・㈱ＴＥＣｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

基本事項の合意

マレーシア・ラブアン島
（草の根技術協力事業）
・横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱

ベトナム・ハノイ
（草の根技術協力事業）

7

8

（２） 取組における主な役割分担

（３） ヤンゴン市の概況

・GtoGの協力関係構築や国（外務省等）への
事業提案・支援要請

東京都水道局

ヤンゴン市の概要

ヤンゴン市全域図
人

ＴＳＳ

口

給

東洋ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

・プロジェクト全体のマネージメントなど

口

１９０万人

水 道 事 業 運 営

水

人

ヤンゴン市開発委員会

水

三井物産㈱

５２１万人

・技術・ノウハウの移転による無収水対策の実施など

・現地情報の収集など

源

貯水池、河川水、地下水

平 均 配 水 量

５０万ｍ３/日

普
無

及
収

水

率

４０％

率

６６％

9

10

（６） 無収水対策事業（第１期）の成果

（５） 無収水対策事業（第１期）

① 無収水率の削減
期

間 ： 平成２６年１０月～平成２７年３月

約７７％ ⇒ 約３２％

事 業 費 ： 約５,０００万円
（草の根無償資金協力）

② 対象地域の全域で、24時間給水
・漏水量の削減により、水圧及び水量を確保
・住民からの多くの感謝の声

主 な 内 容 ： ヤンゴン市の一部地域で漏水調査、
水道管の取替及び修繕などを実施

【事業スキーム】

▲露出配管（施工前）

ヤンゴン水道
整備・改善協力チーム
支援要請

三井物産㈱

偶数日と奇数日で
配水エリアを切替

外務省

東京都水道局

⇒ バルブ切替不要、全開

ＯＤＡ

東京水道サービス㈱

ジャパン
コンソーシアム
合同会社

東洋エンジニアリング㈱
出資

バルブ切替

ヤンゴン市
事業契約
11

▲埋設配管（施工中）

40

12

（７） 無収水対策事業（第２期）

事 業 内 容 ： ヤンゴン市の一部地域で漏水調査と修繕、水道管の取替及び新設
水道メータの取替及び新設などを実施
契 約 日 ： 平成２８年１０月７日

無収水対策事業(第１期)の広域展開

期

無収水対策事業（第１期）の
事業対象地域

間

： 平成２８年～平成３４年（予定）

事 業 費 ： 約１８億円(事業・運営権対応型無償資金協力)
【事業スキーム】

エリアを拡大
ヤンゴン水道
整備・改善協力チーム

無収水対策事業（第２期）の
事業対象地域

ＯＤＡ

東京都水道局

外務省

ミャンマー政府

ヤンゴン市

三井物産㈱

東京水道サービス㈱※
東洋エンジニアリング㈱

出資

ジャパン
コンソーシアム
合同会社
（ＳＰＣ）

（一財）日本国際協力システム
（入札、契約等の手続きを代行）
事業契約
平成２８年１０月７日

13

14

３ まとめ

（８） 維持管理事業における基本事項の合意について
※無収水対策事業におけるインフラ整備が完了した地区から順次実施予定

ヤンゴン市における取組の深化

事 業 内 容 ： 無収水削減のための助言等のコンサルティング、
トレーニングの実施等の技術移転
※配水管の日常的な維持管理等はヤンゴン市が実施

無収水対策事業

事 業 期 間 ： 最低５年間(平成３０年度事業実施予定)
事 業 費 ： ヤンゴン市資金(金額未定)

平成30年度（予定）

事業・運営権
事業・運営権 対応型無償
対応型無償 （維持管理）
草の根無償 （インフラ整備）
平成28年度

【事業スキーム】

ヤンゴン水道
整備・改善協力チーム

平成26年度

東京都水道局

ヤンゴン市

平成25年度

三井物産㈱

平成25年度

東京水道サービス㈱
東洋エンジニアリング㈱

出資

ジャパン
コンソーシアム
合同会社
（ＳＰＣ）

技術協力に係る
覚書締結

マスタープラン
策定
15

ご清聴ありがとうございました

17
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ヤンゴン市資金
ODA資金

水
道
事
情
の
改
善

日
本
企
業
の
支
援

パネリスト
富井 孝 氏
（横浜市水道局 事業推進部長）
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１ 国際貢献の実績
横浜市水道局の国際貢献の主なあゆみ

横浜市水道局の
国際関連事業について

約40年間の国際貢献の実績
・1973年
・1987年

アフガニスタンへの職員派遣
水道創設100周年を記念し、海外研修員受入
事業を開始
・1999年 CITYNET(ｱｼﾞｱ太平洋都市間協力ﾈｯﾄﾜｰｸ)と連携
・2002年 JICA（国際協力機構）横浜国際センター開設以来の連携

横浜市水道局 事業推進部長 富井孝

海外研修員の水道局への受入実績

１ 国際貢献の実績
２ 横浜ウォーター㈱と連携したビジネス展開

1987年以来 132か国、延べ3,540人の研修員を受入（2017年3月末現在）

海外への水道局職員派遣実績
1973年以来 33か国に385人を派遣（2017年3月末現在）
1

2

ベトナムへの協力
中国
ミャンマー

ハノイ
ラオス
ゲアン
ベトナム

タイ

クアンチ

フエ
ダナン
中部ベトナム
ダクラック

カンボジア
カインホア

ホーチミン

現在進行中
の取組

JICA技術協力プロジェクト

JICA草の根技術協力（２００３～２００５）
・フエ省水道公社、ホーチミン市水道公社

～ ベトナム国中部地区水道事業 人材育成プロジェクト ～

JICA技術協力プロジェクト
（フェーズⅠ：２００７～２００９）
・フエ省水道公社

期間：2007年3月～2009年2月
対象：フエ省水道公社
職員派遣：延べ18人
研修生受入：延べ29人
活動：水質検査技術の指導等

JICA技術協力プロジェクト
（フェーズⅡ ：２０１０～２０１３）
・フエ省水道公社、５パイロット水道事業体
JICA草の根技術協力
（地域経済活性化特別枠：２０１４～２０１６）
・フエ省水道公社
水道事業技術協力に関する覚書（２００９～）
・フエ省、ホーチミン市、ダナン市の３水道公
社、建設第二学校南部水道訓練センター、
都市建設学校中部水道訓練センター

成果：2009年（平成21年）
蛇口から直接水が飲める
“安全な水宣言”を実現
対象であるフエ省水道公社の変化

フエ省水道公社との覚書事業（２０１７～）

フエ市内の公共水飲み場で水を飲む市民

給水量：2006年94,500m3 /日→ 132,000m3/日
無収水率：2002年の16.7％ → 11.5％

3

4

JICA草の根技術事業を通じた水ビジネス支援

２横浜ウォーター㈱と連携した水ビジネス展開

～概要～

横浜ウォーター㈱の会社概要

横浜水ビジネス協議会会員企業が持つ技術を生かし、「横浜の民間技術による
ベトナム国「安全な水」供給プロジェクト」を実施（ 2013年～2016年）

設立年月日
資本金
組織体制
(29年７月現在)




同会員企業４社がプロジェクトに参画。
浄水場へのSCADAシステムの導入、漏水探査の研修等を実施。

主要事業
中期計画2019
（基本方針）
（H29～31年）

平成22年７月１日
１億円（水道局100％出資）
役員体制：取締役３名（うち代表取締役１名）、監査役１名
社員数：34名（うち横浜市派遣12名、市退職12名）
【国際事業】海外水事業の改善調査・プロジェクト業務、海外研修員受入事業
【国内事業】事業体･民間企業への技術等支援､研修事業等
水ビジネスでの『横浜』ブランドへの信頼をさらに高め、仕事の質や新たな技術･スキーム
によるイノベーションを創造し、多くの事業体や民間企業からパートナーとして選ばれる企
業を目指します

【売上高・経常利益の推移】

監視制御システムの導入



フエ省で協力企業の技術を紹介するセ
ミナー及びデモンストレーションを実施
し、平成28年11月の最終セミナーでは、
協力企業2社とフエ省水道公社の業務
提携が実現。

漏水調査に関する研修

業務提携締結式の様子

6

5
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[参考：国際関連事業の実績]

ルワンダ国
キガリ市無収水対策能力強化プロジェクト

➢H22の設立以降、 29年度までに調査事業や研修生受入等147の事業を実施

Ｈ22
7

Ｈ23
10

Ｈ24
12

Ｈ25
15

1,900

3,700

6,700

5,800

事業件数
売上（万円）

Ｈ26
20
1億
6,900

Ｈ27
Ｈ28
24
30
1億 2億
5,100 3,000

海外研修員受入

Ｈ29
29

【活動期間】 平成28年７月～平成31年６月
【事業内容】
◆WASAC（Water & Sanitation Cooperation）の無収水削減にかかる計画策定
能力が向上する
◆WASACの職員が無収水管理にかかる基本的な知識、技術、技能を修得する
◆パイロットプロジェクトの実施により、WASACの無収水削減に係る対策実施
能力が向上する
◆キガリ市の４支店で無収水率を正確に測定する体制が確立される
【現状と課題】
◆給水普及率95％、給水時間15時間（ルワンダ全土WASAC管轄内）
◆地形の標高差による高水圧地域が多く存在（最高水圧24psi： 水頭16.8m）
◆検針不能や13年以上経過した古いメーターが全体の25％を占める
◆無収水率は38％ （材料の認証制度が無く安価で低品質な材料が原因の
漏水も多発）
【対応】
◆研修などによる人材育成及び組織能力の強化
◆作成した５箇年計画の着実な実施による無収水率の削減
◆地形などによる配水区域分割（ブロック化）の促進により水圧の均等化
◆メーター精度確認後基準以下のメーター交換促進

未定

コンサルティング

【29年度（７件）】
・JICAアフリカ諸国
水道研修員受入

from
Yokohama,
JAPAN

・JICAインドネシア国
水道公社人材育成強化
プロジェクト
・JICAナイジェリア国
連邦首都区無収水削減
プロジェクト
・JICAルワンダ国・
キガリ市無収水対策
強化プロジェクト
など

【２９年度（２２件）】
・JICAパキスタン国ﾌｧｲｻﾗﾊﾞｰﾄ
上下水道・排水ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝPJ
・JICAナイジェリア国
連邦首都区 無収水削減PJ
・JICAネパール・地方都市に
おける水道事業強化プロジェク
ト・フェーズ２（第1年次）

to the world

[29年度 コンサルティング事業等を実施した国（14か国）]
東南アジア：フィリピン、ラオス、ベトナム、インドネシア
その他アジア：インド、パキスタン、ネパール
中近東：パレスチナ
アフリカ：ナイジェリア、タンザニア、ルワンダ、ザンビア、マラウイ、
南アフリカ

・JICAルワンダ国キガリ市
無収水対策強化PJ
・環境省ベトナム国ダナン市
水道公社への高効率ポンプ
の導入

など

7

フィリピン国
マニラッド社に対する無収水対策能力向上支援
【活動期間】 平成29年10月～平成31年１月
【事業内容】
◆無収水対策実施能力にかかる現状・課題分析
◆現状に即した効果的・効率的な無収水対策の提案
◆実施計画の策定及び実行・モニタリング支援
【現状と課題】
◆給水普及率100％（2017年、給水区域内の主要都市）
◆給水サービス向上のため配水圧力を調整 （最低水圧7psi：
4.9m ⇒ 16psi：11.2m）し漏水が増加
◆40年以上経過した小口径樹脂管や石綿管が残存
◆無収水率は29.9％(メータ誤差3.4％、違法接続5.1％、漏水他
21.4％、 2016年)から、給水圧の上昇により約34％に
【対応】
◆投資計画（管路更新など）の立案と実施・モニタリング
◆研修などによる人材育成及び組織能力の強化

出典：外務省ホームページ

現地活動の様子

8

国際協力の課題と展望
横浜市水道局

海外の事業体

日本の近代水道創
設地として130年以
上の経験蓄積

【活動場所の位置】
出典：外務省ホームページ

安全・安心・安定
な給水

キックオフミーティングの様子

現地の町の様子

【活動場所の位置】

独自の社会条件

● 技術
● 人材

●情報・資金不足
●盗水
●水道事業の独立性
●貧困対策
●事業への信頼感

10

9

アフリカに一番近い都市横浜
●JICA課題別研修
「アフリカ地域都市上水道技術者養成」
・2008(H20)年のTICAD-IVに始まりH29研修終了
時点で29か国118名の上水道技術者が参加。
・今年は「無収水対策」に重点を置き、局の取
組に関する講義、実習、見学やディスカッシ
ョン、他事業体での講義や見学を実施。

研修員による浄水場の視察

●マラウイ・ブランタイア水公社への職員派遣
・JICAの短期ボランティアとして、2014年から
毎年３～４名の職員を派遣。
・無収水対策や顧客サービス・料金徴収の改善
に取り組む。
●TICAD（アフリカ開発会議）を通じた支援
・「はまっ子どうし」の売り上げの一部をJICA基
金を通じてアフリカ支援に寄付

ご清聴ありがとうございました

派遣職員による漏水調査の実演

12

11

46

パネリスト
間宮 健匡 氏
（株式会社日水コン 取締役・海外本部長）
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開発途上国における無収水削減対策
2018/2/19

• 独立行政法人国際協力機構（JICA)の技術
協力プロジェクトによる、開発途上国における
無収水削減対策への取組み

開発途上国における水道事業体の収益確保を目指した
技術協力と水ビジネスの展開
第1回

無収水対策を中心として

• ㈱日水コンは、これまで、5か国にて、JICA無
収水削減技術協力プロジェクトを実施

開発途上国における無収水削減対策

01

海外本部 間宮健匡

開発途上国における無収水削減対策

開発途上国における無収水削減対策

㈱日水コンが実施した、JICA無収水削減技術協力
プロジェクト

• どの国においても、まずは無収水とは何か？
という確認から始まり、無収水の構成を理解
してもらう
Jordan
El Salvador

India
Sri Lanka

• IWA分類（Water Balance)
Indonesia

01

01

開発途上国における無収水削減対策

開発途上国における無収水削減対策

無収水

IWAによるWater Balance (無収水の定義とそのコンポーネント）

• Unbilled Authorized Consumption
（正当使用であるが、料金請求が行われない水使用）

• Water Losses （損失水）
–Apparent Losses (Non-physical)
（見掛け上の損失、非物理的損失）

–Real Losses (Physical)
（実際の損失、物理的損失）
01

01
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開発途上国における無収水削減対策

開発途上国における無収水削減対策

• 無収水というと、まず漏水と考える場合が多い
• IWAの分類の中の”Real Loss” の部分
• 開発途上国の場合、地下漏水だけではなく、
可視漏水も多い、弁類（仕切弁、空気弁）から
の漏水や、道路上ににじみ出たり、噴出して
いる漏水もある。
01

01

開発途上国における無収水削減対策

開発途上国における無収水削減対策

• Apparent Loss （見掛け上の損失、
非物理的損失）は、

• 開発途上国では、Real Loss が多いことが普
通であるが、実はApparent loss も無視でき
ない、 と言うより、 かなりあるのが実態

– Unauthorized consumption
（不正な水使用）

• その原因として、

• Illegal connection（違法接続、盗水）

– 水道メータの老朽化（定期的な取り換え規定がな
い）
– 顧客台帳の不備
– メータ検針員の能力不足等

– Metering Inaccuracy
（水道メータ誤差）

• Meter errors (メータ誤差）
• Meter reading errors（検針誤差）
01

01

開発途上国における無収水削減対策

開発途上国における無収水削減対策

JICA技術協力プロジェクトでは、

無収水削減対策計画の策
定方法の講義による、自発
的な計画策定支援

現場での漏水探知技術の習得（地
下漏水は水の漏れる音を探知する
ことで発見）

管路図面の整備、顧
客台帳の更新等につ
いても改善
01

01
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開発途上国における無収水削減対策

開発途上国における無収水削減対策

• 技術協力プロジェクトを実施して、

「水道事業体の収益を上げる」
• 無収水のさらなる削減のために、

– 無収水削減の重要性を、水道事業体が認識し、
継続して削減対策を実施していく

– 配水池、管路、水道メータ等の適切な維持管理、
定期的な更新
– 健全な事業体運営のための組織強化、人材育成
– 制度整備（メーター更新、会計システム、違法接
続対策等）

– 無収水の削減により、浄水場の拡張時期を遅ら
せることが可能となったり、料金収入の増加など、
財務的にもその重要性が認識される

01

01

開発途上国における無収水削減対策

御静聴ありがとうございました

01
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パネリスト
西澤 昭夫
（東洋大学経営学部教授、東洋大学産官学連携推進センター・
副センタ―長）

53

東洋大学国際共生社会研究センター主催シンポジウム「開発途上国における水道事業体の収益確保を目指した技術協力と水ビジネスの展開」
2018年2月19日東洋大学白山キャンパス

知財が示す中国の驚速的発展

知財を巡る
日本の「不都合な現実」

東洋大学経営学部・教授
西澤昭夫

ChipとGenomeの急激な進歩

Disruptive Technologiesの出現と発展

出所：『日本経済新聞』2015年12月3日朝刊より

ライフイノベーション関連技術の出願人別国籍別特許公開件数：

医薬品・医療機器の輸出入額推移
4,500

日米欧中韓での公開件数2013年

単位：10億円

4,000

医薬品輸入額

3,500

医薬品輸出額

4,022

医療機器輸入額

3,000

3,188
3,077

医療機器輸出額

2,817

2,500

2,531
2,317
2,126

2,000
1,500
1,000

835

500

834

821

836

840

884

955

1,859
1,708
1,565
1,419
1,298 1,098
1,091 1,075
1,012

1,022

1,055 1,058

1,188

1,301

1,369 1,425

881
709 751
623
765
589
530 572
528 575 559 475
672 616 720
453 481 490
430 474
589 584 571 589 582 620 566
365 363 397 377 420
269 299 328 327
163
163
144
144
138 138 130 126 154
127 125 133
50 44 42 51 48 47 43 45 51 49 80 100

469 486
36
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0
年
出所：厚生労働省『薬事工業生産動態統計年報』各年版より作成

出所：特許庁『特許行政年次報告書2014年版』特許庁、78ページより
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イノベーション創出基盤としての分野別特許出願動向

ライフイノベーション関連技術の出願人別国籍別特許公開件数：
日米欧中韓での公開件数2014年

出所:特許庁『特許行政年次報告書2016年版』特許庁、90ページより

出所：特許庁『特許行政年次報告書2015年版』特許庁、93ページより

月別特許出願動向：なぜ3月に急増するのでしょうか?

技術普及モデルから見た競争優位
日本企業はこの分野
に本格的に挑み、成
功した例が無いので
はないか?

出所：E・M・ロジャーズ著青池慎一宇野善康監訳『イノベーション普及学』産能大出版部、1990年5月刊、356ページより

出所:特許庁HP「特許出願等統計速報」平成29年11月資料より

産学連携とEntrepreneurial University への変身

20年遅れのDisruptiveイノベーション創出策の導入
1980年代初頭

新興国が競
争優位を奪
取する分野

日本企業が得
意とし、実際
に競争優位を
確立した分野

1990年代末

公 益 （Social Benefit)

人材育成

Innovation
創出

知識創造

教 育

[Entrepreneurial
]
University

マクロ政策：‘Capital I’

の
形
成

第
二
次
大
学
革
命

産学
連携

インキュベータ

ＴＬＯ

利益相反マネジメント
第一次大学革命
[Research Universityの 形成]

メゾ組織‘Small i’

研 究

[Exploration＝公共財：
公開・共有・非営利]

大
メイン･キャンパス
出所:西澤作成

出所：筆者作成
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学

産学連携型Ｒ＆Ｄセンター
[Exploitation＝私的財：
守秘・専有・営利]

[機能によるキャンパスの分割]

リサーチ･パーク

コンピーテンシー・トラップの発生

大学発ベンチャー企業としてのNTBFsの機能

Low

Ⅰ. Early Stage

Sponsored
Research: 11%

Ⅱ. Proof-ofConcept
Degree of
Technological
Resolution

High

Equity: 17%
Ⅲ. Reducedto-Practice

Ⅳ. Prototype

Cash: 72%

Transfer
Destination

Large firms

NTBFs
（＝大学発ベン
チャー企業）

研
究
（
＝

High

研究と活用のバランスの取れた「両手使
いのマネジメント（＝Ambidexterity)」が
求められる!!

Exploration)

Technology
Stage

Licensing
Strategy

Degree of
Legal Risk
(vis-à-vis
partners)

外部圧力のもと、成果を求め、活
用重視になるが、結果として研究
力を阻害し、本来的な競争力を失
うことになる!!

Large firms

活用（＝Exploitation)

Low

出所：入山章栄著『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』日経BP社、2015年11月刊、77ページの図を
一部修正して転載

出所: G. D. Markman et al. “Entrepreneurship and university-based technology transfer” Journal of Business Venturing, Vol. 20, No. 2,
Elsevier, 2005, P.257より

「不都合な現実」
1. 中国の急激な追い上げ
2. 世界や日本の課題に無頓着なR&Dの実施
3. 戦略なき特許出願
4. ベンチャー企業によるイノベーション創出
策の頓挫
5. コンピンテンシー・トラップに陥っている
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国際シンポジウム

アジアとラテンアメリカにおけるSDGsの実現に向けて
−日本とブラジルの絆−
International Symposium

Towards the Actualization of SDGs in Asia and Latin America
-In Relation to Common Bonds between Brazil and Japan-

報告書
2018年11月23日（祝・金）
November. 23, 2018（Friday）
井上円了ホール（東洋大学白山キャンパス）
Inoue Enryo Hall, Hakusan Campus, Toyo University, Tokyo, JAPAN

主催：東洋大学国際共生社会研究センター
Organized by : Center for Sustainable Development Studies, Toyo University
共催：東洋大学大学院国際学研究科、東洋大学大学院国際観光学研究科
東洋大学国際学部、東洋大学国際観光学部、東洋大学社会学部
Co-Organized by : Graduate School of Global and Regional Studies, Toyo University
Graduate School of International Tourism Management, Toyo University
Faculty of Global and Regional Studies, Toyo University
Faculty of International Tourism Management, Toyo University
Faculty of Sociology, Toyo University
Center for Academic Research Promotion, Toyo University
後援：駐日ブラジル大使館、独立行政法人国際協力機構
Supported by : Embassy of the Federative Republic of Brazil in Japan
Japan International Cooperation Agency
文部科学省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology-Japan
“Supported Program for the Strategic Research Foundation at Private Universities”

東洋大学国際共生社会研究センター
Center for Sustainable Development Studies, Toyo University

アジアとラテンアメリカにおけるSDGsの
実現に向けて―日本とブラジルの絆

Towards the Actualization of SDGs in Asia and Latin America
–In Relation to Common Bonds between Brazil and Japan–

フラビオ・ウルノー 氏
（サンパウロ総合大学）

橋本 りか 氏
（サンパウロ総合大学）

ガブリエラ・ヘゼンデス 氏
（駐日ブラジル大使館、参事官）

紀 葉子 氏
（東洋大学社会学部、教授）

吉田 憲 氏
（独立行政法人国際協力機構中南米部、次長）

山本 美香 氏
（独立行政法人国際協力機構、青年海外協力隊事務局長）

北脇 秀敏 氏
（東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）

岡本 郁子 氏
（東洋大学国際共生社会研究センター、研究員）

東洋大学国際共生社会研究センター
Center for Sustainable Development Studies
Toyo University

国際シンポジウム
「アジアとラテンアメリカにおけるSDGsの実現に向けて―日本とブラジルの絆」
International Symposium
Towards the Actualization of SDGs in Asia and Latin America
-In Relation to Common Bonds between Brazil and Japan-

目
「開催趣旨とプログラム」
シンポジウム開催の趣旨
シンポジウムのプログラム

次

Purpose
Program

「ブラジルにおける国連の持続可能な開発目標 －大学にできる国際貢献とは？」
“UN's Sustainable Development Goals in the Brazilian context -How universities can contribute?”
フラビオ・ウルノー 教授（サンパウロ総合大学）
Prof. Flavio Hourneaux Junior, Lecturer of Business Administration Department, School of
Economics, Business Administration, and Accounting, University of São Paulo – Brazil
「ブラジル日系社会の貢献と持続可能な開発目標」
“Contribution of Brazilian Japanese Society to SDGs”
橋本 りか 教授（サンパウロ総合大学）
Prof. Shirlei Lica Ichisato Hashimoto, Professor, Faculty of Philosophy,
Literature and Human Sciences, University of São Paulo – Brazil
「日系コミュニティの SDGs 活動への貢献」
“Contribution of Nikkei Community for the Actualization of SDGs”
紀 葉子 教授（東洋大学社会学部）
Prof. Yoko Kino, Faculty of Sociology, Toyo University
「日本人移民の意義と国際協力」
“The significance of Japanese Emigrants and International Cooperation”
吉田 憲（独立行政法人国際協力機構中南米部、次長）
Mr. Satoshi Yoshida, Latin America and the Caribbean Department, JICA
「日系社会青年海外協力隊プログラム」
“Japan Overseas Cooperation Volunteers for Nikkei Communities Program”
山本 美香（独立行政法人国際協力機構、青年海外協力隊事務局長）
Ms. Mika Yamamoto, Director, Secretariat of Japan Overseas Cooperation
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International Symposium 2018
"Towards the Actualization of SDGs in Asia and Latin America -In Relation to Common Bonds between Brazil and Japan-"

開催趣旨とプログラム
Ａ. シンポジウム開催の趣旨
Purpose
Ｂ. シンポジウムのプログラム
Program
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東洋大学国際共生社会研究センター
Center for Sustainable Development Studies, Toyo University
国際シンポジウム

アジアとラテンアメリカにおけるSDGsの実現に向けて
－日本とブラジルの絆－
International Symposium

Towards the Actualization of SDGs in Asia and Latin America
-In Relation to Common Bonds between Brazil and Japanシンポジウム開催の趣旨
Purpose

東洋大学国際共生社会研究センター（以下、センター）では、平成13年以来、アジアを中心に研究活
動を展開してきたが、平成27年度よりセンターの活動をアフリカにも拡大し、SGDsへの支援を行うこ
とを目的としている。SDGsの研究や国際協力援助を行っているブラジル・サンパウロ総合大学から研
究者を招聘し国際シンポジウムを実施する。国際シンポジウムではブラジル日系移民110周年というこ
ともあり、SDGsと日系コミュニティにおける人材育成をテーマに、開発途上国や日本の事例紹介を踏
まえながら具体的に議論する。
The Center for Sustainable Developmental Studies, Toyo University (the Center) that specializes in
development studies and receives official support from the Japanese Ministry of Education, Culture,
Sports, Science, and Technology, has been hosting an international symposium annually since 2002 to
discuss balanced and sustainable development.
The 2018 symposium, which is held on the 23rd of November, 2018, emphasizes the theme of “Towards
the Actualization of SDGs in Asia and Latin American Relation to Common Bonds between Brazil
and Japan-”. In the international symposium, experts from University of São Paulo, and discuss on
the Nikei-community and human resource development for SDGs.
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プログラム
Program
司会：岡本郁子（東洋大学国際共生社会研究センター、研究員）
Emcee：Prof. Ikuko Okamoto, Center for Sustainable Developmental Studies, Toyo University
プログラム：（14：00 開場）
Program ：（14：00 Open）
14：45

開会挨拶
“Opening Address”
北脇 秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター、センター長）
Prof. Hidetoshi Kitawaki, Director, Center for Sustainable Development Studies, Toyo
University

14：50

来賓挨拶
“Opening Remarks”
ガブリエラ・ヘゼンデス 氏（駐日ブラジル大使館、参事官）
Ms. Gabriela Resendes, Councilor, Embassy of the Federative Republic of Brazil in
Japan

14：55 「ブラジルにおける国連の持続可能な開発目標 －大学にできる国際貢献とは？」
“ UN’s Sustainable Development Goals in the Brazilian context -How universities can
contribute?”
フラビオ・ウルノー 氏（サンパウロ総合大学、教授）
Prof. Flavio Hourneaux Junior, Lecturer of Business Administration Department, School
of Economics, Business Administration, and Accounting, University of São Paulo –
Brazil
15：35 「ブラジル日系社会の貢献と持続可能な開発目標」
“Contribution of Brazilian Japanese Society to SDGs”
橋本 りか 氏（サンパウロ総合大学、教授）
Prof. Shirlei Lica Ichisato Hashimoto, Professor, Faculty of Philosophy, Literature and
Human Sciences, University of São Paulo – Brazil
「日系コミュニティのSDGs活動への貢献」
“Contribution of Nikkei Community for the Actualization of SDGs”
紀
葉子（東洋大学社会学部、教授）
Prof. Yoko Kino, Faculty of Sociology, Toyo University
16：15

休憩
Break

16：30 「日本人移民の意義と国際協力」
“The Significance of Japanese Emigrants and International Cooperation”
吉田
憲 氏（独立行政法人国際協力機構中南米部、次長）
Mr. Satoshi Yoshida, Latin America and the Caribbean Department, JICA
17：10 「日系社会青年海外協力隊プログラム」
“Japan Overseas Cooperation Volunteers for Nikkei Communities Program”
山本 美香 氏（独立行政法人国際協力機構、青年海外協力隊事務局長）
Ms. Mika Yamamoto, Director, Secretariat of Japan Overseas Cooperation Volunteers,
JICA
17：50

閉会挨拶
“Closing Address”
北脇 秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター、センター長）
Prof. Hidetoshi Kitawaki, Director, Center for Sustainable Development Studies, Toyo
University
＊役職は講演日時点
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International Symposium 2018
"Towards the Actualization of SDGs in Asia and Latin America -In Relation to Common Bonds between Brazil and Japan-"

ブラジルにおける国連の持続可能な開発目標
－ 大学にできる国際貢献とは？ －
UN’s Sustainable Development Goals in the
Brazilian context –How universities can contribute?

フラビオ・ウルノー

サンパウロ総合大学

教授

サンパウロ総合大学にて経営学の修士と博士の学位を取得。現在はサンパウロ総合大学経済学部
経済学科（FEA-USP）の講師で、
2009年よりCranfield Universityの客員研究員も務める。ノヴェ・
デ・ジュリオ大学（UNINOVE）の環境管理と持続可能性の専門家の講師も務めており、戦略的
管理、組織の業績管理および持続可能性管理を主なテーマとした教育と研究を行っている。
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Professor Flavio Hourneaux Junior:
Konnichiwa. Thank you Toyo University for inviting me to be here with you today. It is an
honor, and a pleasure and I hope this is one of the first steps of a long and prosper relationship
between the two universities, thank you very much again. In my presentation, I will address
this theme, the United Nations Sustainable Development Goals in the Brazilian context, and how
universities can contribute for their achievement.
First, I would like to, again, to make a reference to the Memorandum of Understanding (MOU)
between Toyo University and University of Sao Paulo. As I said, it can give us many results in
terms of exchange of faculty and students, too. This is a celebration for this agreement, and I am
sure that we have this long and lasting relationship between these two universities. These are
the topics I am going to cover during my presentation. First, I will present to you the University
of Sao Paulo (USP). I hope the students present here would like to see our university, and maybe
visit there in the near future. Then, I will talk about the SDGs in Brazil, an overview, just
quickly. Moreover, the most important parts are the two that follow – the university and the
SDGs, to discuss some frameworks, some guidelines, some ideas for the implementation of SDGs
by universities, some cases in Brazil, and specifically how USP has addressed the SDGs and the
initiatives we have at USP. Then, we are going to have some discussion and reflections about
these ideas, and I will finish my presentation after this.
Well, first our University. This is the Brazilian map here. Sao Paulo is one of the 27 states that
Brazil has and it is the most important, may I say in terms of, especially, economic approach.
One third of the Brazilian GDP is generated by the state of Sao Paulo. And our university is a
State University, that is why we are called the University of Sao Paulo. This is the state of Sao
Paulo and those are the campuses of our university. The main campus is here, Sao Paulo city
campus where I work, but there are other six campus in the state. This is the main campus,
this is the main square we have there, as you can see it is a very green area. We have in
whole University 80 different units in seven campuses; we have museums, hospitals, specialized
institutes, we have a very good infrastructure. USP is 84 years old.
We have around 90 thousand students between undergraduate and postgraduate students and
I think the most important data here is to emphasize that USP is responsible for 25% of the
Brazilian production in terms of research. So it ia a very important research center for both
Brazil and Latin America in several areas of knowledge.
Talking now about the SDGs in Brazil. In the previous presentation, it was emphasized that we
have a good position specifically in this SDG number 7, referring to renewable energy. This is
actually a study from Schmidt-Traub and other authors where they mapped how SDGs can be
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considered in several countries. This is the position of Brazil. As you can see, unfortunately, we
have good positions only on the SDGs number 7 and number 17. However, as we have problems,
we also have room to develop in the other SDGs. Why I am showing you this? To emphasize the
importance of what we are talking about here. If we have this situation and we have to develop
to enhance the SDGs - the sustainable development in Brazil -, the role of our university and
other universities, of course, is very important. This is the background for our presentation in
the next few minutes.
How can universities work to develop and increase the SDGs? The SDGs’ implementation
is fundamental, as we just talked. This is the framework from the Australian South Pacific
Universities. They created this framework that tried to show the relationships between
universities and the SDGs development. So, they say that the SDGs can help universities
because, of course,, they are important, and they are a part of the role of the universities.
The SDGs also can be an opportunity for Universities to develop teaching and research, too.
Important things here are the role of the university in terms of impact to the society, and how
they can collaborate with each other. One example is what we are doing here at this moment,
the collaboration between different universities.
This framework emphasized there are four fundamental roles for universities in terms of
how to develop, how to increase, how to foster the SDGs. First, as I have just mentioned the
research. Research on the SDGs is quite a challenge because the SDGs are interdisciplinary and
transdisciplinary. So, we must manage, must deal with several topics, several fields of knowledge
to understand how the SDGs really work. That is why research is very, very important to
understand for the development of the SDGs.
Besides research, education. How to educate people, especially young students for sustainable
development? It is very important for the students to understand not only the SDGs but also
sustainable development means when they are doing their studies because they will have this
mindset in their future career. Therefore, education is a very important role for the university. I
will be back especially to this subject – education - in a few minutes.
Besides that, the external leadership. Universities can play this role as an actor, an important
actor for fostering relationships, agreements and changes in our society. Most of society respect
the role of the university as very important, too. Moreover, at last in terms of governance,
universities can also emphasize the importance of the SDGs and be a part of this system if they
use the SDGs as their politics. One example is a university that incorporates the SDGs and
sustainable development ideas, in terms of their sustainability reporting. In other words, it is to
show to the society what they are doing in terms of the SDGs through the communication to the
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society.
This is the other framework I am referring to today. It is called PRME - Principles for
Responsible Management Education. This PRME initiative was created by the United Nations in
2007, and now it is 11 years old. This picture is the celebration for the ten years of PRME, last
year. The idea of the PRME is to increase especially the teaching and research, but especially
the teaching, regarding sustainability, even previously to the existence of the sustainable
development goals, the SDGs. Actually, it is important to understand that the United Nations
has an initiative that is called the Global Compact. The Global Compact is for companies. If
companies are signatories for this Global Compact, they agree with the Global Compact; they
would act responsibly, sustainably.
The PRME is the other branch of this UN’s idea. It is related to education and the universities.
So, if a university or a school is a signatory of the PRME, they will follow the PRME guidelines.
The PRME, as I said, is important to developing the education, the responsible education all
around the world. This is a map of all the PRME initiatives in the world. It is important to
emphasize here our case in Brazil. Brazil was the first country with a specific chapter. As you
can see there are several regional chapters, but Brazil was the first country that had a special
chapter of its own. Later, India also created its own chapter. The chapter is an important
structure of PRME because they will develop; they will have a commitment with other signatory
universities to increase PRME and responsible management in the countries.
These are the PRME signatories in Brazil. There are more than 700 institutions all over the
world. We have 29 Higher Education Institutions currently as PRME signatories in Brazil.
Actually, we have as signatories especially business schools, given it is called the Principles for
Responsible Management Education, but people at PRME now are thinking about expanding
this initiative not only for management schools but also for schools in general, because they
understood that responsible education would be not only for managers but also for other careers.
So, it is possible that in the next few years it will change to expand to other careers. In Brazil,
we have other initiatives in terms of the development of the SDGs. This is called in Portuguese,
Rede ODS Universidades Brasil (SDG’s Brazilian University Network), a Brazilian network of
universities for the SDGs. It is an initiative created by some universities to create a network to
emphasize and to promote the SDGs in their activities. It is new, and it is still small, but we hope
it gets larger in the next few years.
Now I am talking about the initiatives, the SDGs related initiatives, specifically at our university,
the University of Sao Paulo (USP). As I have mentioned, USP is the largest University in Brazil.
So, it is important to understand that any kind of initiative at USP would have a huge impact
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on both the students and faculty and also on the society in Sao Paulo and Brazil. Thus, we have
some initiatives, and I will show you some of that. For instance, we have the university hospital
that attends 12,000 people among students, faculty and also the community. Near the hospital,
we have what in Brazil we call “favela”, and the community around the university that is also
attended by the university hospital. Without the university hospital, they would not have any
kind of assistance. The hospital is an important center also for research. We have the USP
Women Office, about gender equality and it is a new initiative, aiming to try to increase the
discussions, the research, and of course, the practices regarding gender equality at the campus,
and in the Brazilian society too. We have the application school. It is a basic school, mainly
directed for staff and faculty but also for low-income community too.
We also have, especially in terms of environmental initiatives, the efficient use of water and
energy inside the campus. This is a new program regarding water management. We also
have a efficiency energy project as it was mentioned before, that try to increase the use and
development of new and applicable technologies in Brazil regarding the use of clean energy like
solar energy, wind power energy and other types of clean energy that are very important and
actually, a positive point for Brazil.
We also have some programs regarding the responsible consumption and production SDG
number 12. For instance, there is a recycling program for about or 20 years. We collect all the
waste in the campus. This also creates income for people in the community who work in the
recycling center. There is also a specific area, a specific facility that deals with electronic waste,
as you know an important issue in terms of waste, electronic waste management. We also in
terms of social initiatives we have this quota program in Brazil. Unfortunately, the inequality
is high in terms of our society, and we are trying to balance the interests of students. Not only
high-income students as well as it were before but now low-income students too. This is a
quota program, it is a new program too, and the idea is to have 50 - 50 quota program students
and other students to try to reduce the inequality and try to give more opportunity to these
students in the future.
And, as we have our presence here, our celebration here, we have several agreements and
initiatives. In terms of collaboration, we have other universities and other institutions, even
private institutions, trying to enhance the SDG number 17 (Partnerships). We have, as you can
see here, collaborations and agreements with countries from all over the world. The idea is to
increase this and to have more and more agreements because we have this internationalization
purpose. That is what we are trying to do, and, of course, the agreement between Toyo
University and the University of Sao Paulo is part of this politics. We also have some new
initiatives, and I highlighted two of these initiatives here.
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For instance, this is the first regional cities program of the Global Compact. As I mentioned,
Global Compact is an initiative from the United Nations and this office was created to be a
kind of basis for research for initiatives regarding how cities could be part of the SDGs, how
cities could implement the SDGs in their daily activities. This is a new initiative, from the last
year. The initiative is an agreement between our university and the secretary of environment
of the state of Sao Paulo, trying to increase the relationship between the university and the
government in the environmental issues.
In addition, as I mentioned before, we are a part of the PRME network. As part of the PRME
network, we should follow these PRME six principles - purpose, values, methods, and so on. As
a part of its duties, every school that is a PRME signatory has, should have the bi-annual report
actually they call Sharing Information on Progress (SIP). Share Information on Progress is a
report that each school should do every two years to report what they have done in terms of
what we call responsible education. It is important because we are forced to map and to identify
every initiative that we have related to the SDGs. And other schools are supposed to do the
same. That is why the PRME initiative is another way to address SDGs implementation.
These are some pictures from a conference we organized last year, the 4th Responsible
Management Education Research Conference. Here you can see Jeffrey Sachs, one of the keynote
speakers by Skype. Jeffrey Sachs was one of the creators of the SDGs. Here, for instance, a
workshop on how can the SDG be used in education practices and so on, among other pictures.
These are still isolated initiatives, but important to emphasize the importance of the SDGs. This
conference is done in different countries every year. For instance, this year’s edition was in
Germany, last week.
I would finish my presentation with some discussion and reflections. The idea, given this
scenario, is how can we increase or how can we better address the SDGs as universities. This
graphic here shows how countries are researching the theme, what is called sustainability
science. As you can see, all the countries here are increasing their publications, their level of
research in terms of the sustainability science and, of course, SDGs-related subjects. Brazil
is here, and Japan is here too. We can see there is room for increasing the publication for
both countries. One important information here is this database is up to 2013 and SDGs were
published in 2015. So, this graph does not show how the SDGs have been studied in terms
of publication. I am showing you this graph only to emphasize that it is increasing for every
country, but as the SDGs become more and more important for the university and for society
this curve probably will increase, even more, that is what we actually expect.
Some discussions regarding what is the role of education and University regarding the SDGs.
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This graph is very interesting because it puts the education at the center of the SDGs. In
other words, it is a requirement for the SDGs to exist is to have quality education and quality
education in all countries. How can we do this? As I mentioned, there are some rules or some
initiatives that can be done by the universities such as education, research, outreach et cetera
that can bring the SDGs as their basis, as part of this implementation.
And how can they do, what are the results of this knowledge, learning, impact, collaboration
such as this? These elements are from the Australian Framework I have shown you before. I
added some important things that could be important for the implementation and success of
these ideas. It is fundamental to have the SDGs and sustainable development as a purpose, as
values and also to emphasize the dialogue between all the actors and all the participants. I added
one more element here that I think is very, very important. It is about effectiveness. Sometimes
we have several policies, several initiatives but what about their effectiveness? How can we
really be sure that they are effective? Universities should address this too. How can we be sure
that these initiatives are really effective? That is the issue,
There are some final points regarding discussion and reflections that we identify during this
presentation. For instance,, the first issue here, as I mentioned, in Brazil and, of course, in other
countries there are practices, there are initiatives regarding the SDGs, but in spite their large
number, there are initiatives sometimes you did not know, for instance, what USP has done and
the other way around. There are many initiatives in the universities, but there is no consolidated
information. The idea or opportunity here is why not to create a national database identifying all
the initiatives and practices for knowledge management of these initiatives?
We see this as a huge opportunity, mainly a need for us to develop this kind of thing that we
do not have. Another issue, “different countries in the country”, as we say, especially in Brazil.
Brazil is large and has different countries in the same area. How to address this? The idea is to
use a contingency-based approach. It means to analyze the SDGs and make a local diagnosis for
the SDGs and understand how to deal with the SDGs in different areas, in different locations.
What is important or good in Sao Paulo may not be good for the Amazon area for instance. In a
country like Brazil, we consider as very important this contingency-based approach.
There are opportunities to create universities initiatives such as education, research and
outreach as we have customized and local solutions. The best practice, the best solution for a
place cannot be the best solution for other places. The idea is to try not to create a unique or
whole policy but a localized policy, localized practice for each place.
Another important question here is the different priorities among the SDGs. As I have shown
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before we have different stages of the SDGs development in Brazil and possibly again using
this contingency-based approach we could understand or could identify which the SDGs are
more important for Brazil or specific areas of Brazil. This also can be applied to other countries.
We can try to address specific points regarding specific problems in one or more of the 17
SDGs. This would also lead to different policies, different alignment between the schools, the
universities and the local governments.
We think it is very important to understand how universities with this local perspective would
increase even more the impact of their actions. Finally, the SDGs are multi or interdisciplinary.
Of course, it is a complication for this problem because as have I mentioned before, we have to
address several fields of knowledge to understand and to implement the SDGs. We can identify
isolated actions, isolated initiatives, but there is also an opportunity to integrate what universities
can do regarding projects defined by all the stakeholders that can be impacted by the specific
SDGs that we are addressing too.
I am almost at the end of this presentation. Here are some references, if you are interested
in understanding a little bit more about the SDGs. I would end my presentation inviting you.
This is the conference that we are hosting in our school, ENGEMA, in two weeks. As you can
see, the conference is about sustainability management, and it is its 20th edition. It was created
just before Rio 92. We have skipped some years, so that is why it has only 20 editions. The
conference was created to discuss Rio 92, and it was increasing year after year, and now we
have the 20th edition. The title of the conference is from “Rio 92 to2030 Agenda”, and we will
be discussing the SDGs. We have universities, of course, participating, as we have companies,
government, and NGOs. The idea is to discuss how the SDGs can be addressed by all these
actors, trying to again emphasizing the importance of this very issue.
So, I would like to finish my presentation. Thank you very much and again I would like to thank
you for inviting me to be here at Toyo University. Thank you very much.
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位取得。2015年よりサンパウロ総合大学哲学文学人文科学部東洋学科・副学科長就任。2017年よ
り、サンパウロ総合大学哲学文学人文科学部アクセシビリティ基盤委員会長。2013年よりサンパ
ウロ総合大学哲学文学人文科学部東洋学科日本語科教授、現在に至る。
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皆さまこんにちは。この東洋大学白山キャンパス、井上円了ホールでお話をさせていただくとい
うことは、こんなに名誉なことはございません。大変緊張しています。また、勤労感謝の祝日にも
かかわらず、多くの皆さまにお集まりいただきましたこと、感謝申し上げたいと思います。先ほど
ご紹介をいただきました、国際共生社会研究センター長の北脇副学長初め、シンポジウム担当の
まなご

眞子先生、東洋大学の関係者の皆さまにお礼を申し上げたいと思います。今年、ブラジル日本移民
ま

こ

110周年記念に、眞子様のご出席は大変ふさわしく、また、意義深いことだと感じております。さ
らにサンパウロ市で、第21回日本祭りが７月に行われ、３日間で18万2000人が集まりました。
(映像) https://www.youtube.com/watch?v=２HzEAZnKros Festival Japão １’11
こちらが日本祭りの風景です。その次に、学会も行いました。８月にはご覧の通り、日本研究－
特異性と新展開について、国際学会が行われ、参加者はおよそ380人でした。発表形態は、口頭・
ポスター・テーマ別シンポジウム。分野における日本研究は、芸術・文化・経済・法学・政治・教
育・移民・言語・言語学・応用言語学。日本文学は、古典から現代まで。さらに翻訳についてなど。
みなさんご存じのように、サンパウロ大学、日本語・日本文学講座は、学科で学生数が一番多い
コースです。現在434名。約65パーセントが非日系人です。
「なぜ日本語を勉強するの？」と尋ねる
と、答えはバラエティに富みます。日本語が就職に有利な財産になる。ブラジルと日本との間には、
活発なビジネスの関係が何らかのかたちで存在していて、コンピュータ技術・IT技術を学ぶこと
や技術管理を学ぶことと日本語を学ぶことの間には、共通した価値があるということになります。
“Cool Japan”として、アニメや漫画などのポップ・カルチャーに憧れて、日本語を勉強したいとい
う若者も増えています。でも、その一方で、最近では日本文学を勉強したいという学生が多くなり
つつあります。ブラジルでは戦後より、ノーベル文学賞を受賞した川端康成、大江健三郎に代表さ
れる日本文学も高く評価され、三島由紀夫、吉川英治などの、伝統的な日本とつながっているよう
に見える作品、つまり、海外からみて「日本らしい」ものが中心でした。それがこの数年で、村上
春樹が爆発的に読まれるようになって、大きく変わってきています。つまりブラジルは、日本で売
れているとメジャーで報じられるものを受容することを求めています。もし同じ方向を指向してい
なかったら、日本のメジャーに触れても「こんなの私はいらない」と言うはずです。
さて、日本のマスメディアの方針は、アジア、あるいは第三世界にて日本の優越性を誇示し、リー
ドしたいという願望と、欧米あるいは国際社会に対して、日本を「文化的に優れた国」として認知
させたいという２つの願望があると思われます。
そのための具体的な道具として、
優れたマスメディ
ア、経済、教育、または歴史、伝統、文化などを持った国だと認められる必要があります。ですか
ら、日本語・日本文学講座の学生は、日本の経済力を含め、さらに教育・文学などへと関心が向い
ています。経済に関してはご覧の通り、日本の企業450社と日系企業507社があり、日系人社会特性
は「勤勉」
、
「誠実」、「時間に正確」、「日本語能力」
、
「定着率」
、
「忠誠心」と認められています。持
続可能な発達、パートナーシップ17の目標を達成するためには、日系企業は日本とブラジルのパイ
プ役としての日系コロニアの重要性を再確認すべきだと思います。
持続可能な発達目標のイメージは、私には「道」という概念がふさわしいと思います。たとえば
お茶の道というものはどこへ行く道なのかというと、「茶」というものを媒体にして、人生とか自
然の悟りを得るための道なのです。つまり、悟ろうとする努力の過程が「道」なのであって、悟っ
てしまったら、それはもう「道」ではなくなってしまいます。従って、皆さんはすでにご存じの通
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り、日本における「道」の思想が、西洋の「術」と違うのは、未完の美に価値を置くことなのです。
ブラジル人は、サステナビリティについて、
「物を大事にする」と「無駄遣い」の態度があります。
簡単に家電や家具などを捨てない。教会などに衣類などを寄付する。段ボールや缶などのリサイク
ルは70パーセントにおよびます。その反面、
使い捨ての紙コップ、
トイレットペーパーは大量に使う、
スーパーで２枚重ねのレジ袋を使う（品質が悪いから）…ということで、リサイクルは５パーセン
ト。どうして段ボールや缶などがリサイクルされるかというと、
お金になるからです。それを集めて、
１か月に最低給料[¥27,904.44]をもらう人たちがたくさんいますので、リサイクルは進んでいます。
さて、無駄遣いに対する政策は、ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイ氏のスピーチに、
合言葉として次のように紹介しています。
「もったいない」は、消費削減、再使用、修理、資源再
利用の４つのＲを一言で表しています。さらに「もったいない」は尊敬の念が込められている言葉、
すなわち、物に対する感謝の心を生かすことだと思います。ちなみに、ゴミ拾いや掃除をする活動
と「もったいない」との関連はあるでしょうか。日本のことわざで、「風が吹けば桶屋が儲かる」
的に、ロジックツリー風に考えると、ゴミ拾いをすると、拾った人の心がきれいになる。拾った人
はゴミを捨てないようになる。さらに「町がもっときれいになるには」を考えるようになる。さら
には、社会がもっと良くなることを考え出す。
一般には、日系社会はブラジル社会との一体化が進んでいます。SDGs の９.産業と技術革新の基
盤には、トヨタに代表される進出企業においては、先ほど述べたように、日系人特有の誠実さ、定
着率、忠誠心があるが故に、持続可能な開発貢献活動を実施しつつあります。が、日本語が話せる
日系人も減少しつつありますから、あらゆる面で日本について興味を抱くようになることがとても
重要です。
さて、これからは、＊（累々）の学問領域からの知見を統合しようとするサステナビリティ学の
概念と、文学研究のインターフェイスを参考してみましょう。松岡正剛氏によれば、物語や書物は
ある人間の世界に対する見方を変え、そのことによって同時に世界環境もまた変化し、それは人間
と外的世界との関係ネットワークの総体という環境の定義の中に内包されているとの論理的帰結で
ある。小説が読書と内省によって、環境に関わる人間の意義が変化したとする。このような個人の
意識の変化は、直ちに生活実践の変化に結びつくことがあると主張しています。良い意味で、文学
は他者の意識に働きかけ、それを変容させることをその目的、あるいはその効果として含む学問領
域であると言えます。人間の意識変容を主要目的とする学的探求という点において、
他の自然科学・
社会科学とは大きく異なっています。そして環境の望ましい方向への改変が、環境概念の定義の本
質からして人間意識の変容を含むのだとするなら、環境を望ましく、あるべき姿にしていこうとす
るサステナビリティ学の重要な一翼を、文学を含む人文学が担うということにもなるといえます。
こちらは村上春樹の12作目の長編小説『1Q84』の一部分です。ローマ字で表記される「Q」は日
本語の数字「九」と同じ発音で、
「いち・きゅう・はち・よん」と読み、2009年５月から2010年４
月にかけて、Book１、Book２、Book３がそれぞれ前編と後編とに分け、全６冊として新潮文庫よ
り出版され、全巻ミリオンセラーを記録した名作小説です。ブラジルでは2012年11月から2013年11
月にかけてAlfaguara社（ポルトガル語訳・橋本りか）より出版されました。
タイトルの『1Q84』からもわかるようにジョージ・オーウェルの近未来小説『1984年』を意識
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したものです。村上氏はかねてより「同作を土台にした近過去の小説を書きたいという意向があっ
た」とBook３刊行直後のインタビュー（『考える人』2010年夏号）で述べています。
さらに、「世界を揺るがせた地下鉄サリン事件や９.11事件などにも影響を受け、特定の主義によ
る精神的な囲い込みを脅威とし、その脅威に対抗するものを物語で表現したかった」
のだと。つまり、
「悪」が作り上げた「物語」に対抗する「別の物語」を作り出さなければならなかったということ
のようです。善と悪、光と影、被害者と加害者など、対立する概念や入れ子のような複雑な構造に
なって、一章ごとに天吾（てんご）と青豆（あおまめ）の視点が切り替わりながら語られていく推
理小説めいた流れを思い出します。二人は10歳のときに出会って、離ればなれになって大人になっ
て再び出会う物語です。天吾は予備校の講師として数学を教えながら小説家を目指す男性で、青豆
はスポーツインストラクターとして働きながら女性をDVなどによって苦しめる男性を老婦人から
の依頼を受けて次々と暗殺していきます。ある日、天吾と青豆の２人は1Q84年という「現実の世
界」から別々の時間、別々の場所から1Q84年という想像の世界へと迷い込んでしまうのです。そ
の世界は1984年の世界とほとんど同じではあるものの、少しずつ現実世界とズレが生じているので
す。現実世界とズレた世界の中で、深田絵里子という謎の少女が書いた『空気さなぎ』という物語
が鍵となって、
青豆と天吾は再び接近していきます。作中ではリトルピープル、
パシヴァとレシヴァ、
マザとドウタなど、独特の言葉が多く出てきて、言葉の意味については推察・考察しながら読み進
めていくようになります。
先ほど、小説が読書と内省によって文学は他者の意識に働きかけるといいました。さて、
『1984』
で青豆と天吾の部分に出てくるサステナビリティ学の重要な一翼の例を二つ紹介したいと思います。
青豆は慎ましい生活を送っていた。彼女が一番意識してお金をかけるのは食事だった。食材に出
費を惜しまなかったし、ワインも上質なものしか口にしなかった。たまに外食をするときには、注
意深く丁寧に調理をする店を選んだ。しかし、それ以外の物事にほとんど関心を持たなかった。彼
女は子供の頃から、装飾のない簡素な生活に慣れていた。禁欲と節約、物心ついたときに、それが
まず彼女の頭にたたき込まれたことだった。家庭には余分なものは一切なかった。
「もったいない」
というのが、彼女の家庭でもっとも頻繁に口にされた言葉だった。テレビもなく、
新聞も取らなかっ
た。彼女の家庭では、情報ですら不必要なものだった。肉や魚が食卓に並ぶことは少なく、青豆は
主に学校給食で成長に必要な栄養を補給していた。みんなは「まずい」と言って給食を残したが、
彼女としては他人の分までもらいたいぐらいだった。着ている衣服はいつも誰かのお下がりだった。
組織の中で、そういう不要な衣服の交換会があった。だから学校で指定される体操着のようなもの
を別にすれば、新しい服を買ってもらったことは一度もないし、ピタリとサイズの合った服や靴を
身につけた記憶もない。色や柄の取り合わせもひどいものだった。家が貧乏で、そういう生活を送
ることを余儀なくされているのならそれはまぁ仕方がない。しかし青豆の家は決して貧乏なわけで
はなかった。しかし大人になった青豆が発見したのは、自分がもっとも落ち着けるのは、禁欲的な
節約した生活を送っているときだという事実だった。
もともと「もったいない」ということは「かたじけない」という意味を持って「もったいないお
言葉」などという表現がつかわれていましたが、そこから転じて、現在は「物を無駄にしないこと、
― 39 ―

International Symposium 2018
"Towards the Actualization of SDGs in Asia and Latin America -In Relation to Common Bonds between Brazil and Japan-"

大切に使うこと」という意味で使用されるようになったのです。先ほど「もったいない」という言
葉が世界に飛び出したのは、ケニアで生活をしている「ワンガリ・マータイ」という女性が「もっ
たいない」という文字を見て感銘を受け、世界には「もったいない」を表す言葉が他になかったた
めに、海外でも「物を大切に」「できるものはリサイクルをして使いましょう」という意味で頻繁
に使われるようになっています。それは私たちが住む地球の資源とは限りあるものですから、好き
放題使っていてはいつか枯渇してしまうのは予想できます。なのに、
『1Q84』の例は「もったいない」
とは実際日常生活では「節約」と解釈され、その「節約」のつもりがいつのまにか「ケチ」や「貧
乏性」の本質と勘違いしやすいことを注意しているのです。
もう１つの例は天吾に出てくる地の文です。
本棚の前に行って、書物の背表紙を眺めた。これまでに多くの本を読んできたが、所有する本の
数は少ない。何に寄らず、自分の住まいに多くの物を置くのが好きではなかった。だから読み終え
た本は、特別なものを別にして古本屋に持っていった。読める本だけを買うようにしたし、大事な
本は熟読して頭にたたき込んだ。
この部分を読んでみると、個人レベルでの生活実践のような変化は微々たるものかもしれません
が、世界のありようを変えられるという点において、人文学は社会に対する実践的効用を有してい
ます。主人公の天吾は『断捨離』（入ってくるいらないものを『断』つ、家にずっとあるいらない
ものを『捨』てる、モノへの執着から『離』れる）という行為、または不要なものを減らして、生
活を豊かにしようとする「思想」と『もったいない』という価値観とが共存できて、全てのものに
もったいないという感情を持つのではなく、断捨離をした結果残った『モノ』に対して抱くことに
よってそれを長く使う事が可能になるのです。
このような例を参考にサステナビリティ文学研究という領域開拓が考えられます。持続可能な社
会とは無常観を悟り、現実を訴えたときにフィクションと現実とを対峙させます。持続可能な現在
と未来を描くビジョンを具体化するには、多くの情報を得て学ぶことが必要となり、想像力も必要
になります。ですから、これから教育や学びのあらゆる場面を通して、持続可能なビジョンを描き、
行動できる力を身につけていくこと。そして実際に行動・共同していくことが重要なのです。
最後に、持続可能な社会、持続可能な開発という概念は、1984年に国連の中に設置された「環境
と開発に関する世界委員会」（WCED=World Commission on Environment and Development）が
作成した報告書において明らかにされたもので、世界に向けてのメッセージでした。このブルント
ラント委員の生みの親は日本であったと言われています。ですから1984年、日本が「環境と開発に
関する世界委員会」で重要な役割を担ったお祝いに、村上春樹の『1Q84』を選びました。
ご清聴ありがとうございました。
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こんにちは。みなさんはこちらの図版をご覧になって、描かれてい
る植物が何かおわかりになるでしょうか。こちらに描かれている植物
（木の実）は、コーヒーの実です。いわゆる、ブラジルに日系移民の人
たちが多くなった理由のひとつに、「コロノ」と呼ばれる小作人として
多くの人々がブラジルへと渡っていったということがあり、いうなれ
ば日系社会のルーツともなっておりますので、このコーヒーの実から
お話を始めていきたいと思います。日系社会がどのように構築されて
きたのかといったことにつきましては、この後、第２部のほうでJICA
の方から詳しいご説明がございますので、私は概略を述べるにとどめさせていただきたいと思いま
す。
こちらは、いわゆる「開拓」の場面を描いたところでございま
すが、日系人は、元々あったコーヒー農園に「配耕」されること
がなければ、原野を切り開いて農園を作りました。原野を切り開
くということは、今日から考えますと環境破壊につながることに
もなるかもしれません。しかしながら、元々ブラジルという国の
名前は、パウ・ブラジルという木の名前に由来しております。こ
のパウ・ブラジルという木、しかしながらブラジルではほとんど
みることができません。ブラジルの木は染料として使われ、ほと
んど今ではブラジルに自生していないというのが寂しい現状で
す。このように、いわゆるブラジルの国というのは、開拓の歴
史として自然環境を、ある意味では次々に破壊していったと言
えるかもしれません。しかしながら、その破壊が創造であった
という部分は、日系社会の人々が豊かな食生活をもたらす農業
で成功したことからも明らかです。原野を拓き蔬菜や果物を生
産した日系の人々のはたらきは、「農業の神様」として、ブラジ
ルの社会で敬意を集めています。しかしながら、農業の神様で
あった日系の人々の多くは開拓した土地を離れ、どんどんと都
市部に移ってきました。都市に移っていった大きな理由という
のは、やはり開拓した地には教育の環境が十分ではなかったこ
とがあります。子供に十分な教育を受けさせたいという強い願
望を持った親たちは、どんどんと都会部へと出ていきます。都
会に出てくることによって、都市部に集住地域を作りました。
リベルダーデと呼ばれる地域に集まってきた日系人はまず、
もっ
とも生産手段が乏しくてもできるクリーニングの仕事を始めま
した。こうして、とても大きな日系人街を作り上げると同時に、
子供たちが高等教育機関へ通うことを後押ししました。
子供たちは親の願いを受けて高学歴化していきます。高学歴
化していく子供たちは、サンパウロ統合大学（USP）に次々と
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進学するようになってきました。昨夜、フラビオ
先生が、当時とても有名だったピアーダ（ブラジ
ルの小話）を話してくれました。1970年代、「USP
に入学するためには日系人を一人撃ち殺せばいい」。
とんでもない冗談のように聞こえるかもしれませ
んが、それほど多くの日系人がUSPに進学してい
たということでございます。
そのような状況の中で、進学する子供たちは徐々
にブラジル化していく子供と、それから相変わら
ず日系コロニアを志向する子供に分かれていきます。ブラジル社
会へと漕ぎ出してゆく子供たちは、大学の中でもおかしな名前だ
と笑われてしまうような思いをしながら過ごしていきます。今で
こそ、日本のプレゼンテーションが高くなるとともに日本的な名
前というのは素晴らしいと捉えられるようになっておりますが、
当時はまだ日本の名前はいくらか奇異な名前と受け取られていた
わけです。
このように高等教育を受ける子供と、それから開拓者として
やってきた親との間には、世代間ギャップというものが生まれる
ことになります。
「日本の心」というものを大事にしたい日系一
世の人からすると、大学で高等教育などを受けて徐々にブラジル
化していく子供たちとの
間では、価値観のずれというものがじてきます。そのひと
つの例として現れているのがお掃除に対する考え方の違い
です。ブラジルではお掃除というのは、もっぱら専門的に
行う、いわゆる清掃業の女性がいるわけですが、そうした
清掃業の女性を雇うことに対して抵抗感を持つ一世と、掃
除はもともとそういう人にしてもらったらいいんだと考え
る二世との間の世代間ギャップはある種、象徴的なもので
す。また、愛情表現にも認識の違いがみられるようになり
ます。ブラジルの方はとても愛情表現が豊かです。言葉の
面でも、また身体接触の面でも。ところが日本人は、あま
り家族間で濃厚なコミュニケーションを持ちません。まし
てや、自分の子供に「愛してるよ、今日はよく頑張ってき
たね」なんて語りかける親などほとんどいないようです。
でも、それはブラジル語（ポルトガル語）に慣れてきた子
供たちからみると、「（私の）親はなんてつめたいんだ」と感じさせられるものでもあり、家族の中
でのディスコミュニケーションが生じるといったようなことも少なくはありません。それがもっと
も象徴的に現れてくるのが、「日伯結婚」と当時言われていたような場面でした。日系コロニアに
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おいて、日系人同士で結婚することが望ましいと捉えられている一世の価値観と違い、二世の人々
は、巡り会った愛すべき人と自由に恋愛をして、自由に結婚したいと思うようになります。でもそ
れは、一世からすると「雑婚反対」という言葉が書かれていま
すが、日系人の若者が非日系人と結婚するということを「望ま
しからざること」と捉えていたこともあり、ますます両者の認
識のギャップを広げていったりもしたと言われています。
元々、海外に移住する日系人にとって大事なのは、味噌や醤
油に象徴される食生活でもあり、こうした味噌や醤油は郷愁を
誘うものでもありました。それと同時に、日本的な美徳として、
先ほどリカ先生の話にもございました「もったいない」という
感覚もまた、日系人がブラジルの社会の中でしばしば感じるも
のでもあったようです。日系人のアイデンティティをどうやっ
て維持していくのか？ ということを考えるときに、特に重要になって参りますのが、言葉の問題
です。どうすれば日本語を維持できるのか。この「日本
語を維持していこう」と考える人々は、コロニアに日本
語学校を建設しました。当初、コロニアの日本語教師は
コロニアのひとびとが担っておりましたが、やがて日本
から呼び寄せようとしはじめました。この「呼び寄せら
れる日本語教師」というのは、しかしながら、言葉を教
えてくれるだけではなく、大和魂を教えてくれることが
望ましいと捉えられており、たとえばこのイラストでは、
右手に野球のボールを持っていますが、野球は日本を象
徴するスポーツとして捉えられていたわけです。大した
給料をお支払いすることはできないけれども大和魂を教
えてほしいというのが日系コロニアで日本語を伝承した
いと考えていた人々の願望でもありました。しかしなが
ら、こうした日系コロニアの人々が思い描くような日本
語教師像というのはなかなか得難く、伝承言語としての
日本語教育というのは徐々に衰退せざるを得ない状況でした。1970年代には、日本企業が相次いで
ブラジルに進出してきます。日系企業もあるなか、日本企業が進出してくることで、日本語が話せ
るということがもっと就職に有利に働くのであれば、日本語を勉強する人は増えたかもしれません。
けれども、この当時のブラジルの社会（1970年代の日系社会）においては、子供たちが日本語を話
すことをあまり積極的に受容しようとはしませんでしたし、何より、日本の企業も日本語がしゃべ
れるよりも英語がしゃべれる人を重視するという傾向が強くあり、日本語ができることが経済的な
優位性に繋がらないという事情もございました。したがいまして、21世紀になって、USPで日本語
を学ぶ学生が増えているというのは、日本の経済力よりも、むしろ文化的な力の評価が高まってい
るからではないかと考えております。
このような社会状況の中で、日系社会も変わっていきます。移民してくる人々も、船で移民する
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のではなく、飛行機で移民してくるように変わってきたり、
また、飛行機が一般化すると日系コロニアに訪日ブームが
起き、里帰りとして日本にやってくる人も、1970年代には
増えてまいりました。それによってますます一世世代の日
本への郷愁は強くなり、ブラジル的な価値観を持った家族
との間にギャップが生じてしまうことになり、
「寂しい一
世」が増えてしまった…というのが、日系コロニアが持っ
ている１つの問題でもありました。しかしながら、日系コ
ロニアは相互扶助の場でもございましたので、コロニアの
福祉施設というものも充実してまいります。たとえばこの
イラストで、こぼれ落ちていく人に手を広げているその手
首のところに、
「援協」と書かれていますが、これは「日
伯援護協会」を意味しており、この援護協会は、日系人に
よる日系人のための福祉施設として設立され、運営されて
いました。こうした福祉施設は日本社会からの援助もあって、継続的に活動を続けておりますが、
そればかりではなく、たとえば今日では、「連帯するグローバリゼーション」の一環として、税の
優遇措置を受けるため、エスニシティに限定されない福祉活動も行うようになってきています。日
系人以外にも対象者を広げていくひとつの事例として、奄美事業所跡地のプロジェクトが行われて
います。この奄美事業所跡地プロジェクトは、日本で行われている学童保育のようなもので、現地
の子供たちにレクリエーションや食事を提供するもので、ノーハンガーにつながるものです。いう
なれば、貧困（no poverty / zero hunger）という観点から、現地の子供たちを支援する活動を日
系組織が行っています。これは、日系の組織によるSDGs活動のひとつであるとして評価し得るの
ではないかと思います。また、冒頭でみていただいたコーヒーと同じように、日系人が盛んに栽培
した植物の１つに、ピメンタ・ドレイノ（黒胡椒）があります。黒胡椒はアマゾン川流域で主に作
られており、とりわけアマゾン川流域のトメアスーという移住地は、この黒胡椒の産地として有名
でした。今現在、このトメアスーは黒胡椒だけではなく、さまざまな多様な植生を維持しつつ農業
を行うというアグロフォレストリーを試みる実験地にもなっています。実際に経済活動として成功
しているおりますし、JICAなどからも積極的な支援を受けて、アグロフォレストリーの活動が行
われています。日本の製菓会社がトメアスー農協と協力し、JICAの支援も受けて、アマゾンの森
林再生の手助けをしています。こうした活動は、かつて森林を切り拓くことによって農業を始めた
日系社会が、「森をつくる」というかたちでSDGs活動を始めている事例として評価しうるのではな
いかと考えています。
さて、ここまで皆さんにみていただいたイラストを描いていらしたのが、田中慎二さんという日
系コロニアを代表するイラストレーターでありかつ編集者である人物です。田中慎二さんは、私も
客員研究員として滞在させていただいておりましたサンパウロ人文科学研究所の重要な研究員のお
ひとりでしたが、今年になってお亡くなりになりました。その哀悼の意を表するためにも、氏のイ
ラストで皆さんにお話をさせていただきたかったので、イラストを見ながらお話をさせていただき
ました。
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日系コロニアにはこのように、日系コロニアとは何か、日系人とは何かということを自ら考える、
日系人による日系人のための研究組織もあり、そこで豊かな研究も行われておりました。が、田中
慎二さんに先立つかたちで精神的支柱であった宮尾進先生、脇坂勝則先生が相次いで逝去され、日
系コロニアに限定していくと徐々に担い手が減ってしまうという問題も抱えています。ブラジルで
日系社会や日本文化を研究するものが日本人や日系人に限定されていた時代は終焉を迎えつつあり
ます。先ほど「日伯結婚」というイラストには「雑婚」などという言葉もございましたが、日本人
による優生思想的な弊害を乗り越え、多様性に新たな価値を見いだす必要があるように思います。
ブラジルの社会から日本人が学ぶことがあるとしたら「日伯結婚はハーフを生み出すことではなく、
ミックスを生み出すことである」ように多様性を積極的に評価することではないでしょうか。
「混血」
などという言い方を日本人はしたがりますが、マルチカルチュラルな子供たちが増えていくという
ことはむしろ、これからの社会にとって望ましいことであるはずです。日本から１日も早く「ハー
フ」という概念がなくなればいいのにと、私は思っております。そうした願いを込めて、今回のお
話を終わらせていただきたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。
〈参考文献〉
田中慎二『田中慎二画文集

アンデスの風』サンパウロ人文科学研究所、2017年10月、ブラジル
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日本人移民の意義と国際協力

The significance of Japanese Emigrants and
International Cooperation

吉田

憲

独立行政法人国際協力機構

中南米部

次長

大手銀行、青年海外協力隊（平成２年度３次隊・経済）を経て1994年に国際協力機構入構。ブラ
ジル事務局で農業開発や交番プロジェクト、森林保全、日系社会連携事業などに関わる。国際協
力銀行（JBIC）や日本貿易振興機構（JETRO）への出向を経て青年海外協力隊事務局でスポーツ・
教育などを担当。2016年11月１日から現職で中南米協力全般を推進している。
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ただいまご紹介に預かりました、国際協力機構JICAの吉田憲と申します。本日は「日本人移民
の意義と国際協力」と題しまして、お話をさせていただきます。特に日本人の移民については、教
科書でも深く習うことがありません。しかしながら、日本人移民については、日本の近代史にとっ
ても、また日本にとっても、そして日本人にとっても非常に重要な話だと思いますので、お話が初
めての方がいらっしゃれば、これを機会に関心をもっていただければと幸いです。
それでは、まず最初にこちらの写真をみてください。
「さあ行こう、一家をあげて南米へ」
。これ
は移民の募集をするポスターです。「一家を」というのがポイントです。ブラジルの、あるいは南
米への移住の応募勧奨のポスターですが、ブラジル側からすれば、単身の労働者というよりは家族
で一緒に来てほしくて、そこで定住を望んでいたわけですね。
もう１枚いきますけれども、これ「行け、ブラジルへ」ということで、勇ましいタイトルですね。
ここのポイントは、拓務省。拓務省というのは、かつてありました日本政府の省庁です。国の移民
政策を促進する省庁です。日本政府が後援する、そして支度金も補助しますよ、ということです。
どういうことかというと、当時（明治時代）の主な産業は、我々が教科書で習ったように、農民の
方が非常に多かったわけです。農民といっても、ほとんどは小作農の方です。つまり、「自分の土
地を持つ」というのは夢のまた夢だったんですね。こうした状況の中で、ブラジルに行くと自分の
土地を持つことができるという夢が現実になるということを意味します。しかも政府の後援がある。
加えて補助もあるという、非常に魅力的なプログラムだったわけですね。
次のスライドに移ります。日本国をあげて、この移住というプログラムをどんどん推し進めよう
としました。左の写真は、サトウキビ労働者の写真です。こちらのほうはハワイだと思いますけれ
ども、山口県知事の言葉として「３年の期を終え、健康・富をいたして帰国するを待つものなり」
。
健康に留意し、お金を稼いで、貯めて帰国してくれと、知事がはなむけの言葉を贈っています。右
側の人は、移民自体は中学高校も出ていない農業移民が非常に多かったわけですけれども、
とはいっ
ても当時ほとんどいなかった学生、いわゆる学士様ですね、こうした大学を卒業した人たちもいま
した。国会議員もいましたし、裁判官の方々も、そういった“知識人クラス”の方々も移住された場
合もありました。右の言葉は福沢諭吉の言葉ですけれども、何を言おうとしているかというと「行
くからには、第２の故郷をよその国に作るつもりで行ってこい」というような手向けの言葉を言っ
ています。
右下の写真が移民船として使われた船です。ちょっと大きさは違いますけれども、たとえば横浜
港に1930年に就航した氷川丸が係船されていますが、それよりちょっと小ぶりになると思いますけ
ど、あれクラスの大きな船が移民船として使われました。
右上はパスポートです。見ておわかりの通り、家族の名前が手書きで書かれている。こういう、
家族一緒のパスポートだったんですね。手書きでかかれてあります。そして、こういった左の写真
のようなトランクを使って船旅に出ました。そしてこれが中身です。日傘があったり、下駄ですけ
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れども。これは日本人の生活にとってみれば、当然こういったものは使っていたわけですけれども、
農民としてブラジルの開拓地に行って、おそらくこの下駄も日傘も使う余裕はなかったのかなぁと
思います。
そして、こちらの写真。船上でポルトガル語の教室を開いているところです。これ、見ておわか
りの通り、先生だけがテキストを持っていて、おそらく推測ですけれども、言葉を発して、生徒の
皆さんが同じ発音を真似するということでしょうけど、
実は船の甲板の上ですので、
風もうるさかっ
たでしょうし汽笛も鳴るでしょうし、なかなか語学の勉強をするような環境にはならなかったと思
われます。こういう厳しい状況で明治・大正時代、我々の先輩は勉強したということです。
こちらの写真は甲板ですね。だいたい、陸地が近くなるとたくさんの人が上に上がっていたよう
ですし、もともと客室というのも劣悪な環境でしたので、赤道を越える時期ぐらいになると暖かく
なりますので、よく甲板の上で寝泊まりしていたという話を聴きます。
こちらの写真は、1888年のサンパウロの移民収容所ですね。船がサントス港に着いて、大農が経
営する農場に配属になるわけですが、配属になる前に準備や健康診断等をうけるための準備施設と
しての移民収容所で過ごしました。この写真は、実際に農作業を行っている中でお昼ご飯を食べて
いる姿です。食堂なんてものもなく、過酷な労働の中で、こういうふうなお昼の時間を過ごしたと
いうような姿です。
こちらの写真はサトウキビです。サトウキビについては、もちろんブラジルでもサトウキビはあ
りますけど、おそらく移民の方がやったという意味では、これはハワイの様子だと思います。こち
らの写真はブラジルですね。先ほど紀先生の話でも出ていたように、これだけ大きな木を、こんな
大きなのこぎりを使って、１人では無理ですから複数人で切り倒していきました。こちらの写真は
コーヒーの農園です。もともとは、当時の明治時代の日本にとっては、コーヒーなんて飲んだこと
がない人がほとんどで、みんな知らなかったわけです。金のなる木としてコーヒーを耕作しにいか
ないかということで、最初の移民の方々は行かれました。ちなみにコーヒーというのは、先ほどの
紀先生のお話にもありましたけど、小さな豆なんですね。これを収穫するには当時、人の手で取る
しかなかったんですね。人海戦術で一人ひとりが木から小さなコーヒーの豆を摘むという作業をや
りました。
「ぎんぶら」という言葉は聞いたことありますでしょうか。普通は「銀座をぶらぶら」
というふうに思われていると思いますけど、明治・大正時代のころは「銀座でブラジルコーヒーを
飲む」というのが、元々の意味だったんですね。銀座に、ブラジルから持ってきたコーヒーを売る
日本で初めての喫茶店ができました。「カフェ パウリスタ」というのが喫茶店の名前でした。今で
もまだ残ってます。サンパウロのコーヒーという意味のお店ができて、そこでコーヒーを飲むこと
ができたんですね。当時の総理大臣、大隈重信は「これは日本人移民が作ったんだから純国産だ。
みんなたくさん飲め」ということで、コーヒーを飲むという風習がどんどん広まっていきました。
こちらの写真は先ほどもありましたけど、このような大木を切り倒して開拓していきました。
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元々、最初は農業移民ということで、いわゆる小作農として大農のところに入るんですね。
歴史を振り返ると、1492年、我々が教科書で習ったように、コロンブスがアメリカ大陸を発見
します。そして多くのアフリカからの人たちを入れて、そこでいろんな農作業（プランテーショ
ン）をやるわけですね。ところが1820年代以降、米州大陸ではどんどん奴隷解放がなされてきます。
1862年にリンカーンの奴隷解放宣言ということは教科書で習ったかと思いますけど、アメリカ合衆
国が奴隷解放宣言をしました。そして、米州大陸の中で一番遅く、ブラジルが1888年に奴隷解放を
します。奴隷解放をしたといっても農作業自体は誰かがやらなければいけないんですね。最初、イ
タリア政府が、たくさんのイタリア移民をブラジルに送ります。ところが大農園主からすれば、イ
タリア人も奴隷も待遇は変わらないというか、非常に厳しい作業を課すわけですね。イタリア政府
からすれば、イタリア人をそんなにいじめるなということで、もうブラジルにはイタリア人は送ら
ないということを決めます。すると、ブラジルは人手不足で困るわけですね。
一方、日本はどうかというと、日本は明治元年1868年にアメリカ合衆国に統合される前のハワイ
王国に移民の人を送り、そのあと、ハワイ経由でアメリカ合衆国の西海岸にたくさんの移民の方々
が行くようになります。とはいっても、日本語を話せる人だけで固まったりとか、
あるいはヨーロッ
パ移民が作ったアメリカの労働産業をアジアから来た日本の移民から取られたくないということで、
いわゆる黄禍論が出て、「日本からの移民の人は来ないでくれ」ということになります。1907年に、
日本からの移民はお断りというふうに、アメリカ合衆国から言われちゃうんですね。そこで、移民
の送り先として日本政府は困りました。先ほどお伝えしたように、ブラジル政府からすれば人手不
足だ…ということで、1908年から、どんどん日本人移民の方がブラジルに行くようになるわけです。
もちろん行ったところで、日本人もイタリア人や奴隷と同様、非常に厳しい労働環境に置かれる
わけです。そういう中で、当初の移民の方々は、1908年に来た781人の日本人移民の方々の半分以
上（２/３ぐらいの方）は脱走せざるを得ないぐらい、非常に厳しい環境に置かれます。あるいは
脱走しなくても年季奉公を終えて、やっぱり自分たちで農地を開こうということで、この写真のよ
うにどんどん奥地に入り込んで、木を倒して、自分たちの耕地を作るようになります。こんなとこ
ろで、どんどん切り開いていったわけですね。
じゃあ、どういったところに住んでいたか、この写真のようなところですね。掘っ立て小屋です。
この写真は仮の家ということですが実際にはこういう小屋のようなところで厳しい生活を送りなが
ら農作業をしていました。
こちらの写真は、入植したところの、そういう厳しい農作業の中でも、ちょっとしたお祭りをやっ
たところだと思います。これ、後ほどまた出てきますけど、平野運平さんという方が開いた、東京
外国語学校のスペイン語科出身の方が開いた植民地でした。ここに、1911年に井上円了も訪問され
ています。
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こちらの写真は、そういった入植地で正装をして蓄音機を聴くという写真です。ちょっと厳しい
生活環境だったという話は先ほどお話しました。それと比べるとちょっと違うんじゃないかな？
と思われたと思いますけれども、おそらくこれは私の推測ですけれども、入植されて、写真を撮る
ためにきちんと正装をして、日本から持ってきたであろう蓄音機を聴いている図なのかなぁと思い
ます。普段の生活ということではなくて、ただ、日本に残してきた家族に伝えたいということがに
じみ出た姿なのかなと思います。
この写真は、こうした入植地のちょっとした雑貨を売っているところです。通常入植すると、都
市からずいぶん離れて、こういうところで小作農の人たちは物を買ったりしました。だけど、都市
で買うよりもおそらく高いんですね。高くて、だけど町まで出る手段もないわけですから買わざる
を得ない。結局給料が出たらそれで払うわけですけれども、元々借金をしてきて、こういうところ
でまた高い物を買ってツケで生活をしているんですね。なかなか借金を返せないという、悪徳ばっ
かりじゃなかったんでしょうけど、非常に厳しい生活でした。
こちらの写真は学校の授業ですけれども。ヨーロッパからの移民の方というのは、そこの入植地
に入ると、最初に教会を作るんですね。そして日本人移民は、最初に必ず学校を作るんですね。当
初は出稼ぎということで、３年なり５年なり10年というような期間で想定していたわけです。とは
いっても、自分の子供たちに日本語を伝えて、いずれ戻ったときにきちんと日本語がしゃべれるよ
うになってほしい…という思いも込めて、学校を作って子供たちに教えていた。とはいっても、厳
しい生活の中ですから、先生というのは、農作業の中でおばあちゃんだとかお母さんが、ちょっと
お手伝いに日本語を教えていたという状況でした。
こちらの地図は小さい字がたくさん出てきますけれども、何かというと、それぞれ入植地ですね。
ブラジルを始め南米各国は移民をたくさん受け入れていましたので入植地がそれぞれたくさんあり
ました。アマゾンから南のほうまでいっぱいあります。これはブラジルだけじゃなくて、パラグア
イ/ボリビア/アルゼンチン、そういったところも書いてあります。
いくつかは日本政府、あるいはJICAの前身の移住事業団が作った移住地ということになります。
ただ、このほとんどは、ブラジル政府やブラジルの民間企業が作られたような移住地、そういった
ところに集団で移住をしました。特に、ブラジルですとかパラグアイ/ボリビアなんかは、もとも
と農業移住ということで行きましたけれども、ペルーなんかだと、農業移住というよりは最初から
商業/炭鉱だとか、そういった労働者として行く場合が多かったです。左の写真は、リベルダーデ
という、日本語では「自由」という名前のブラジルの、日本人がかつてはたくさん住んでいた町で
す。ちなみに、これは鳥居ですけど、鳥居が世界で一番多いのは当然日本ですけれども、日本の次
に鳥居が多いのはブラジルなんですね。そんなにどこもかしこもというわけじゃないですけれども、
いくつかちょっと忘れましたけど、200以上の鳥居があります。日本を象徴する…つまり、別に日
系の人が作ろうが作るまいが、非日系の人も含めて、宗教の意味合いというよりも、ある種の日本
に対する親日感を持って、こういったものを作ったりしています。
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こちらの写真はまた移住の応募勧奨のポスターです。「ブラジル国、パラ州へ」と書いてありま
す。アマゾン川河口にある、赤道近くの地域ですね。ここで見ていただきたいのは、ここも「家族
の」というところで家族移住を勧めてます。あと、カネボウですね。カネボウという大株主の会社
が移民を募集してますよ…ということですね。日本の大企業も出資者として、このように多くの移
民を集めるという作業もしていた。そしてここですね、25町歩の独立農家とあります。コロノとう
のは土地を持たず小作農ということです。土地を持ち、独立自営の独立農家と土地を借りて耕作す
る小作農の２通りの働く形態がありますよ…ということです。土地をもっていない小作の人もいず
れは独立できますよ…ということです。
どのくらいの土地かというと25町歩、だいたい日本で25ヘクタールですね。1929年からアマゾン
への移住が始まりましたけれども、25ヘクタールがどのくらいの規模かというと、80年後、2018年
の日本の、北海道を除く農家の農地面積、これが1.7ヘクタールなわけですよ。当時の日本人にとっ
てもそうですし、今の日本人にとってもそうですが、25町歩なんていうのは想像もできない。なお
かつ、土地を持てる独立農ということ、小作農でもいずれは独立できるという意味合いを含んでま
すから、これは今風に言うと、
「宇宙飛行士を目指そう」というぐらいのワクワク・ドキドキ感を持っ
たような募集ポスターだったわけですね。こういう時代背景があって、多くの方々が中南米に移住
をされたということです。
時代は戦後になりますけれども、先ほど言いましたリベルダーデという地区には、映画館もたく
さんありました。映画館は今は無くなりましたけれども、日本語の書店は今でも残っています。こ
のときの映画のチラシというか、いろんな物語の解説も書いてありますけど。移民の日本人一世の
方もいれば、二世/三世の方も、当然日本語を読み下しながら生活していたということがあります。
こちらの写真は1973年、最後の移民船ですね。先ほどの紀先生の話にもありましたけど、これ以
降というのは、
飛行機での移民に移っていきます。日本丸という船です。私も学生時代、
これに乗っ
たことがあります。今風の客船ではなくて。今風の客船はエレベーターが船内にあったりしますけ
れども、私が乗ったとき、甲板って全部が木でできているんですね。そこでヤシの実を使って甲板
を磨くというような作業も経験しました。
こちらの写真は何かというと、移民の方の総数、毎年何人ぐらい行ったかということです。1908
年にブラジルの移民が始まりました。日本人の集団移住は明治元年1868年、ハワイに行かれた方が
最初。そのあとハワイ経由でアメリカに行くとか、カナダに行くとかが始まりました。アルゼンチ
ン・メキシコと続いて、1908年、ブラジルへの移住が始まりました。移民というときに、中南米の
中でブラジルという国は非常に大きいですけれども、他の国と比べると若干スタートが（入植した
年数が）経ってますけれども、ブラジルにたくさん行って、なおかつ今でも日系の方々が200万人
ぐらい住まれてるということで、人数が非常に多い、インパクトがあるということで、よく中南米
の移民というと、ブラジルのことが語られる場合が多いです。
1923年、関東大震災が起きます。関東大震災が何かというと、東京、あるいは関東が非常に壊滅
的になったんですね。壊滅的になったらどうするか。もちろん復興もするわけですけど、とにかく
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飯が食えません。翌年日本政府は「移民もありますよ」ということで、移民勧奨を始めたりします。
このあたり、明治39年ですとか、３万人近く人数が移民しています。どういうことかというと、
1492年にコロンブスが新大陸を発見して、ブラジル自体は1500年に発見と言われていますけれども、
そのあと多くのアフリカから、たくさん黒人奴隷として連れてこられた。ただ、それは黒人であっ
て、もちろんポルトガルが関わってますね。ポルトガルの方々も行きました。人数の増加という意
味では、1800年代後半、ちょうどこの頃に、日本の移民が始まったのと同時かその前後ぐらいに、
シリアだとか中東、欧州、いろんな国から移民の方々の移住が始まっています。それに前後して日
本の移住も始まりました。これはだいたい戦後の数です。1945年に敗戦。戦争が終わって、とにか
く多くの人たちが食えないと。食えないけれども仕事もない、土地もない…ということでありまし
た。土地も仕事もない。食べ物も無い。つまり、日本という国が日本人を食わせることができない。
特に敗戦をして、南洋諸島だとか、あるいは満州だとか、いろんなところからの帰還兵、あるい
は日本人が入植していたアジアからどんどん帰ってくるんですね。600万人以上の方々が引き上げ
者として戻ってきたと言われています。もちろんそのあとシベリアに抑留された方々も帰ってきま
した。なかなか食わせられないわけですね。そういった人たちの受け皿ということで、南米に移住
された方々も非常に多かったわけです。
こちらは年表ですけれども、ここで見ていただきたいのは、緑色はブラジルの都合、赤は日本の
都合というのを書いています。全て人間・国のやることですから、一方的にどちらかがどちらかに
強制的にという動きはあまりないんですね。双方のインタレスト（関心）が結びついて、双方の都
合が一緒になったときに、なんらかの動きがある。移住というのも、多くの社会現象と同じように
そうだったということです。
たとえば、1888年、ブラジルが奴隷解放をします。これはブラジルからすると、人手不足になっ
たということです。1907年、日本はハワイ王国経由で、どんどん米州の西岸に移民を送っていまし
たが、アメリカから「もう来るな」と断られます。で、送り先を探してたわけですね。そしてその
翌年、1908年に、ブラジルへの移住が始まります。双方のインタレストに基づいてやった。ここで
この表をちょっと見てもらいたい、すごいなぁと思うのは、２月にブラジルへの移民の募集を開始
します。そして、その２か月後には神戸を出港するんですね。３年なり５年なり、一家をあげてと
いうことで、何年か出稼ぎのつもりでしたけれども、３年か５年には帰ってくるという決断を、２
か月以内に、否、多くは１か月程度でせざるを得なかった。せざるを得なかったけれども多くの人
たちは応募したんですね。それだけ、日本という国が非常に困っていた、食えなかったということ
です。
そして1923年、関東大震災が起こると、その翌年には、国として「こういった移住もありますよ」
という移住奨励を働きかけます。あるいは1945年の敗戦、そして600万人以上の人が引き上げ者と
して帰国する。かれらに対しても移住というのが提示される。あるいは1950年代、1960年代、日本
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のエネルギー産業の構造転換というのが起こります。北海道や九州、炭鉱がどんどん減っていって、
石油をどんどん新しいエネルギーとして使うようになったんですね。ということはどうでしょう、
石炭の炭鉱労働者は失業するわけですね。そのときも、3000人以上の方々が移住されています。
あるいは逆に、1980年代後半、日本はバブル経済ということで人手不足に陥ります。一方で、ブ
ラジルはハイパー・インフレーションで、経済的にはかなり厳しい状況でした。そして日本は1990
年に入管法を改正して、日系三世迄であれば比較的簡単に就労できる制度を作ります。ご存じの通
り、日本社会は、なかなか難民だとかよその国の人をたくさん受け入れるという環境にはないです。
ところがその日本が、それを曲げて、1990年に「日系三世迄であれば就労ビザを比較的簡単に出し
ますよ」ということをやります。つまりこれも、人手不足だったわけですね。そして、多くのブ
ラジル/ペルーの方が日本に来られます。2008年、31万人ぐらいの日系ブラジル人の方が日本で働
いていました。そして記憶に新しいところですけれども、2008年の秋にリーマン・ショックが起き、
10万人以上の方々が職を失って、ブラジル/ペルーへ帰国するということもありました。
また、ブラジル経済、2016年でGDPとしてはちょっと底を打っているんですけれども、それで
もすこし伸びているといいながら、そんなに経済情勢、雇用環境が改善しないので、三世/二世、
たくさんの方々がどんどん増えています。20万人ぐらいいるんじゃないかという状況の中で、最近、
ここ２週間くらいですかね、新聞で出ていますけれども、国会で「外国人労働者をどうやって入れ
るんだ」っていう議論がされています。その中で、2018年７月１日から、日系四世も比較的来日し
やすいような環境整備がなされました。
もう１つ、東洋大学にとっても重要なことですが、1908年からブラジルへの移民が始まりました
が、そのわずか３年後、1911年に井上円了がブラジルに行かれてます。先ほどご説明しましたヒラ
ノ植民地を訪問しています。井上円了は生涯、３回海外に渡航しています。１回目は、東回りに欧
米に。２回目は、インドを通って欧米に行っています。そして３回目は、オーストラリアを通って
中南米に行ってるんですね。ブラジル、ウルグアイ、アルゼンチン、メキシコ、ペルー。こういっ
たところを通って、ハワイ経由で帰ってきています。当時の井上円了ぐらいの、夏目漱石だとか森
鴎外とか、いろんな明治の知識人の方々が海外に出ました。ですが、その訪問先というのはほとん
ど欧米ですね。ところが、井上円了は生涯で5400回以上講演をされている、民衆の中に入っていっ
た哲学者でありましたけれども、彼自身は、いろんなところを実際に見てみないと分からないだろ
うということで、当時の知識人としてはほとんど行かなかったようなところまで足を踏み入れて行
かれてるんですね。このあたりは、すごいなぁという気がしています。
次に、もう少し歴史を振り返って、移住の意義を確認したいと思います。これも教科書で習いま
したけれども、慶長遣欧使節という使節、高校の歴史で習ったと思います。日本初の外交使節団で
すね。初めて外国に、本格的な使節団として行きました。その前年にメキシコから来た船が難破し
て、そこで造船技術、いわゆる南蛮船という船を作る技術を学んで、このサン・ファン・バウティ
スタ号という500トンの船を造りました。この写真はレプリカですけれども、これを1600年代初期
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の日本人の手で造りました。そして、1613年、支倉常長を団長とする慶長遣欧使節をメキシコ、ロー
マに派遣します。こういった船を作ってヨーロッパに外交使節団を派遣しました。
その前後で江戸時代になるわけです。江戸時代、封建制の最後だった頃ですけれども、こういう
ことがありました。人口が伸びました。なぜかというと、1603年の関ヶ原の戦い以降、戦争自体が
減りました。江戸初期には島原の乱だとか、後半では白虎隊の戦いとか色々ありましたけれど、基
本的には戦争は無くなった。そして当然のごとく、戦争がなくなれば農作物もたくさん収穫できる
ようになる。そして商業も発展する、治安も良くなる。そういう中で、識字率（教育）もどんどん
伸びていく。そして、そういったものが相まって、いわゆる日本文化が開花、熟成する。浮世絵と
か、日本独自の文化が発展するという時代だったわけですよね。そしてその後、明治維新がありま
した。黒船が来たり、外圧も受け、日本自体が変わろうとする。変わるための中心人物は誰だった
かというと、伊藤博文もそうでしょうけど、薩長土肥の下級武士の人たちですね。今、NHKの大
河ドラマで西郷どんってやってますけど、西郷隆盛って、非常に低い位の侍だったわけですね。そ
ういったいろんな人たちが、社会を変えようとしたわけです。
そして、明治維新が起きて、1885年、内閣制度ができました。伊藤博文は、長州（山口県）の足
軽の子供なわけですね。足軽と言えば、侍の末端に位置して、大名には当然会えない身分ですね。
こういう人たちが活躍せざるを得ない。なぜならば、欧米の影響がどんどん来る中で、昔風の世襲
制の侍だけで戦えるわけがないからですね。やっぱり意欲がある人間をどんどん育てて、識字率も
高かったので、学校も作って。開成学校だとか。あるいは、この東洋大学の前身の学校も含めてそ
うでしょうけれども。じゃあ、親が侍だったから入れるよって、そういう話じゃないわけですね。
ある程度入学試験をきちんとやって、通った人間は、その子の親が大名であろうとそうじゃなくて
も、どんどん入れていって、どんどん人材育成をしたわけですね。そして足軽出身の人だって総理
大臣になれるというような社会を作り上げたわけですね。明治維新がなんだったかというと、
「人
材登用革命」だったんだろうと言えるかと思います。欧米列強によるアジアへの浸食ということ切
羽詰まっていたということもあったでしょう。本当に一生懸命、誰もが一生懸命やらないと、世襲
制で「自分なんかダメだ」なんて思っていたら、そういう封建時代なんてまっぴらだというような
時代があったわけですね。
1868年から続く、内閣創設までに至る時代というのは、時代が変わる、時代を変える「ワクワク
/ドキドキ感」ですね。この国をなんとかしなきゃいけないという社会環境、時代の空気がありま
した。しかも、世襲じゃないんだという。親の職業に関係なくできるんだよっていう時代背景があ
りました。そういう社会環境の一端として、自由な国民のエネルギーの発露というかたちで、海外
への飛躍、というのはきれいすぎる言葉ですが、知らないものを見てみよう、何でも見てみよう、
何でも試してみようという気持ちが醸成されて、移住という形になったんだろうと私は考えていま
す。
また、ブラジル・ペルーなど、色々な国に移住した時に、ヨーロッパから・中東から、いろんな
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国からの人たちが、19世紀の後半にはどんどん来るわけですね。そして、一緒になって国を作り上
げた。国立民族学博物館の梅棹忠夫先生が、「日本人移民とは何か？」ということで定義づけられ
ています。それは、「われら日本人、新世界に参加す」ということなんですね。多くの国々の移民
の方々と一緒になって、ブラジル/ペルーという国を作り上げた、日本人移民もその参加者、国家
建設の担い手でありました。
こちらの写真は今のサンパウロです。ダイソーですとか、盆栽だとか、色々あります。ゲームセ
ンター、太鼓の達人もあれば、これはお店ですけど、サユリだとかイケザキってあります。名前で
お判りのように、日系の方々が作ったお店ですね。あるいは、
ジャパニーズタウンと書いてますけど、
自由という名前の地区です。この写真は丁度2008年、
日本人移民100周年のときの写真です。
こういっ
た町を日本人移民が作り上げてきました。
こちらの写真はアマゾンです。アマゾンでさえ、本当にアマゾン川はでかいところですけど、こ
ういうところだって、日本人の足跡というのは今なおあります。たとえば日本人会館に行くと、こ
ういった日本語の本がある。あるいは、琴を習ったりされています。もちろん日本語教室もありま
す。ちなみに、こういうところも後ほど青年海外協力隊事務局の山本局長から話もありますけれど
も、JICAのボランティアの方々が琴を教えに行ったりしてるんですね。
こちらの写真もちょっと関係しますけれども、日系の方々が移民して、二世・三世、日本の農家
もそうですけど、二男坊・三男坊対策ってあるわけですね。長男にしか土地を継がせられない、土
地分割すると生活が難しくなるというときに、二男坊/三男坊は困るわけですね。なんとかしたい
ということで、JICAの前身の組織に「なんとかしてくれ」というふうにお願いします。そしてリ
ンゴの技術者を、当時の技術協力事業団（JICAの前身機関）が送ります。後澤博士という青森の
農業試験場の場長をやられたリンゴ「フジ」の専門家が派遣されます。この方が現地の日系社会の
方々と一緒になって土地も見つけ、リンゴを育てたんですね。当時（1970年代）は、リンゴは非常
に高かったんです。病気したときしか食べられない高価な果物でした。ブラジルでリンゴって、マ
ソーンって言うんですね。これはポルトガル語なんですけど、もう１つ「フジ」という品種名で普
通のスーパーの売り場で標示されて売っています。
あるいは、ブラジルで、セラード開発協力という国際協力を行いました。この写真のような耕作
地として使われないような土地（セラード地帯）をどんどん緑に変えていったというプロジェクト
です。これも日系の方々がいてくれた、しかも日系の方々が日系の農協を作ってれたから、農協を
作っている日系の人たちに関する信頼感があったからこそ、こうした緑の大地にできたという事業
です。
こちらの表は60年代から2017年にかけての国別の大豆の貿易量のトップ４か国が全体のどのくら
いを占めているかというものを表したものです。トップ４か国が占める割合というのは60年代から
今まで９割以上とあまり変わっていません。注目していただきたいのはトップ、ナンバーワンの
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国が全体に占める割合です。60年代。ナンバーワンのアメリカが88.5パーセントを占めていました。
ところが、70年代初めに、アメリカは日本に輸出しないという。気候の変異で大豆が取れなくなっ
たから外国に輸出しないという事態になりました。日本は、醤油とか大豆とか基礎的な食料品は大
豆を基礎としているため、困ってしまうわけですね。一方、ブラジルは耕作ができない使えない土
地「セラード」地帯をなんとか生産力のある土地にしたいと考えていた。土地を求めた日本、土地
はあるけれど技術がなかったブラジル。この両者の意向が一致して、ブラジルのセラード地帯で協
力を始めるんですね。それも日系の方々がいらっしゃったからこそ、信頼があったからこそ受け入
れてくれたわけです。その結果、ブラジルは世界最大の大豆生産国になりました。
60年代初め、貿易量がナンバーワンのアメリカが全体の貿易量の88.5％を占めている。こうした
状況ではアメリカが大豆の価格のリーダーシップをとる、つまり半ば勝手に値付けをすることがで
きるわけですね。ところが日本の国際協力でセラード地帯を大豆が生産できるような緑の大地に変
えた。その結果、2000年代初め、アメリカはナンバーワンの国ですが、全体に占める割合は43.6％
ともう勝手に値付けできない状況を生み出しました。加えて、２位、３位、４位全部、南半球の国々
です。大豆の生産時期が米国の北半球とはまったく逆の季節になります。そして2017年、ブラジル
がトップとなります。その結果、今では40年前の大豆の値段より、実質価格は下がってるんですね。
それぐらい、セラード開発協力は、世界の食料安保に対しても貢献をしました。
こちらは多くの日系の方々が活躍されているということを示しています。国会議員、大司教、現
在の労働大臣も日系の方です。
こちらは安倍総理も、日系の方がいらっしゃるからこそ、ブラジル/ペルー /アルゼンチン、い
ろんなところで親日的な国であってくれるんだということを言われています。これも信頼関係を
持って、どんどん日系の方々とつながっていきたいということです。
最後ですけれども、アマゾン奥地にある日本人の墓です。なんとなく、日本人の墓とわかります
よね。こういった日本人の方がいらっしゃったからこそ、あるいは、日本人の移住ということが
あったからこそ、我々はこの日本で今生活できるんだということを考える必要があろうかと思って
います。あるいは、日本人の移民のということだけではなく、いろんな国の人たちと信頼関係を結
ぶ、そしてそれを先駆者として移民の方々がやられたからということに思いを馳せたいと考えます。
特に中南米各国は親日的な国が多いのですが、これは経済力というよりも、日本人の移民の方々が
100年にわたって苦労され、信頼関係を築きあげていただいたおかげだろうと思います。
最後に言いたいのは、その人たちがなぜ行ったかというと、やはりワクワク/ドキドキ感を感じ
て行ったんですね。そして社会を変えようとした。社会というと大げさかもしれませんが、自身の
生活を少しだけ良くするように、当時としては２か月間も船に乗って見知らぬ国へ渡航するという
背伸びをした。そこにワクワクドキドキ感があったと思います。
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一方翻って、今の日本で、我々がワクワク/ドキドキ感を感じるのがディズニーランドだけだと
いうのはちょっと寂しいですね。もちろん学校の中でも、あるいは下宿の一室ででも、日々の生活
の中で、地下鉄の中でも、ワクワクドキドキ感を感じるような社会を作っていくことが、今一番必
要なのかなぁと思います。
すいません、時間が押しましたけれども、これで終わりにしたいと思います。どうもありがとう
ございました。
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日系社会青年海外協力隊プログラム

Japan Overseas Cooperation Volunteers for
Nikkei Communities Program

山本

美香

独立行政法人国際協力機構

青年海外協力隊事務局

事務局長

青年海外協力隊（平成元年・家政）としてザンビアへ派遣される。1992年JICA入構。ボリビア
事務所長、青年海外協力隊事務局総務・企画担当次長を経て、2017年4月1日より現職。
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ただいまご紹介をいただきました、JICA、青年海外協力隊事務局の山本と申します。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
今、吉田さんのほうから、日本人移民の歴史、それからその意義について熱く語っていただきま
したが、私からは、JICAが今、日本人移民の方たちの子弟教育であったり、あるいは一世の方た
ちの高齢者福祉の問題であったり、そういったことに対して協力を行っておりますが。青年海外協
力隊の１つのプログラムとして、日系社会に対して海外協力隊を送るという、日系社会青年海外協
力隊というものも実施しておりまして。今回は、そのことについてすこしお話をさせていただきま
す。海外協力隊の概要について、特に日系社会に派遣される協力隊の概要について、そして具体的
な活動についても、何点かご紹介をさせていただきたいと思います。そして最後に時間があれば、
年２回、青年海外協力隊の募集を行っておりますので、募集の動画なども紹介させていただければ
と思っております。
今回、たくさんいらしていただいてありがたいんですけれども、学生さんがかなり多いかなぁと
いうふうに思っておりますが、青年海外協力隊というのを聞いたことがある方って、どのくらいい
らっしゃいます？ ……あ、やっぱりまだまだですね。ありがとうございます。まさに青年海外協
力隊事務局が実施しております協力隊プログラムには、大きく２つのプログラムがございます。一
般に派遣される協力隊員、そして今お話をする、日系社会に送られていく協力隊員です。そもそも
「海外協力隊というのはなんですか？」ということなんですが。私どもが説明しているのは、まさ
に青年海外協力隊を初めとするJICAの海外協力隊の事業というのは、開発途上国の経済・社会の
発展および復興へ貢献したいとする国民の協力活動を支援するものです。まさに我々 JICAは、国
民の皆さんが参加することを支援する役割なんですよ…ということ。そして、派遣の形態として
は、今お話をした２つの形態がありますが。一般の協力隊員は、アジア／アフリカ、そして大洋
州、中東、中南米、世界各国に派遣をされますが、日系社会に派遣される日系社会青年海外協力隊
は、今現在では５か国に対して派遣されます。それぞれに青年とシニアという区分がございますの
で、全体でいうと４つの区分がございます。ここに表されておりますけれども、左の上が、これは
一般の青年海外協力隊で、栄養士ですね。上の右側、こちらはシニアの一般の派遣です。これは冷
凍・空調機器ですね。左側の下が日系青年海外協力隊で、この方はサッカーを指導される方なんで
すけど。右側が日系シニアといわれる方で、高齢者介護ですね。こういった方々が派遣をされてお
りますが、目的は皆同じです。我々は３つの目的というふうに言っています。まず１つめ、これは
まさにJICAがODAの実施機関として、このプログラムもODAの一環として行われるということか
ら、開発途上国の経済／社会の発展、そして復興への寄与。これが一義的な目的となります。そし
て２番目と３番目の目的、これがまさに協力隊員の特徴を表しています。２つめが、異文化社会に
おける相互理解の深化と共生。これは1965年に青年海外協力隊というのが発足しているんですけれ
ども、発足の歴史的な背景として、２つあったんです。１つは、戦後の日本が復興・発展を遂げて
いく中で、やはり世界に対して日本も何らかの貢献をしていかなければいけないんじゃないか（し
ていこう）という動き。もう１つは、世界に通用する日本青年を育成していかなければいけないん
だという、青年育成の観点でも議論がありました。なので当初は、この協力隊のプログラムも、外
務省の傘下に置くか、そうではなくて独立した組織として置くか、あるいは、青年育成という観点
で別の組織に置くか、色々議論があって、最終的には外務省の傘下に置かれることになります。ま
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さに、その背景がこの２つめの目的に表されていると思います。そして３つめが、協力隊経験を生
かした帰国後の社会還元。協力隊は、基本的に２年間の活動なんですが、
２年間の協力活動が終わっ
たあとも、協力隊の活動は続きますよ…ということなんです。まさに、協力隊の２年間を通じて得
た知識・経験を、戻ってきてから日本社会、あるいは世界に生かしていってください…ということ。
それが、この事業自体の目的にもなっているということです。
今お話をしたように、発足自体が1965年の青年海外協力隊が始めなんですが、第一陣はラオスに
５名、ここから始まっています。そして、出発をする前に日本で語学を含めた訓練を行うんですけ
れども、最初に自前の訓練所が1979年に、長野県の駒ヶ根にできました。この訓練所は今でも駒ヶ
根にあります。そのあと1985年に海外開発青年事業というのが発足したんです。これは体験移住の
機会を提供することを目的に行われておりまして、まさに青年が、先ほど話した海外移住を考えて
いる青年にその機会を提供するために、海外開発青年事業というのが発足しています。そして合わ
せて、移住シニア専門家事業というものも行われていまして。これは、日本語教育であったり福祉
分野での技術協力を行うことを目的に発足をしております。その後、もう１つの訓練所が1994年に
できまして、これが福島県二本松市にある訓練所ですが、これも今も訓練所として機能しておりま
す。その後、1996年には、日系社会青年ボランティア事業および日系社会シニアボランティア事業
というのができました。これは今お話をした海外開発青年、あるいは移住シニア専門家が改変され
てできあがったものです。今年まさに53年目を迎えた海外協力隊事業ですけれども、2015年に50周
年記念を迎えまして、記念式典などが開かれましたが、翌年の2016年には、ラモン・マグサイサイ
賞という、アジアのノーベル賞といわれる賞を日本の団体としては初めて、青年海外協力隊が受賞
するに至っております。
数字で見る海外協力隊というのがこのページなんですが。左側が一般の青年海外協力隊。そして、
右側が日系社会青年海外協力隊です。左側の一般ですけれども、累計でいうと、約４万4200名が91
か国に派遣されました。現在でも約2000名の隊員が71か国で派遣されております。最も多いのはや
はりアフリカ地域です。マラウイであったりザンビアであったりガーナであったり。こういったと
ころが、やはり最も多い派遣国となっております。男女比ですけれども、女性が57パーセントです。
協力隊発足当初は圧倒的に男性が多かったです。これが数年前から逆転をしまして、今では女性が
６割弱になっています。この傾向はここずっと続いておりまして、
やはり元気な女性が多いのかなぁ
というふうに思っております。男性も頑張ってください。
主な活動分野としては、教育、保険、農業といったものがございます。では日系社会青年ボラン
ティアはどうなのかというふうに見ますと、累計では1500名を、全体でいうと９か国へ派遣してお
りました。現在は約90名の隊員が５か国へ派遣されております。男女比は、こちらはもっと女性比
が多くて、女性が65パーセント。なぜかというと、やはり教育…日本語教師であったり、日本語学
校の先生であったりという職種が圧倒的に多いので、やはり女性が多くなっているという傾向があ
ります。分野としては、やはり日本語であったりスポーツであったり、社会福祉といったような分
野が多くなっています。
もうすこし日系ボランティアを具体的に見てみますが。10月末時点の派遣状況ですけれども、５
か国に派遣をしておりますけれども、やはりもっとも多いのはブラジルです。青年とシニアで合わ
せて87名。累計でも最も多くなっております。次がパラグアイで13名。そして、ボリビアであった
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りアルゼンチンであったりドミニカ共和国といったものが続きます。やはり職種としても、日系学
校の教師がもっとも多くなっております。それ以外に、最近はやはりスポーツの分野の派遣が非常
に増えております。野球であったり、サッカーであったり。あるいは、体育であったりといったも
のが増えております。
実は私自身、協力隊はザンビアで２年間だったんですけれども、JICAに入ってから、ずっと中
南米に赴任をしております。一番最初はホンジュラス…。ホンジュラスといってわかる方は非常に
少ないんですけれども、北米と南米の間にある細いところですね、あの中にあるんですけれども。
最初はホンジュラス。次がコスタリカ、そのちょっと下にあるんですけど。そして最後に、２年半
前までいたのがボリビアです。ボリビアで初めて、移住地のある国に赴任をしました。ボリビアに
は２つのコロニア（移住地）があります。１つが沖縄移住地、そしてもう１つがサンフアン移住地
です。実はボリビアって、最近日本でよく名前を聞くようになったんですけど、ボリビアって聞い
たことある人…。ありますよね。こっちのほうが多かったりして。ウユニ塩湖ですよね、最近非常
に有名なのが。天空の湖でしたっけ。非常に有名な塩湖があります。5000メートルぐらいのところ
にある塩湖なんですけど。あるいは、ウユニ塩湖のリチウムといった話が非常に有名になっていて、
日本でもボリビア観光に訪れる方は結構いらっしゃるんですけれども。ただ、JICAの事務所があ
るのがラパスなんですけど、ラパス自体が標高3700メートルのところにあるんですよ。いってみれ
ば、富士山と同じ高さにあるんですね。富士山と同じ高さに事務所があって、毎日そこで暮らすん
ですけど。空港はさらに高くて、4000メートルなんですよ。で、辛いんですよ、けっこう。富士山
の頂上でずっと仕事をしてると思っていただければいいんですけど。暮らしているのも非常に辛い
です。ちょっと歩くだけで息切れがします。内臓機能が衰えますので、食欲もなくなります。すぐ
風邪も引きます。ただ一番良かったのは、私はゴキブリが大嫌いなんですけど、２年間いた中で一
度も見なかった。逆にいうと、ゴキブリも住まないような地なのかなぁというふうにも思ったりす
るんですけど。それよりも辛かったのが、移住地は100メートルぐらいの低地にあるんですよ。こ
この4000メートルから移住地の低地まで、飛行機じゃないと行けないんですけど、これを日帰りす
るんですね。人間、ずっと高地にいるのも辛いんですけど、短時間に4000メートルの高低差を経験
することのほうが、もっと体には良くないと言われていましたけれども。毎月のように、ひどいと
きには月に２回、この高低差を経験しましたけれども。私は、移住地というのを初めて実際に目に
して、仕事の関係で訪れて、移住者の皆さんと話をしたのが実はこのときが初めてだったんです。
ちょっと、
みなさんもたぶん分からないと思います。移住地ってどんな感じなのか。それを、
ちょっ
とこのあと動画を。まさに今協力隊員としてボリビアに行ってる人が作ってくれた動画というのが
あるので、ご紹介をしたいと思います。
動画
実はこのDVD、トータルで15分ありまして、全部ご披露すると時間がなくなってしまいますので、
ここでいったん切らせていただきます。今ちょっと見ただけでも、すごく昔の日本が残ってるって
思いませんでしたか？ もう１つあるサンフアン移住地もそうです。ほんとに、
昔の「古き良き沖縄」
、
「古き良き日本」が残っているような部分があります。特に沖縄は、沖縄の人たちがまさに「沖縄」
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という名前を付けて作った移住地なんですね。この方たちは県系移民と言われるんです。だから沖
縄の文化、それから言葉を守り続けている部分がございます。
このあと何点か、具体的に協力隊員たちはどんな活動をしているのかということをご紹介したい
と思います。こちらは、ブラジルに派遣された日系社会青年海外協力隊ですが、野球の職種で派遣
をされておりました。2009年から2011年の２年間。そのあとこの方は、短期でも2014年に派遣をさ
れまして、まさに今は母校（大学）のほうで、国際交流センターで勤務をされていて、JICAの協
力隊員の窓口も担当してくださっています。配属先の機関というのは、初めて野球の隊員を受け入
れたそうで。最初はお互いに非常に戸惑いがあったそうです。そういう中で最終的には、彼が勤務
していた野球部からブラジル代表選手を多数輩出するまでになったというふうに聞いております。
彼がもっとも力を注いだ、あるいは成果があった部分というのは、実は野球の技術を教える・高め
る部分ではなくて、礼儀を教えるというところだったんですね。団体スポーツをやっておられる方
はおわかりかと思うんですけれども、技術力の向上っていうのはもちろんありますけれども、それ
以外にスポーツを通じて、言い方は色々ありますけど、非認知能力であったり、あるいは社会情動
的スキルみたいな言い方をしますけれども、礼儀、あるいは時間を守る、ルールを守る、道具を大
切にする、こういったものを野球を通じて教えたということなんですね。実際、選手たちは無論な
んですけど、お父さん・お母さんたちが、礼儀を守るという大切さを理解して、お互いの親との信
頼関係も築けた。さらには、それを通じて学力も上がるっていうことが広まったらしくて、入部さ
せたいという子供がすごく増えたそうです。当初は50人とか60人しかいなかった選手たちが、最終
的には100人を超えるぐらいになったというふうに聞いております。
海外協力隊は技術がないと参加できない…どちらかというと工学系（理科系）の技術がないと参
加できないと思われている方はいると思うんですけど、そんなことはなくて。協力隊には120の職
種があるんです。必ず何か当てはまる職種があると思います。たとえばこういったスポーツ然り、
あるいはコミュニティ開発のような手法も然り…です。
次に、この方はボリビアで活動していた方ですけれども、日本語学校の先生として活動されてい
ました。先ほどは沖縄でしたけれども、この方はサンフアンの日本ボリビア協会で講師として活動
していた方です。丁度私がボリビアにいるときに彼女が活動していましたけれども、やはり最初
は、日系の協力隊員は一般の協力隊員とは違った苦労があるんですね。それはまさに日系社会とい
う、ある意味、彼らにとっても初めての環境。日系社会から見ると、日本から人が来たということで、
ものすごく大きな期待が寄せられるんです。それに対して戸惑いがあったり、反発があったり、あ
るいは不一致が起きたりということがあるんですけど、彼女も最初はそうでした。自分は何をやっ
ていいんだろうか、現地にいる先生方とどういうかたちで付き合っていったらいいのだろうか？
ということをずいぶん悩んだみたいですけれども、最後にはとても素晴らしい帰国報告をされてい
ました。ここでちょっとご紹介をいたします。
動画
彼女も最後は非常に充実感のある発表をされたと思います。次に、シニアの方たちの活動なんで
すけれども、こちらはアルゼンチンに派遣をされていたシニアの日系社会ボランティアの隊員の方
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です。ブエノスアイレスにある日亜学院というところを拠点にして、剣道を教えていらっしゃいま
した。まさに剣道の技術的な指導を中心として、先ほどお話をいたしましたように、礼節であった
り、あるいは道具の管理であったりといったところ、あるいは審判の技術といったところも指導を
されました。この方の活動によって、昇級試験の合格者が非常に多くなったとか、あるいは入賞者
が多数出たというところも成果としてあるんですけれども。彼が帰国したあとに、部員のうち何名
かが世界選手権に出場することになって、その大会の前にこの長谷川元ボランティアの地元…愛知
県だったんですけど、愛知県に来て、長谷川さんから教えを乞うて参加をしたといった話がござい
まして。まさに右の下が、そのときのことを日本の新聞が取り上げたものです。まさに、協力隊と
して途上国で活動する２年間、その２年間だけではなくて、それが人生の中で非常に貴重な２年間
になる。活動が終わったあとも、それがずっと続いていくということが、
ここで表されているんじゃ
ないかなぁと思います。
こちらは、ブラジルに派遣されていたシニアの隊員の方です。高齢者介護で派遣をされていまし
た。こちらのホームなんですけれども、入居者が60人いらっしゃって、その40パーセントが90代を
超える超高齢の方々なんだそうです。この方が指導をされたのは、認知症の基礎知識の学習、ある
いは普及であったり、講座の開設、あるいは介護スタッフのスキルアップといったところなんです
けれども、やっぱりこの方自身が色々な活動…リハビリであったり、手芸のクラスであったり、そ
ういったところに一緒に入っていって、一緒に計画を作って実施してきたというところ。彼女が基
本的な姿勢として大切にしたことというのがあります。それは看護だけに限定した入居者対応では
なくて、介護という視点から人生の最終章を共に歩む、そういう思いで介護をするんですと。まさ
に一世の方々、高齢化が進んでいて90歳を超える方々がたくさんいる中で、こういう協力のしかた
というのもあると思います。まさに、寄り添うという考え方ですね。
同じようなかたちで、高齢者福祉の活動をされていた看護師さん。ボリビアの例なんですけど、
すこしご紹介します。
動画
こちらは先ほどと違ってサンファンの移住地です。
ごめんなさい沖縄ですね。
途中で失礼しますけれども、シニアの方の活動の様子です。これをご覧いただいてもおわかりの
ように、今の日系社会（日系移住地）は、いろんな問題を抱えています。一世の方たちの高齢化、
こういった高齢者の方々の介護・福祉といったもの、それからさきほど日本語のところでも出まし
たように、日本語教育（継承日本語）。国語ではないんですよ。それから、もう１つは経済的な問
題ですね。世の中がこれだけ変わってくると、一時は非常に農業が安定していてよかったんですけ
ど、ここでまた大きな世界のうねりの中でどういうふうに自立をしていくべきなのかという。ある
いは、先ほどお話がありましたように、混血が進んでいきます。移住地の中も、実は日系人はだん
だん数が減ってきていて、過半数を割っているような。現地の人のほうが人数としては多くなって
いるという、そういった現実。いろんな課題を持っています。そういう課題がある中、協力隊が入
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ることによって、新たな視点で何らかの課題解決に貢献をしていけるんじゃないかということで、
隊員を送っているところです。一世の方の高齢化もそうなんですけど、二世、そして三世の方たち
の考え方というのはどんどん変わっているんですよね。一番最初に動画を見せたところで、実は後
半になると、二世の方たちの思いや言葉、そして最後には三世の方たちの夢というのがDVDの中
ではあるんですけれども。関心のある方は、ぜひ先生に言って見せてもらってください。すごく変
わってます。これからの日系社会を支えていくのは、二世であり、三世なんですよね。彼らに対し
てどういう教育の機会を提供すべきなのかというところに、私どもJICAも考えて協力ができるん
じゃないかというふうに思っております。
最後に、昨年、JICAの日系の協力を行っている事務所のナショナル・スタッフの方たちが集まっ
て、日系についての研修会を開きました。そのなかで、集まったナショナル・スタッフ自身が、そ
の研修成果として参加者による日系協力の行動計画というものを作成したんですね。これは日系社
会への協力を考えるうえで、基本的な姿勢だというふうに私自身も思っていますので、ちょっとこ
こでご紹介をさせていただきます。
日系社会協力の目指すべき方向として、１つめは、日系社会と共同し、現地の社会と経済の発展
に寄与すること。２つめとして、日系社会と日本の絆を維持するため、専門技術を通じて、また、
専門職種を超え、日本文化の継承、日本的価値観の発信に寄与すること。
３つめとして、
次世代のリー
ダーの育成や、日系コミュニティへの参加意識を高めるために、若い世代のニーズを把握し、共に
取り組むこと。これがやはり基本的な姿勢になるんじゃないかと思います。
そして、もう１つ下の段に書いてありますけど、参考として、平成29年（去年）
、外務省のODA
評価でボランティア事業を扱っていただきました。その中で、日系社会ボランティア事業に特化し
た提言というのがございまして。私ども、この提言に基づいて協力を考えていかなければいけない
んですけれども、まさに「日系社会支援の理念に関する研修の強化を行うべし」と。あるいは、
「協
力隊の応募要項の中で、日系人への協力を拡大すべし」であったり、あるいは、「派遣国における
各種活動への参加の促進」、あるいは「日系社会におけるボランティア活動をより幅広いかたちで
支援していくべし」と、非常に力強い応援のメッセージなんですね。今まさに、日系協力の重要性
…先ほど吉田からも話がありましたけれども、政治的にも政策的にも非常に注目を浴びている。今
この時代において、もっともっと日系社会協力隊を派遣していきたいと思っていますので、ぜひ皆
さんも参加を考えてみてください。
ということで、最後には参加の啓発になってしまうんですけれども、今回のシンポジウムのテー
マにある「アジアとラテンアメリカにおけるSDGsの実現に向けて」というテーマですけれども、
まさに「誰も取り残さない」というのがSDGsの基本理念だと思うんですよね。海外協力隊の基本
理念というのは、現地の人々と共に活動し、一緒に暮らしていくということで、この基本理念とい
うのは相通じる、同じものがあるんじゃないかと思うんです。国民の１人１人が参加することで成
り立っている協力隊事業ですので、ぜひ皆さんも協力隊に参加することで、SDGsに貢献してみま
せんか？ ということで私の話は終わるんですが、最後に少しだけこちらを見ていただければと思
います。
動画
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途中なんですけれども、お時間になりましたので。関心のある方は、先生に言って残りを見せて
もらってください。本日はどうもありがとうございました。
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次

プログラム

パワーポイント
「アジア・アフリカにおけるグローバル化時代の国際貢献手法の開発」
北脇 秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター長、副学長）

「基調講演：アフリカにおける国際貢献とSDGs」
横山 正（独立行政法人国際協力機構 理事）

「SDGs達成に必要不可欠なICT」
内藤 智之（独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員）

「社会的保護・社会保障とSDGs－持続可能な福祉へ向けた取組－」
藪長 千乃（東洋大学国際共生社会研究センター 研究員）

「都市コミュニティーとSDGs」
柏崎 梢（東洋大学国際共生社会研究センター 研究員）
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国際貢献とSDGsの実現－持続可能な開発のフィールド

開催日：2019年11月22日 金曜日
会 場：東洋大学 白山キャンパス スカイホール
主 催：東洋大学国際共生社会研究センター
共 催：東洋大学国際学部、東洋大学大学院国際学研究科、東洋大学学術研究推進センター
後 援：独立行政法人国際協力機構
プログラム：
司会者：東洋大学国際共生社会研究センター

副センター長

松丸

亮

14:45

開会の挨拶／アジア・アフリカにおけるグローバル化時代の国際貢献手法の開発
北脇 秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター長、副学長）

15:15

基調講演：アフリカにおける国際貢献とSDGs
横山 正 氏（独立行政法人国際協力機構 理事）

16:00

質疑応答

16:15

休憩

16:30

SDGs達成に必要不可欠なICT
内藤 智之 氏（独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員）

16:55

社会的保護・社会保障とSDGs －持続可能な福祉へ向けた取組－
藪長 千乃（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）

17:20

都市コミュニティーとSDGs
柏崎 梢（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）

17:45

質疑応答

18:00

閉会の挨拶
松丸 亮（東洋大学国際共生社会研究センター副センター長）

18:15 懇親会（東洋大学白山キャンパス８号館１階TRES DINIG）
※当日参加も可能ですので、ぜひお越しください。
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アジア・アフリカにおけるグローバル化時代の
国際貢献手法の開発

北脇

秀敏

東洋大学国際共生社会研究センター長、副学長

1984年日本上下水道設計株式会社入社。世界保健機関（WHO）本部環境保健部、東京大学工学
部都市工学科客員助教授を歴任。1997年より東洋大学教授、2011年10月より副学長。
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皆さんこんにちは。今日は寒い中こちらのスカイホールに集まりいただきましてありがとうござ
います。今日の目的は松丸副センター長からございましたように、二つございます一つは文部科学
省の戦略基盤形成支援事業という事業がこのセンターにとって今年で終了する、その終了の締めく
くりの話。それからもう一つは今日のテーマでもありますけれども、今度朝倉書店さんから出させ
ていただきました、新しい本この内容を紹介するということでございます。この本は戦略基盤事業
の最後に出すものですから、今まで５年間の活動が繋がってるという風なとこになるかと思いま
す。このスライドの方ですけれども、国際共生社会研究センターの学生の皆さんご存じない方もい
らっしゃると思いますが、国際学研究科という大学院があります。その大学院の研究者先生方が中
心となりまして、開発途上国の開発手法の研究を作ったところでございます。現在のところこうい
うプロジェクト名をつけております。アジアアフリカにおけるグローバル化時代の国際貢献手法の
開発ということでこの５年間動いて参りました。この場では私のご挨拶とともにこの５年間何を
行ってきたかということを簡単にご説明させて頂ければと思います。さてこの名前ですけれどもセ
ンターフォーサスティナブルディベロップメントスタディーズという名前で2001年以降ずっと続け
てまいりました。途中１年間お休みもありましたけれども文部科学省の援助スキームで最初オープ
ンリサーチセンターこちらにおいでの松尾先生も最初の初代センター長ということですが、その後
私立大学戦略的基盤形成支援事業という、こういうスキームで３期４期やってまいりました。もう
足掛け19年になるという歴史があるセンターです。その中で取り組んでることを紹介してまいりた
いというふうに思います。この特徴ですけれどもこれ学生さんの方々にも非常に関係あると思いま
すけれども、一つは大学院とか、それから何よりも皆さんご存知の文部科学省スーパーグローバ
ル大学創成支援事業こういう大学独自のプログラムとの連携が非常に緊密であるというところで
す。SGUとわれわれ通称呼んでおりますけれども、スーパーグローバル大学創成支援事業で、東
洋大学は37の大学の一つに選ばれました。そういうグローバル化をしている最中の大学でして、こ
ちらで受け入れてる世界各国の学生の方々例えばアプリシアティブでアフリカの学生さん、パシ
フィックリーズで太平洋地域の学生さん、それからJICAの奨学金と色々ございますけれども留学
生支援無償SDGsの学生さんたち、現在はカンボジアから受け入れてます。そういう人たちのフィー
ルドと我々の研究を合致させてそれぞれのフィールド中でSDGsに関係する研究をして行こう。こ
れが我々のセンターの使命でもございます。それからJICAさんのビジネス連携促進事業とか。今
ではこれは SDGsという名前のスキームに変わっておりますけれども、事業との連携そして民間の
CSRとの連携NGOとの連携、こういった外との連携を大事にして研究を続けてきたというのがセ
ンターです。そして研究成果を朝倉書店さんの力も得まして、現在７冊出しております。そして再
来年にもう一冊８冊目を出したいというふうに考えているところでございます。そしてこちらにご
ざいますが、研究成果を上げて社会貢献を行う。これは学生の皆さんご存知ですか。向上も向下も
です。向上するは向下せんがためなりという学僧の言葉もございますが、まず自分たちを高め研究
をしてそれを社会実装する社会貢献を行う。これがセンターの目的の一つでもございます。それを
絵で表しますとこういう形になるんですけれども、共生社会研究センターですが、今までは内発的
発展という途上国の内部からの発展、これを重視するような研究をしていた時期がございます。そ
して今はSDGsでサスティナブルディベロップメントゴールズこれがオリンピックの次の日本の大
きな目標になっている。大学の目標としてもそれを立てていきたい。そのSDGsの研究の取っ掛か
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りということでこの５年間やってまいりました。そして今の研究内容はアジアアフリカにおける地
域に根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法となっておりますが、研究をしてるとやはりアジア
アフリカだけでは狭い。今太平洋地域それからラテンアメリカ、そういうとこまで広げております。
これからどういう活動するかはこの発表の最後にお話をさせて頂ければと思っております。それか
ら先ほど申し上げましたセンターとその他の機関との連携ですね。もちろんあのJICAさんNGOそ
れとか現地の大学アジアアフリカ太平洋地域との協定も結んで、そして学生さんの学生交換を行っ
ております。今協定校に行っている学生さん、センターが現地に赴いて結んできた協定、その協定
校に行っている人も多いと思います。もちろん将来的には非常に大事になる国際協力というのはポ
イントで、ドットでしかありませんが、それを面的線的に広げていくためには民間企業との連携が
欠かせません。ビジネスになることでエキスパンションするという考えですから、民間企業との連
携それと客員研究員の方々との協力、こういうことを中心にやっております。さてここからはごく
簡単に各年度の活動、これを紹介していければと思いますが、現在のセンターは2015年から2019年
まで活動をしている、そういう戦略基盤事業の活動の期間ですけれども、その初年度でありました
2015年今は令和ですが平成27年の頃です。それぞれルーチンとしてやっている活動もありますけれ
ども、毎年は国際シンポジウムそれから小規模な意見交換をする参加型の会ワークショップこれを
国内外で色々開いております。それからこの2016年３月にこれ2015年度になりますけども、定期報
告書を出す。毎年定期報告はつづけております。この時の国際シンポジウムはグローバル化時代の
国際貢献ということで、こちらにございますようなタイトルで発表頂きましたが、その時の写真で
す。詳しくはセンターのホームページ等をご覧いただければと思いますけれども、現地で研究をし
て、それをシンポジウムで発表をして議論をするというスタイルです。学生の皆さんもなじみのあ
るような部屋が写ってるかもしれませんけれども、この国際ワークショップを国内外で常に行なっ
ている。そしてこの時点で５冊本が出ておりました。その後２冊ですね、松丸教授の方からも紹介
ございましたが、この持続可能な開発目標と国際貢献というものです。それから今日のテーマであ
ります国際貢献とSDGsの実現。こういったものが続々と出ている状況です。その中には国際開発
学会からの表彰も頂いた本もございます。それからルーチンワークとしてニュースレター。それか
ら2016年になりますと、同じようにシンポジウム等がございますけれども、その風景です。それか
らなんといっても現地での研究活動これが非常に大きな活動内容でございます。今センターは最初
アジアを中心に始めましたので、このカンボジアですね、それからアジア各国ずっと研究していた
んですがこの頃からアジアだけじゃないということで、例えばこの南太平洋大学で打ち合わせをし
まして協定を結んでまいりました。この南太平洋大学は東洋大学の卒業生の経営学部卒業生の先生
ですが南太平洋大学でも教えておられます。東洋大学の卒業生あちこちで活躍されてるということ
をその時も考えました。それからケニアですね、
これでアジアアフリカ太平洋に活動が広がっていっ
たわけですが、その後ラテンアメリカの話も出て参ります。この時に行いましたあのシンポジウム
等はジョモ、ジョモケニヤッタ農工大学、こことは協定、学生交換協定も今やっと向こうがサイン
してくれそうな状況ですけれども、結ぶことになっております。何しろアフリカはなかなか一筋縄
でいかないとこもありまして。何回も現地に足を運びましてやっと、学生交換協定などにはその縁
もございましてここで色々お話を頂いたというところです。その時のメンバーですけれどもそれぞ
れこの５年間やってまいりまして本当にいろんな思い出がございます。
苦労した点、
それから良かっ
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た点色々ございます。それはあのここでは詳しくは申し述べられませんけれども、その我々が足を
運んだ甲斐が協定につながったということもあるのかなというふうに思っております。それから
ワークショップとしましては、学生さんも現地に今ちょっと大学院生なんかも中心に足を運んで一
緒に行うものもありますし、この日本国内で特に東洋大学の白山で行う。こういったものもたくさ
んございます。この下の方はケニアで学生さん達も一緒になって行ったワークショップですね。こ
ういうところがアフリカとか日本とかそれからカンボジアとか色々やってきたというふうに思いま
す。2017年になりますと今度は国際的なネットワーキングですね。今日も内藤様にもご講演いただ
いた国際シンポジウムでございますけれども、これからネットワークだということでフィジーの南
太平洋大学、ネットワークで14カ国に講義をしていく。そういうところに見習って東洋大学も世界
世界に講義を配信できる、そういうことをここでも学んでいるわけです。現実に今大学院レベルで
は海外への事業の配信それからテレビ会議システムによる授業、こういったものも行われておりま
す。その様子ですよね。それからこの頃になりますと三井物産のCSRの研究費を取りに行きました。
このセンターは一つの研究のプラットフォームですので、このプラットフォームを元に外部資金そ
れと外部との協力、これを行いながらどんどん活動を広げていきたい。その一つがミャンマーのイ
ンレー湖という観光地の湖の水質改善対策という問題であります。現地で学生の皆さんも一緒に
行って研究もされているわけですけれども、こういう現場に根付いたそういう研究を目標としてお
ります。このグローバル化時代の国際貢献手法といいましても一つの手法があるわけではありませ
ん。場所によってまた人によって、それからその対象のものによって全く手法が違うということで
こちらの今日のテーマであります本の方も一つの手法を深く追求したというよりも、いろんなアイ
デアを集めてそれでみんなで考えていこう。そういう側面が強いのかなと思います。この時にはこ
ういった人材育成を通したということでネットワーキングですね、太平洋の島国一つの国で一つの
大学を持てないそういう国でどういうふうな教育をやっているかというふうな話。それを追求した
シンポジウムでありました。その時の様子であります。それから南太平洋大学との協定この中にお
ります左から２番目の学生さん彼フィジー人ですけれども、彼は当時のフィジーの環境省におりま
して我々を迎えてくれました。その後パシフィックリーズのプログラムで大学院に行って、最近は
その修士号を取得して国に帰って活躍しているという人でございます。こういういろんな国での色
んな縁それからその国々の人たちを招いてそして一緒に勉強する。これは大学にいるものとしては
非常に大きな楽しみでもあります。それからビジネスというのも今のセンターの非常に大きな研究
テーマでもありまして、例えば水ビジネスということで水道ですね。水道の研究者それか実務家の
間でのワークショップも行いました。その発表された人のなかにはJICAの松本さんですけれども
博士号を取得して実務の世界で継続して水道やってるという人もいらっしゃいますし、厚生労働省
とからも人をお呼びしまして今国内向けのワークショップなんかもやりました。この国際共生社会
研究センターですが国際といいましても、海外だけという意味ではもちろんありません。日本も国
際社会の一員ですので国内的にもその活動をどんどん広げていきたいと思っているところでござい
ます。その時にはいろんなワークショップをやりました。これはあのケニアそれから変わったとこ
ろでイタリアですね、地震が発生してその復興をどうするかこれもセンターの研究テーマの一つと
して非常に大きなものです。この頃にまとめましたものが持続可能な開発目標と国際貢献です。ビ
ルドからのSDGsというものです。2017年ですけれども当時は2015年ぐらいからだんだんとSDGsが
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クローズアップされてきましたけれども、2017年に本を出す時にSDGsはメインのタイトルよりも
まだサブタイトルじゃないかというところで認知度も考えながらサブタイトルには入れたという時
期です。それから２年経ちましてまったく予想しなかったぐらいSDGsが社会での認知度が非常に
高いものになりました。私があの身につけているバッジですねSDGsのバッジ、こういうものも当
時はもちろんありませんでした。この盛り上がり方は非常に大きいなと最近感じております。2020
年のオリンピックの次は2030年を目標とするSDGsだというふうに感じております。その後本を出
した後2018年ですね。
今度はラテンアメリカにも赴きました。こちらではサンパウロ大学との協定を結んだわけですけ
れども、その時にサンパウロ大学からお呼びした先生方ですね、今日のテーマでもあります「国際
貢献とSDGsの実現」この中では、このフラビオさん、サンパウロ大学の先生が、この講演でお話
しいただいた内容を翻訳して入れたという章もございます。
それから、こちらサンパウロ大学ですね、日系社会がある…ま、私青年海外協力隊の送り出しも
やっておりますけれども、日系社会ボランティアというのも非常に大きなカテゴリーです。日系移
民がたくさん居るサンパウロ周辺では、老人ホームに、ケアをする人ですね、日系社会ボランティ
アとして送り込んでおります。我々もそういう所に参りました。実は翻って、学祖の井上円了先生
もその日系社会を明治の時代に回っているようです。明治・大正という時に世界３周した学祖が日
系社会、ブラジルの奥地まで足を運んだというのを知って、我々はもっともっと動けるような、飛
行機もある時代ですから、もっと世界に出なければいけないなということも感じたわけです。
さて、インレー湖での話、それから特別セミナー、それからいろんなタイトルですね、今日もお
話があると思いますが、藪長先生のほうで福祉の関連のワークショップとかいろいろ行いました。
これもまたお話していただければと思いますけれども。
それから2019年、今年度ですね。いよいよ戦略基盤としては最終年度で、そして次のスキームと
しまして、重点研究という大学の中での補助事業、これに移行する切れ目の年度でございます。そ
の中で、特出すべきことは、センターとしては初めて国内の自治体と協定を結んだというところで
ございます。
それから、もちろん先ほど申し上げました「重点研究推進プログラム」、これは大学自体の補助
事業ですけれども、その中で「途上国における生活環境改善による人間の安全保障の実現」
、こう
いうタイトルでプログラムを新たに始めました。一つのプログラムが終わり、そして一つのプログ
ラムが始まる…そういう一つの節目である2019年が今です。その時に、今までのお話を纏めまして
「国際貢献とSDGsの実現」という本を渡したわけです。
ここではSDGsはメインタイトルの中に入る、そういう認知度が高まったということかもしれま
せん。そして、センターのホームページもこの様にSDGsカラーと改めております。これが、国内
での玉城町との協定を結んだときの様子でございます。また、留学生の方々もインターンシップで
この町に行って、そして日本のことを学ぶ…特に日本語が喋れない学生さんなんかは非常に大きな
体験であったと思います。今日、来られている大学院生の中でもその経験をした人も居るかと思い
ます。
で、今日の本の内容でございます。この中でいくつかの章を抱えた著者の先生方から直接お話を
伺うことができるということですので、学生の皆さんは是非聴いていただければと思います。
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そして、今後のお話をさせていただきます。先月、この新しいプログラムのほうのシンポジウム
を行いましたので、それに出られてた方はよくご存知かと思いますが、今の戦略基盤というプログ
ラムの後、重点研究プログラムというのを始めました。そのタイトルは、
申し上げましたように「途
上国における生活環境改善による人間の安全保障の実現

東洋SDGsグローバル203037」です。20

はオリンピックyear、30はこのSDGsのターゲット、そして37、これは東洋大学の150周年です。
そして、おそらく、この2030が来た時、SDGsの次の何かが始まる…MDGs、SDGs、ですから今
度LDGsかもしれませんね、MSLですからね。ま、それはともかく、おそらく次は「東洋SDGsグロー
バル303745」になると思います。このように、開発というのは終わりなきものかもしれません。そ
れに合わせて、センターもどんどんプログラムを進めていければというふうに思っております。
それから一つ、こちらのロゴですけれども、これはセンターのプログラムのロゴとしまして、
SDGsカラーを取り入れたものです。下のほうには、
「東洋SDGsグローバル203037」、上がプログラム、
プロジェクトの内容ですけれども、この「東洋SDGsグローバル203037」
、是非大学全体に広げてい
きたいと思っております。東洋大学全体としまして、SDGsの推進というのを、大学全体のプロジェ
クト、プログラムにしたいと考えております。今後、来年度からも、このSDGsグローバル、どん
どん広げていきたいと、こういうふうに思っております。その内容ですけれども、３年間を切って
ですね、いろんなプログラム、並行してアジア、アフリカ、中南米、太平洋諸国で始まるというこ
とです。今、丁度この辺ですね。ま、これからも、センターとしまして、鋭意にこのプログラムを
進めていきたいというふうに思いますので、是非よろしくご支援、お願いいたします。そろそろ終
わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
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基調講演：アフリカにおける国際貢献とSDGs

横山

正

独立行政法人国際協力機構

理事

1988年大蔵省入省後、金融庁8年間、外務省5年間勤務。2009年より財務省にて国際租税制度
担当参事官。2011年より外務省にて東南アジア等と太平洋島嶼国に対するODA政策担当課長、
2013年より財務省でASEAN＋3や国際開発金融機関の担当課長、2015年よりアフリカ開発銀行
アジア代表事務所所長、2019年７月より財務省大臣官房企画調整主幹を歴任し、2019年10月より
現職。
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䠏䠊㣗⣊ቑ⏘䠄㣗⣊⣧㍺ධᆅᇦ䠅
䠐䠊⤒῭ከゅ䠄ᕤᴗ䜢ྵ䜐䠅䚸㧗ຍ౯್䚸➇தຊྥୖ
䠑䠊⤒῭ᕷሙ䛾⤫ྜ䚸㐃⤖ᛶྥୖ
䠒䠊ಖ⾨⏕䚸పᰤ㣴
䠓䠊ᩍ⫱䚸⫋ᴗカ⦎䚸㞠⏝䠄≉䛻ⱝᖺᒙ䠅
䠔䠊䝆䜵䞁䝎䞊
䠕䠊Ẽೃኚື䞉⎔ቃ䠄CO2䜔Ỉ㉁ởᰁ䚸බᐖ➼䠅*
10䠊䜺䝞䝘䞁䝇
11䠊Ᏻ䞉Ᏻ
12䠊⣮த
13䠊ᚲせ䛺㛤Ⓨ㈨㔠䛾ືဨ䠄ᅜෆእ䛾㈨㔠䚸Ẹ㛫㈨㔠䠅
� 䜰䝣䝸䜹䛾㛤Ⓨㄢ㢟䛿ᗈ⠊䛷䚸⥲ྜⓗ䛺ᑐᛂ䛜ᚲせ䚹
� 䜰䝣䝸䜹䛾㛤Ⓨㄢ㢟䛻䜘䜛ᣢ⥆ⓗ䛺ᡂ㛗䛿䚸᪥ᮏ䛻䛸䛳䛶䜒ᴟ䜑䛶㔜せ
� 䜰䝣䝸䜹䛾㔜せᛶ䛸䝡䝆䝛䝇ᶵ䠄䜰䝣䝸䜹ᢤ䛝䛻䛧䛶䚸䜾䝻䞊䝞䝹
䝡䝆䝛䝇䛿ㄒ䜜䛺䛟䛺䜛䠅
� ICT䚸䝗䝻䞊䞁䚸⯟✵䚸⾨ᫍ➼䛾ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䚸䝸䞊䝥䝣䝻䝑䜾䛾ᡂ㛗
䛾₯ᅾᛶ䛜䛒䜛䚹
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䜰䝣䝸䜹䛻䛚䛡䜛ᅜ㝿ᶵ㛵䛾ᙺ
• ᵝ䚻䛺ᅜ㝿ᶵ㛵䛜άື
• ୡ⏺㖟⾜䚸䜰䝣䝸䜹㛤Ⓨ㖟⾜䚸㻭㼁㻰㻭㻙㻺㻱㻼㻭㻰䚸UNDP䚸
UNICEF䚸WHO䚸FAOࠊetc.

䠐䠊䜰䝣䝸䜹㛤Ⓨ㖟⾜䛾ᙺ䛸ྲྀ䜚⤌䜏

• ྛᅜ㝿ᶵ㛵䛾ᙉ䜏䜢⏕䛛䛧䚸ྛᶵ㛵䛜タ❧༠ᐃ䛷䛘䜙䜜
䛯䝬䞁䝕䞊䝖䛻ᇶ䛵䛝 ຓ䞉άື
• ᅜ㛫䛾ຓᶵ㛵䠄㻶㻵㻯㻭➼䠅䚸බⓗ㔠⼥ᶵ㛵䜒άື䠄ྛᅜ䛾
ᨭ᪉㔪 䛻ᇶ䛵䛟ຓ䠅
• ᅜ㝿ᶵ㛵䛸ᅜ㛫䛾ຓᶵ㛵➼䛿ྍ⬟䛺㝈䜚㔜」䜢㑊䛡䚸
ຠᯝⓗ䛺ຓ䜢ᐇ
31

32

䜰䝣䝸䜹㛤Ⓨ㖟⾜
African Development Bank (AfDB)

䜰䝣䝸䜹㛤Ⓨ㖟⾜䜾䝹䞊䝥
AfDB䞉ADF䛭䛧䛶NTF-୕䛴䛾ᴗయ

タ❧䠖 㻝㻥㻢㻠ᖺ
ᮏ㒊䠖䜰䝡䝆䝱䞁
䝭䝑䝅䝵䞁䠖ᇦෆຍ┕ᅜ䛾ᣢ⥆ྍ⬟䛺

䜰䝣䝸䜹㛤Ⓨ㖟⾜ 㻔㻭㼒㻰㻮㻕

㛤Ⓨཬ䜃♫ⓗ㐍Ṍ䜈䛾ᐤ
ຍ┕ᅜ䠖㻤㻜䜹ᅜ䠄ᇦෆᅜ㻡㻠䚸ᇦእᅜ㻞㻢㻖䠅
㻖㼁㻭㻱䛿㻭㻰㻲䛾䜏ຍ┕

⥲䠖䜰䝕䝅䝘䠄䝘䜲䝆䜵䝸䜰ฟ㌟䠅
᪥ᮏฟ㈨ẚ⋡䠖

䜰䝡䝆䝱䞁ᮏ㒊

Ᏻಸ⥲⌮䛸䜰䝕䝅䝘⥲
㻞㻜㻝㻡ᖺ㻥᭶

㻭㼒㻰㻮 㻡㻚㻡㻡㻠䠂㻔➨ᅄ䠅

•
•
•
•
•
•
•

㻝㻥㻢㻠ᖺ㛤タ
㻤㻜ຍ┕ᅜ
ᤵᶒ㈨ᮏ䠖㼁㻿㻐㻌㻥㻡㻜൨
୰ᡤᚓᅜ䜢ᑐ㇟
ᡭ᱁ᶵ㛵䛛䜙㻭㻭㻭䛾ホ౯䜢ྲྀᚓ
䝞䞊䝊䝹䊡䛻䛚䛡䜛䝸䝇䜽䜴䜵䜲䝖䛿㻜䠂
䝞䞊䝊䝹䊢䛻䛚䛡䜛䝺䝧䝹㻝

䜰䝣䝸䜹㛤Ⓨᇶ㔠 㻔㻭㻰㻲㻕
•
•
•
•
•

㻝㻥㻣㻞ᖺ㛤タ䠖ㆡチⓗ⼥㈨䜢⾜䛖
㻞㻣䝗䝘䞊ᅜ䚸㻠䝗䝘䞊ᆅᇦ䛜ᨭ
ᣐฟ㔠ཷྲྀ㢠䠖㼁㻿㻐㻌㻠㻞㻜൨
㻟㻤䛾పᡤᚓᅜ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䜛
㻟ᖺẖ䛻䝗䝘䞊ᅜ䛛䜙㈨㔠䜢ཷ䛡䛡䚹

䠄䝘䜲䝆䜵䝸䜰䚸⡿ᅜ䚸䜶䝆䝥䝖䛻ḟ䛠䠅
䝘䜲䝆䜵䝸䜰ಙクᇶ㔠䠄㻺㼀㻲䠅

㻭㻰㻲 㻝㻜㻚㻝㻢䠂䠄➨ᅄ䠅㻭㼚㼚㼡㼍㼘 㻾㼑㼜㼛㼞㼠㻌㻞㻜㻝㻤
•
•
•
•
㯞⏕⥲⌮䛸䜰䝕䝅䝘⥲ 㻞㻜㻝㻥ᖺ㻤᭶

㻝㻥㻣㻢ᖺタ
ᙜึ㻟㻜ᖺ㛫䛾ᐇ䚸㻞㻜㻜㻤ᖺ䛻㻝㻜ᖺᘏ㛗
ᣐฟ㔠ṧ㧗䠖㼁㻿㻐㻌㻞㻚㻠㻞൨
බⓗ䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁䜈䛾ㆡチⓗ㈨㔠䛻㝈ᐃ

33

34

䜰䝣䝸䜹㛤Ⓨ㖟⾜䛾㛗ᮇᡓ␎

䝉䜽䝍䞊䞉ᆅᇦูᢞ⼥㈨≧ἣ㻞㻜㻝㻤ᖺᐇ⦼

䜰䝣䝸䜹䛜┠ᣦ䛩䝡䝆䝵䞁
Ᏻᐃ䛧䚸⤫ྜ䛥䜜䚸⦾ᰤ䛩䜛㝣䜈䛸
䝖䝷䞁䝇䝣䜷䞊䝮䠄ኚ㠉䠅䛩䜛䛣䛸
➇தຊ䛜䛒䜚䚸ከᵝᛶ䛜䛒䜚䚸䜎䛯䚸
ᡂ㛗䛩䜛⤒῭䛸䛺䜛䛣䛸
ᅜ㝿㈠᫆䛸ᢞ㈨䛻༑ศ䛻ཧຍ䛷䛝䜛
䜘䛖䛻䛺䜛䛣䛸
 ॖথইছ५ॺছॡॳকشभमؚઈୟ؞ઐৢق22.4%ؚكਗ਼ৡ؞ग़ॿঝॠش
ق17.3%ؚك؞ୋেق9.5%ৢؚكਦق0.5%؛ك
 ব શ भ হ  ા द म  ؚ७ ॿ फ़ ঝ  ق8.8%  ؚ كঔ ট ॵ ॥  ق8.7%  ॼ ؚ كॖ ४ ख़ জ ॔
ق5.5%ؚكવ॔ইজढ़ق5.3%ؚكग़४উॺق4.9%كऋਜ਼॑ಚीॊ؛
35
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ḟ䛺䜛᪂⯆ᕷሙ䚸䜎䛯䚸ᡂ㛗䛾ᣐⅬ䛸
䛺䜛䛣䛸
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AfDB䛾ᴗᡓ␎䛂High5s䛃

䖂䠑䛴䛾ඃඛศ㔝䠖
䐟 㟁ຊ౪⤥䚸䐠 㣗⣊ቑ⏘䚸䐡 ᆅᇦ⤫ྜ䚸䐢ᕤᴗ䚸䐣ே䚻䛾⏕ά䛾㉁䛾ᨵၿ

38

37

High 5s – 10ᖺᡓ␎䛾䝇䜿䞊䝹䜰䝑䝥

The Bank’s Strategic Goals: Convergence
䜰䝣䝸䜹㛤Ⓨ㖟⾜䛾 High 5s

Light up and power
Africa䠖䜶䝛䝹䜼䞊䜈䛾
䜰䜽䝉䝇

UNDP䛻䜘䜛ྛㄢ㢟䛾ᩚྜᛶ

Light up &
power Africa

Improve the quality of life
for the people of Africa䠖⏕
ά䛾㉁ྥୖ
䜲䞁䝣䝷ᩚഛ䜔Ỉ䞉⾨⏕ಖ㝤
ศ㔝䛷䛾ᇶ♏䝃䞊䝡䝇䜈䛾
䜰䜽䝉䝇ᨵၿ䚸ேᮦ⫱ᡂ➼
䜢㏻䛨䚸ⱝᖺᒙ䜢ྵ䜑䛯㞠
⏝ฟ䜢┠ᣦ䛩

2025ᖺ䜎䛷䛾䜰䝣䝸䜹㝣
䛻䛚䛡䜛㟁ຊ䜈䛾䝴䝙
䝞䞊䝃䝹䜰䜽䝉䝇䜢㎿㏿
䛩䜛

Feed Africa

Industrialise Africa

Integrate Africa

㣗ᩱ
Feed Africa䠖㣗ᩱቑ⏘

Improve the quality of life
for the people of Africa
39

㎰ᴗ䛾つᶍ䛺㌿䜢ᅗ䜚䚸
䜰䝣䝸䜹䛜ᣢ䛴㎰ᴗ䛾ྍ⬟
ᛶ䜢᭱㝈䛻ゎᨺ䛩䜛䛣䛸
䛷䚸ቑ䛩䜛ேཱྀ䜈䛾㣗⣊
⮬⤥䛸㎰ᴗ䛻䜘䜛㞠⏝ቑ䜢
┠ᣦ䛩

•
•
•
•

2025ᖺ䜎䛷䛻䜸䞁䜾䝸䝑䝗Ⓨ㟁䛾ቑຍ䛻䜘䜛162GW䛾㟁ຊ䛾᪂
つ☜ಖ
1൨3༓௳䛾᪂つ䜸䞁䜾䝸䝑䝗᥋⥆
7.5༓௳䛾᪂つ䜸䝣䜾䝸䝑䝗᥋⥆
120൨⡿䝗䝹䜢AfDB䛜ᢞ㈨䚸ᐁẸ䛛䜙500൨⡿䝗䝹䜢䜃㎸䜐

㣗⣊ቑ⏘

•
•
•

᪂䛯䛻1൨5༓ே䜈༑ศ䛺㣗⣊౪⤥䜢⾜䛘䜛つᶍ䛾㣗⣊ቑ⏘
1൨䛾ே䚻䜢㈋ᅔ≧ែ䛛䜙ᩆ䛖
1൨9༓䝦䜽䝍䞊䝹䛾㎰ᆅ䛾⏕⏘ᛶ䜢ᅇ

ᕤᴗ

•
•
•

ᕤᴗศ㔝䛾GDP䜢2025ᖺ䜎䛷䛻⌧ᅾ䜘䜚2.3ಸ䛻䛩䜛
35䛾⤒῭≉༊ᨭ
30䛾ᐁẸඹྠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾❧䛱ୖ䛢䛸ᙉ

ᆅᇦ⤫ྜ

•
•
•

ᆅᇦ䜲䞁䝣䝷䛾ᘓタ
䜰䝣䝸䜹ᇦෆ䛾㈠᫆䛸ᢞ㈨䛾ᙉ
ே䚻䛾ᅜቃ䜢㉺䛘䛯⛣ື䛾ಁ㐍

⏕ά䛾㉁ྥୖ

•
•
•
•

8༓䛾㞠⏝ฟ䠄2500䛾㞠⏝ฟ䚸5༓䛾㞠⏝䛻ᙳ㡪䠅
ᚲ㡲䝇䜻䝹䛾⩦ᚓ
Ỉ䞉⾨⏕ⓗ⎔ቃ䜈䛾䜰䜽䝉䝇ᨵၿ
་⒪ไᗘ䛾ᙉ

Ẹ㛫䝉䜽䝍䞊䜢ᚋᢲ䛧䛩䜛䛣䛸
䛷䚸䜰䝣䝸䜹䜢ᕤᴗ䛥䛫䚸䜎䛯
ୡ⏺ᕷሙ䛷ᡓ䛘䜛㧗䛔➇தຊ
䜢⫱ᡂ䛩䜛

䜘䜚⤫ྜ䛥䜜䛯䜲䞁䝣䝷䝇䝖䝷
䜽䝏䝱䞊䚸≉䛻 ‴䚸㕲㐨䚸ᅜ
ቃ䜢㉸䛘䜛㧗㏿㐨㊰䛾ᩚഛ
➼䛻䜘䜚䚸䜰䝣䝸䜹⮬య䜢⤖䜃
䛴䛡䚸ୡ⏺䛸䜒䛴䛺䛢䜛䛣䛸䜢
┠ᣦ䛩

䜰䝣䝸䜹䜈䛾ᢞ㈨ຍ㏿䛻ྥ䛡䛯᪂䛧䛔ྲྀ䜚⤌䜏
䠄Africa Investment Forum䠅

+LJK㸳Vࡼࡿ$I'%ࡢ᪂ࡓ࡞ᢞ⼥㈨┠ᶆ
䜶䝛䝹䜼䞊䜈䛾
䜰䜽䝉䝇

Integrate Africa䠖ᆅᇦ⤫ྜ

Industrialize Africa䠖ᕤᴗ

Leveraging strategic alliances to scale-up private investments into the continent

A transactional and multi-disciplinary platform
o Bringing together AfDB and global multilateral
financial institutions to de-risk investments at scale
o Scaling-up project preparation facilities and tools
o Leveraging investments strategically into Africa
o Catalyzing investments into projects to help the High 5
agenda
o Promoting projects for co-investments and blended
finance
o Providing effective risk-mitigation instruments
o Addressing policy and regulatory issues

41
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1st Africa Investment Forum
November 7-9, 2018
Johannesburg, South Africa

• Close to 300 institutional
investors from 53
countries, including 23
non-African countries
gathered
• Value of boardroom
projects: US$47 billion
• Investment interest
secured for 49 projects
worth US$38.7 billion
• A total of 169 bilateral
meetings took place in the
Marketplace
Marketpla
p ce boardrooms

2nd Africa Investment Forum is
planned in November 2019 in
Johannesburg, South Africa42
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TICAD 26ᖺ䛾Ṕྐ
1. TICADI (1993), II (1998), III (2003)
(1) 䜰䝣䝸䜹䛾࿘⦕䚸㈋ᅔ䚸ෆᡓ䚸䜶䜲䝈䛾௦
(2) ຓ䛾㆟ㄽ䛜୰ᚰ䚹Ẹ㛫䛾㛵ᚰ䛿㈨※䜢㝖䛔䛶పㄪ
(3) 2000ᖺ௦䜘䜚୍ḟ⏘ရ౯᱁ୖ᪼䚸മົ๐ῶྜព (2005)䛺䛹䜢ཷ䛡
䛶⤒῭䛜ୖྥ䛝䛻

䠑䠊᪥ᮏᨻᗓ䚸㻶㻵㻯㻭䛾ྲྀ䜚⤌䜏

2. TICADIV (2008)

䠄≉䛻㼀㻵㻯㻭㻰䠅

(1) ᗈᇦ䜲䞁䝣䝷㛤Ⓨ䚸䝁䝯ቑ⏘䛺䛹䜢䝁䝭䝑䝖
(2) ♫㛤Ⓨ䛛䜙⤒῭㛤Ⓨ䛻ᚎ䚻䛻䝅䝣䝖

3. TICADV (2013)

(1) 䛂ຓ䛛䜙ᢞ㈨䜈䛃䛜䝯䜲䞁䝔䞊䝬䛻
(2) ᅇᗯ㛤Ⓨ䚸ABE䜲䝙䝅䜰䝏䝤䜢䝁䝭䝑䝖
(3) ODA䜒Ẹ㛫㐃ᦠ䞉ᢞ㈨ಁ㐍䛜せ䛺ᙺ䜈

4. TICADVI (2016)

(1) ึ䛾䜰䝣䝸䜹㛤ദ䚹䜰䝣䝸䜹䛾䜸䞊䝘䞊䝅䝑䝥䛾ྥୖ

43

TICAD7䠖㆟䛾ᴫせ
• 䝔䞊䝬䛂䜰䝣䝸䜹䛻㌍㐍䜢䟿䜂䛸䠈ᢏ⾡䠈䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛷䚹䛃䛾
ୗ䠈6䛴䛾యྜ䛸5䛴䛾䝔䞊䝬ูྜ 䜢ᐇ䚹
• 䝡䝆䝛䝇ಁ㐍䜢㆟ㄽ䛾୰ᚰ䛻䚹㐣ཤ䠏ᖺ㛫䛷200൨䝗䝹つᶍ
䛰䛳䛯ᑐ䜰䝣䝸䜹Ẹ㛫ᢞ㈨䛜ᚋ ᭦䛻䛝䛟䛺䜛䜘䛖䠈ᨻᗓ䛸
䛧䛶ຊ䜢ᑾ䛩᪨⾲᫂䚹ᴗഃ䛛䜙䠈䜰䝣䝸䜹ᴗ䛾✚ᴟⓗ᥎
㐍䛻䝁䝭䝑䝖䚹
• TICADVI䛾䠎ಸ䜢㉸䛘䜛ᴗ䛜ཧຍ䚹TICADྐୖึ䜑䛶䠈Ẹ㛫
ᴗ䜢බᘧ䛺䝟䞊䝖䝘䞊䛸⨨䛵䛡䠈ᮏྜ 䛻䛶᪥䜰䝣䝸䜹ᐁ
Ẹ䛾┤᥋ᑐヰ䜢ᐇ䚹
• 䛂ᶓᐉゝ2019䛃䜢᥇ᢥ䛧䠈䛂ᶓ⾜ືィ⏬2019䛃䜢䛭䛾ᒓ
ᩥ᭩䛸䛧䛶Ⓨ⾲䚹
• 31᪥䜎䛷䛾㛫䛻䠈Ᏻಸ⥲⌮䛿䠈42䛛ᅜ䛾㤳⬻⣭ཧຍ⪅ཬ䜃
AUጤဨ㛗䠈䠏䛴䛾ᅜ㝿ᶵ㛵䛾௦⾲୪䜃䛻䠍ྡ䛾 ಶேᣍᚅ⪅
䛸47ᅇ䛾ᅜ㛫ㄯ䜢ᐇ䚹

ฟ䠖https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ticad/ticad7/pdf/ticad7_torikumi_ja.pdf
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有難うございます。東洋大学国際共生社会研究センター北脇センター長、松丸副センター長、東
洋大学の関係者の皆様、スピーカーの皆様、本日ご参加の皆様、私、今しがたご紹介いただきまし
た国際協力機構の理事をしております横山でございます。本日のシンポジウムで講演をさせていた
だくということで、誠に有難うございます。北脇センター長を始め、東洋大学関係者の皆様方、準
備をされました皆様方に対し、厚く御礼申し上げます。
本日は「アフリカにおける国際貢献とSDGs」についてお話しをさせていただきます。今回お話
をさせていただくことになりましたのには若干の経緯がございます。昨年、
今般出版されました
「国
際貢献とSDGsの実現」の一つの章の執筆とシンポジウムでの講演のご依頼をいただき、引き受け
させていただきました。当時、私は国際機関であるアフリカ開発銀行のアジア代表事務所の所長を
しておりました。それで同書の第２章としてアフリカについて執筆をさせていただくことになった
わけです。その後本年７月、私はアフリカ開発銀行を退職いたしまして、もともとおりました財務
省に戻り、本年８月下旬に横浜で開催されたTICAD ７という、日本が主導しているアフリカの開
発に関する大きな国際会議の担当となりました。TICAD ７の１か月後、ご縁がありまして本年10
月１日付で、国際協力機構（JICA）の財務などの担当理事を拝命し、本日に至ります。
私は、アフリカ開発銀行にいたこともあり、アフリカに対して非常に愛着がありますし、アフリ
カはとても重要な地域だと思います。勿論、先ほど北脇先生が仰っていらした、アジアや太平洋島
嶼国も、とても重要だと思います。私自身も、2011年７月から２年間、外務省で勤務して、モンゴ
ルからミャンマー、また太平洋島嶼部の諸国に対する日本のODA供与を担当しておりましたので、
その重要性をよくわかっております。現在、JICAの立場といたしましても、アフリカも重要です
けれども、アジア、太平洋島嶼国も重要でございます。太平洋島嶼部については、アジア開発銀行
も非常に重視してきておりまして、私共と協力を強化していこうということになっております。
また、ラテンアメリカにつきましても、先ほど、北脇先生からお話がありましたが、日系人が多く、
例えばブラジルでも190万人ぐらいいらっしゃるということです。移住者へのご支援等も、JICAの
業務の一部であり、今後、中南米の日系人社会へのご支援も強化しようとしております。
執筆後、私はアフリカ開発銀行、財務省、JICAと立場は変わりましたけれども、本日は基本的
に私が執筆いたしました「国際貢献とSDGsの実現」の第２章に沿って、アフリカ開発銀行、財務省、
JICAの公式的な見解ではなく、私の個人的な見解ということでお話をいたそうと思います。なお、
本日の資料につきましては、アフリカ開発銀行のアジア代表事務所には大変ご協力いただきまして、
この場を借りまして御礼を申し上げたいと思います。
まず、
「SDGsとアフリカ」ということですが、SDGsついては、皆様よくご存知だと思いますの
で細かくご説明いたしませんけれども、2001年に策定されましたミレニアム開発目標（MDGs）の
後継として、2015年９月に国連サミットで採択されたものです。ちなみに、MDGs、つまり前の開
発目標ですけれども、「極度の貧困と飢餓の撲滅」などについて2015年までに達成すべき８つの目
標を掲げたものでして、達成期限となる2015年まで一定の成果を挙げたとされております。2030年
までに貧困を撲滅して持続可能な成長を実現するための目標というのがこの後継のSDGsで、17の
ゴール、169のターゲットから構成されています。その哲学として、
「地球上の誰一人として取り残
さない」ということを誓っています。また、SDGsはMDGsと異なり、発展途上国だけでなく、先
進国自身も取り組むべき、ユニバーサル、普遍的な目標です。日本としても積極的にこれに取り組
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んでいます。
また、アクターとして、援助機関、政府、企業、大学、研究機関、市民社会など、あらゆるアクター
による取り組みが期待されております。このSDGsの達成につきまして、アフリカ、特にサブサハ
ラが鍵となる地域です。サブサハラとは、
サハラ砂漠から南の地域です。別名「ブラックアフリカ」
とも言いますが、肌の黒い方々が多く住まれている地域です。サハラ砂漠より北が、北アフリカと
呼ばれる地域で、地中海に面しているアラブ圏のアフリカ諸国です。何故アフリカ、特にサブサハ
ラがSDGsの達成においてキーとなるかというと、この地域では、多くの分野につきまして、先ほ
ど申し上げました、MDGsの達成度合いに鑑み、他の地域に比べてチャレンジが多いということです。
例えば、極度の貧困者、つまり、１日1.25米ドル、日本円にすると130円～ 140円未満で生活し
ている者の人口比率を見ると、サブサハラでは、1990年の57％から、2011年に47％、2015年には
41％まで減っています。しかし、それでも人口の41％が未だに１日1.25米ドル未満で生活していた
ということになります。例えば南アジアについては、1990年に52％でしたが、2011年には17％に落
ちていたり、特に中国が一番成功しているのですが、同期間中に61％から４％まで減っています。
小学校の就学率（ネットベース）をみると、これもサブサハラについては改善が見られて増えて
いますが、他の地域が軒並み、94％以上、要するに90％の半ば以上なのに対し、アフリカでは依然
として80％です。
５才未満児の死亡率を見ても、サブサハラでは1990年から2015年にかけて約半減していますが、
依然として1000人あたり86人が亡くなっており、他の地域から比べると、1.7倍～８倍多く亡くなっ
ているということになります。出産に伴う妊産婦の死亡率についても、サブサハラでは1990年から
2013年にかけて半減していますが、それでも、他の地域と比べると出生児10万人あたり妊産婦が
510人亡くなられているということで、他の地域の2.7倍～ 15倍の死亡率です。
ということで今、教育分野と保健分野のみふれましたが、多くの分野でアフリカは他の地域に比
べて進捗度が遅れています。そのため、SDGs達成には、アフリカにおけるSDGsの達成が非常に重
要ということになります。次に、アフリカの全般的な状況をご説明いたします。
まず、マクロ経済ですが、2000年より前のアフリカの経済成長率を見ると、世界平均を下回り、
あとでご説明しますけれども、1990年代のはじめには、欧米のドナーの間では、アフリカにいろい
ろ支援したけれども、貧困をはじめとした問題の解決に前進が見られない、という疲労困憊状況が
あったといわれています。しかし、2000年以降の経済成長率をみますと、アフリカの成長率は、基
本的に世界平均を上回っています。ただし、2016年には、一次産品価格の低迷などにより、世界平
均を下回っています。この大きな要因は、アフリカにおいてGDPの規模、シェアで特に大きいナ
イジェリアと南アフリカの２か国が一次産品価格の影響を受けて経済が悪化したため、アフリカ全
体で見れば経済成長率の低下をもたらしたということです。その後、やや戻って、2017年以降は世
界平均を上回り、今後もこのような傾向は続くものと見込まれております。
ここで分かることは、アフリカ経済全体で見ると、一次産品への依存に偏っており、一次産品価
格の変動といった外生的なショックに脆弱であるといえます。そのため、経済の多角化が必要だと
いうことが言えると思います。
ただし、アフリカには日本の承認ベースで54 ヵ国、アフリカ連合（ＡＵ）加盟国は55 ヵ国であり、
当然、アフリカといっても１つの国ではありません。地域別に見ると、2016年で、つまりアフリカ
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の経済成長率が世界平均を下回った年でも、東アフリカについては5.1％といったように５％を超
えています。例えば、東アフリカにあるケニア等のように、比較的、鉱物、天然資源に恵まれてお
らず、一次産品に比較的依存していない国については、経済の多角化が比較的進んでいるとか、エ
ネルギー源を輸入している国は、エネルギー価格が下がれば、むしろ恩恵を被るということになり
ます。一方、先ほど申したようなナイジェリアが入っている中央アフリカ地域は2016年に経済成長
率が0.2％へと下がったり、南アフリカ共和国の含まれている南部アフリカ地域は0.7％へと下がっ
ています。このように、国、地域によって相当ばらつき、多様性があるということで、十把一絡げ
にアフリカについて語ることには注意が必要だと思います。
なお、2016年より前、2004年～ 14年、2006年～ 14年のデータをみると、例えば、世界における
経済成長率でトップ25 ヵ国のうち10 ヵ国、工業生産の成長率のトップ20 ヵ国のうち10 ヵ国、サー
ビス産業の成長率のトップの20 ヵ国のうち８ヵ国はアフリカの国となっています。あまり知られ
ていませんが、アフリカには、速いスピードで経済成長している国も多くあるということです。た
だし、もともとの発射台が低かったり、経済規模が大きくないので、世界におけるシェアという意
味では大きくないです。
次にアフリカの産業構造の変化についてですが、第一次、第二次、第三次産業のGDPにおけるシェ
アの推移（2000年～ 2016年）をみると、アフリカの特徴は、第二次産業のウェイトが増えず横這
いである、農業のウェイトが減った分については、サービス産業が増えているということです。
また、雇用者数のシェアで見ても、2008年から2016年にかけて、アフリカでは農業は緩やかに減っ
てきていますが、第二次産業は増えず、その分がサービス産業にいってしまっています。1990年か
ら2005年までのアフリカ、アジア、ヨーロッパ等の地域別のデータを比較すると、他の地域は、ア
フリカに比べて、農業から工業やサービス産業へのシフトが生じています。アジア等において、同
期間中に第二次産業の雇用者数のシェアにあまり変動はありませんが、アフリカに比してシェア自
体がはるかに大きいことが分かります。アジアでも、昔はアフリカのように、第一次産業のウェイ
トが圧倒的に大きかったことに鑑みれば、アフリカの工業化、産業化の進展があまり進んでいない
ことが良く分かると思います。
ここで第二次産業のことをお話ししているのは、日本やいろいろな先進国が通ってきたパスを見
ても、第一次産業から第二産業へとアウトプットや雇用のウェイトの移行を経験しております。そ
れは、第二次産業というのは、一般的に言って、第一次産業よりも付加価値を生む、雇用者等に所
得をもたらすということです。また、第二次産業は、労働集約的な軽工業と資本集約型の装置産業
とでは違いはありますけれど、途上国における伝統的な一次産業よりも、所得のある雇用を生むと
いうことです。ということで、アフリカにおいては、第二次産業への移行、工業化が停滞していま
すが、これを進める必要があるということです。
次に貿易構造、域内依存度についてご説明しようと思います。アフリカの貿易構造を見ると、や
はりコモディティにウェイトがかなり片寄っています。全貿易に占める域内貿易の比率に関しては、
ヨーロッパについてはＥＵがありますので高くて当然だと思いますが67％、アジアでも61％です。
これに対してアフリカは15％と非常に低いです。これは何を物語っているかというと、アフリカ域
内での分業が進んでおらず、例えば農産品等の一次産品を生産、産出して、域内に輸出して加工する、
付加価値を付けて域外に輸出するということが他地域に比べて進んでいないことと深くかかわって
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います。つまり、一次産品等を加工度の低いまま域外に出して、付加価値のあるものを域外から輸
入している形になってしまっているということです。また、アフリカでは経済、市場の連結性、統
合が他地域に比べて良くない、進んでいないということを示しております。輸送インフラといった
物理的にも、入国管理、通関面も含めた制度的にもコネクティビティが良くないということです。
次に人口については、2016年から2050年までの人口推移の見通しを見ると、中国は大体14億ぐら
いで頭打ちになり減少へ、インドも今の13億から17億まで増えますけれどもそこから頭打ち、中南
米も６億から８億弱で頭打ちとなります。しかし、アフリカは唯一、今世紀続けて人口が増え続け
るといわれている大陸です。しかもそのボリュームが、今の12億～ 13億人から、2050年には約25
億人になるということです。
私が前回の東京オリンピックの最中の1964年10月に生まれ、現在55歳なのですが、2050年という
のは、ここに出席されている多くの学部生の方々が私と同じような年になる頃です。ですから皆様
が私と同じような年になるときには、アフリカは、現在の中国とインドを足したぐらいの巨大な人
口のいる大陸ということになります。そのため、何故アフリカが重要かと言うと、この地域がしっ
かりとサステイナブルな成長をしないと、皆さんが私ぐらいの歳になった時には、おそらく様々な
課題に直面することになりかねません。逆に、この地域が順調に持続的、包摂的な成長をすること
ができれば、皆さんもその恩恵を大いに享受しえるということになります。
アフリカは貧困だというイメージを持たれる方もいらっしゃると思います。2018年時点でのper
capita GDPで見ると、もちろん地域での平均を見ればアジアに比べれば低いということになると
思います。しかし国別で見ていくと、例えばタイはper capitaが7000米ドル超、中国は9000ドル超、
かたやセーシェルとかモーリシャスは、１万ドルを超えていますので、一部のアフリカの国々の
per capitaは、タイ等のアジアの国を既に超えているということです。per capitaが3000ドルを超
えるぐらいから、自動車等が爆発的に売れはじめると言われています。日本にとって自動車産業等
はとても重要なので、3000ドルを超えることは特に重要なのです。フィリピンは3000ドル超、エジ
プトはもう2500ドルまで来ていますし、ガーナも2200ドルです。2050年には、これらのアフリカの
国の多くが優に3000ドルを超えていくことが見込まれ、アジアをどんどん追いかけていくというわ
けです。2050年までには、アフリカは、人口規模からしても、消費額からしても非常に巨大なマー
ケットになることが見込まれます。
アフリカの開発課題と潜在性ですが、アフリカは先ほど申したようにMDGsの達成度から見ても、
多くの課題があります。それでは、アフリカの将来は悲観すべきものなのかというと、そうではな
いと考えられます。しっかりと開発することができれば、潜在性も膨大にあります。皆さんの未来
は、この課題にしっかりと取り組むことができれば明るいということになります。しっかりとやれ
ないと大きな課題に直面するかもしれないということです。
アフリカ大陸は広大で、中国、アメリカ、インド、西ヨーロッパ、メキシコと日本を足したくら
いの大きさで、日本の約80倍です。日本の約９倍がインドの面積で、そのインドよりさらに９倍大
きいということになります。巨大な大陸です。先ほど申し上げましたけれど、現在の人口は約12
～ 13億ということで、日本の約10倍です。2050年にはアフリカの人口は25億ということで、アフ
リカ人は多いなと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、日本の80倍の面積で、2050年でも人
口は20倍ということで、人口密度で見ると、現時点での日本の人口密度と比較すると、現時点で１/８、
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2050年でも１/４というように、人口密度は低いといえます。現在でも、連結性がよくない、インフ
ラが整っていないということで、この大陸を日本のように、道路や鉄道、有線の通信回線で、網羅
的に物理的に繋ぐということは、莫大なインフラ資金が必要ですし、維持が困難であり、非常に大
きなチャレンジです。す。一方、ICT、デジタル、ドローン・航空・宇宙技術等の新しい技術、手
法を開発課題に活用できるのは、1950、60年代の日本とは異なり、アフリカにとっての大きな利点
です。当時利用可能でなかった新しい技術、革新的な技術・手法で、開発課題をいかにアフリカで
効率的、効果的に解決するかが重要です。アフリカには、日本における開発、発展経験とは異なる、
いわゆるリープフロッグ（蛙飛び）の発展の可能性があります。これに大きなビジネス投資機会も
あります。
アフリカのエネルギーと鉱物、エネルギー等の資源については、国により状況は異なりますが、
大陸レベルでいうと、ダイヤモンド、金、銅、コバルト、原油、天然ガス、石炭等、資源は豊富に
あります。ただし、資源があるが故に、経済が一次産品に頼りがちで、経済の多角化が進まない、
開発課題が解決されにくいといった側面もあります。また、太陽光、水力、風力、地熱といった再
生エネルギーも豊富です。
アフリカにおける電力へのアクセスですが、非常に不足しています。夜間のアフリカ大陸の衛星
写真を見ると、ナイジェリアの一部、南アフリカや北アフリカの一部を除いてはほとんど真っ暗で
す。電力にアクセスできない人がサブサハラで６億人を超えています。この電力不足によって、ア
フリカ全体として、年間２％程度のGDPの創出が失われていると言われています。皆さんもよくお
分かりだと思いますが、電力がないと、経済活動に大きな支障をきたします。特に製造業については、
電力へのアクセスがない、電力の供給が不安定であるということになると、安定的に、また、品質
を保った財の生産ができなくなります。エネルギーの消費量とper capitaのGDPの値には明確な正
の相関関係があります。両者の相関関係の図を見ると、先進国は、エネルギー消費量もper capita
のGDPも多いところに固まっています。当然ですけれども、アフリカ諸国の多くは両方低いところ
に固まっています。電力へのアクセスがしっかりとないところは、成長し、所得の伸びが期待でき
ないということです。これからアフリカが成長する為には電気が不可欠だということです。食糧に
ついては、アフリカ大陸は広大で、農業生産もそれなりにありますが、2016年を見ると輸入が８兆
円分、輸出が５兆円分、つまり2016年だけで約３兆円純輸入しています。これがどんどん拡大して
います。先ほど申し上げたように人口は今後30年間で２倍に増えます。日本もご存知のように自給
率が高くなく食糧を輸入しています。アフリカがしっかりと食糧を増産できなければ、また世界の
どこかが大幅に増産しなければ、30年後に、つまり皆さんの多くが私くらいの歳のときに、日本は
アフリカの人々と食糧確保に向けて経済的に争うことになりかねないということです。ただし、そ
んなに悲観するのかというとそうでもないです。農業に関する技術革新もあろうと思います。また、
アフリカ大陸は、サハラ砂漠とか乾いたイメージもあろうかと思いますが、衛星写真で見ると結構
緑色のところが多いのです。もちろん適切なインフラ整備が伴わなければ大幅な食糧増産はできな
い訳ですけれど。各大陸の地図を見ればわかりますが、アメリカは別ですが、中国は大きいといっ
ても、ご存知のようにチベット等の山岳の多い地域、砂漠も大きいです。オーストラリアでも砂漠
等の面積も大きいです。アフリカは水資源に富んだ大陸であり、世界的にみると、未耕作であるが
耕作可能面積の２/３がアフリカにあるといわれています。適切な方策をとって、必要な資金を流せ
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ばアフリカでも食糧の大増産は可能だということです。特に、アフリカでは、多くの地域で、経験
に頼り、肥料も与えずに耕作を行っていて、生産性は非常に低い地域が多いです。アジアではここ
数十年で農業生産性は上がっていますけれど、アフリカでは上がっていないところが多いです。例
えば、後でご説明するアフリカ開発銀行のアデシナ総裁は、前職はナイジェリアの農業農村開発大
臣でしたが、彼が大臣になって２、３年で、ナイジェリアの一部の地域では生産量が一気に６倍増
えたといっていました。やや誇張も入っているかもしれませんが、肥料を小農の方々に行き渡るよ
うにし、農業指導も行った結果、大幅に生産性、単位当たりの収穫量が増えたということです。や
りようによっては、アフリカでの食糧の大増産は可能ということです。
アフリカの工業化についてですが、製造業の付加価値が2000年から2017年にかけてどのくらい増
えているかをみると、2000年を１とすると、アフリカで、ナイジェリア、南アフリカ、エジプト等
の経済規模の大きな国の平均を見ると横ばいで、2017年でも２程度です。それに比べてベトナム、
バングラ、インドは５～６、中国は９を超えています。同時期の経済成長の年率を見るとアフリカ
の同諸国は5.1%、ベトナム等は10％代、中国は14％ということで、製造業はとても重要だという
ことがわかります。
先程、アフリカでは連結性が良くないと申し上げたのですが、アフリカも自助努力をしていまし
て、各地域で経済共同体をつくっています。例えば、南部アフリカの経済共同体であるSADCでは、
関税をお互いに免除し合っています。より大きな動きとしては、アフリカ大陸自由貿易協定が今年
（2019年）の５月に発効しました。これは、日本が承認しているアフリカの全54か国、また、アフ
リカ連合（AU）からすると55ケ国となりますが、そのうちの44ケ国が署名して、22ケ国がすでに
批准しています。これは、関税を撤廃したり、もの、サービスの貿易、投資の自由化を図る協定で
す。もしも全てのアフリカの国が参加すれば、域内の人口、12 ～ 13億、域内総生産が２兆6000億
ドルで世界最大のFTAとなります。
また、共通パスポート構想の実現も目指しています。アフリカにおいても、人の移動は重要です。
アメリカ人がアフリカの色々な国々へ行くよりも、アフリカ人がアフリカ大陸内を移動する方が、
より多くの数のビザが必要といわれています。域内での人の移動をより円滑にするため、一つのパ
スポートがあれば、個別にビザを取得することなく、アフリカ人が域内を自由に移動できることを
目指しています。
アフリカの人々の生活の質の向上も課題です。これも先程申しましたが、５才未満児の死亡率が
他の地域に比べて高いとか、低栄養の問題があります。低栄養だと体が小さいとか、あと産まれて
から1000日、３年間が勝負で、この期間にバランスの取れた必要な栄養を与えられない場合、脳
がしっかりと発達しないので、その後、学力を得られないということです。アフリカは、stunted
children（発育不良、発育不全の子供）の数が唯一増えている地域です。
これらのいろいろな開発課題を克服していくためには、やはり重要なのは、開発資金の確保です。
必要な資金をどう確保していけばいいか。資金ニーズについては、
特にインフラ整備だけでも、
電力、
エネルギー、水、衛生、通信、運輸交通等のために、年間1300 ～ 1700億米ドル必要ということです。
これから、アフリカ政府の資金、国外からODAや民間資金として見込まれるもの等を差し引くと、
これをインフラ資金のギャップと言いますけれど、年間大体680 ～ 1080億米ドルが必要ということ
になります。これは一見大きな資金ギャップですが、世界のいろいろな機関投資家たちが世界で運
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用している資金量に比べれば、その大体１％程度といった、ほんのごく一部の資金量です。実はア
フリカ大陸にも、年金基金をはじめとする膨大な資金がありますが、そういう資金は、アフリカ大
陸内で投資、運用する先に乏しいので、ロンドンやニューヨークなどの域外の市場に出ていって、
一回出てしまうと、アフリカはリスクが大きいといって十分戻ってこないのが現状です。また、イ
リシットペイメントと言って、特に採掘産業で、透明性が欠ける中、多額の資金が域外に出て行っ
てしまっているといった問題もあります。これらの資金が域内で有効に活用できれば、かなりの開
発資金は充足できると言われています。
資金ギャップを埋めるためにアフリカ政府や海外からの援助資金を大幅に増やすことは現実的で
ない中、民間資金の流入を促進することは重要です。とはいっても、民間資金にアフリカにもっと
来てくれといっても、アフリカでは、投資、ビジネスがしやすいのかという話になります。世銀が
ドゥーイングビジネスランキング、つまりビジネスのしやすさランキングを毎年公表しています。
資料で申し上げますと、黄色の欄がアジア諸国で、紫の欄がアフリカ諸国です。両者を比較すると、
残念ながら日本は39位ですけれど、日本よりもアフリカのモーリシャスとルワンダの方がランキン
グが上です。日本の投資家になじみが深いベトナム、インドネシア、インドよりもケニア、モロッ
コの方が上です。多くの日本企業が進出しているフィリピンよりランキングが上の、要するにビジ
ネスをしやすいとされているアフリカの国が16あります。また、ミャンマーよりも上位にランクさ
れているのが、40ケ国くらいあります。ということで、世銀のランキングといった、ある基準で見
てみると、アフリカは、アジアに比べてそれほどビジネス環境が悪いわけではないということです。
ですから、日本の民間の方々も、アフリカを投資ビジネス先としてより目を向ける必要があるので
はないかということです。勿論、より民間資金の動員、流入を促すために、アフリカ諸国もビジネ
ス投資環境の改善を図ることは必要です。
アフリカの開発課題をまとめると、資料には13掲げておりますが、広範です。貧困、インフラや
電気が足りないとか、食糧増産が必要だとか、経済の多角化が必要です。経済市場を統合する必要
があるし、保健衛生の改善、低栄養の改善、教育職業訓練、雇用、ジェンダー、気候変動、ガバナ
ンス、安全治安、紛争解決、あと、重要なのは、このようないろいろな課題を解決するために開発
資金をどこからどう動員してくるのかということです。このように非常に広範な課題に対し、総合
的な対応が必要です。先程申したように、アフリカのこういう開発課題にしっかりと対処できない
場合は、特に若い方々は私の歳になると大変な課題に直面しかねないということです。もちろん貧
困とか、低栄養のお子さんが増えたりすると、ご本人にとっても大変ですが、これはアフリカの経
済社会にとっても、そして世界にとっても影響は大きいと考えられます。先程、食糧について申し
上げましたが、例えば保健衛生でいえば、皆さんエボラについて聞かれたことがあると思います。
現在でもコンゴ民主共和国で感染が報じられていますが、2013年～ 2016年にかけて、シエラレオネ、
ギニア、リベリアの西アフリカ３カ国で２万人くらい感染者が出て大変なことになりました。これ
をうまく制圧というか、封じ込めないと世界に飛び火してしまうということで最後に何をやったか
というと、イギリス軍とアメリカ軍を投入して、ともかく衛生面での準軍事的なオペレーションの
助けも借りて抑え込んだということです。アフリカ開発銀行の本部は、リベリアやギニアの隣国の
コートジボワールにあるのですが、エボラはこちらに飛び火していません。その理由の一つは、
コー
トジボワールの保健衛生システムがしっかりしているからと言われています。それは植民地時代か
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らフランスがしっかり整備したからとか、コートジボワールの行政組織や人がしっかりしているか
らとかいろいろな話を聞いたことがありますが、何を言おうとしているかと申しますと、保健衛生
システムがしっかりしていないと、そういう未知のウイルス、病気に人類が脅かされるということ
です。パンデミックの原因の一つとして、動物由来の未知、今まで人間が接したことのないウイル
スとか細菌に、人間の生活領域が広がることにより遭遇することが指摘されています。そのリスク
が一番高いと言われているのがアフリカです。だからアフリカの各国が保健衛生システムをしっか
りと整備していけば、そういう事態を事前に抑止できるといえます。未知のウイルス、細菌が出て
きたら、遭遇したらすぐそれをWHOによる監視体制に組み込まれている機関に検体として出して、
何であるのかを特定し、感染者、その接触者、感染の可能性のある者を適切に管理、隔離する、そ
ういうことをきちんとやっていかないと、日本も含めて世界が感染のリスクにさらされることにな
ります。
雇用も重要でして、IS等も含めた過激派の戦士になっている人のうちの40％は、失業や経済的な
理由であると言われています。アフリカではこれから30年間に人口が２倍になるわけです。衛生保
健環境がよくなって、私の年代以上のアフリカ人の平均寿命が延びることにより人口が増えること
もありますが、基本は、若い人たちの人口が増加するのです。年間1000 ～ 1200万人くらいは、若
者が新規に労働市場に入ると言われています。だけれども、フォーマル部門での雇用創出は年間
300万程度だといわれています。そのため、しっかりと雇用を創出していかなければ、経済的な環
境から過激派に入らざるを得ないような予備軍をアフリカで大きくしてしまうということになりか
ねないのです。そのため、雇用創出は非常に重要です。
気候変動についてですが、CO2排出量については、アフリカは、世界の数％程度であると言われ
ています。しかし、これから成長していくためには電気が必要だ、でも再生エネルギーでの発電で
は金がかかる、それでは、より安く、日本が有するような最先端技術を活用することなく、低効率
の石炭火力で発電しようかとか、森林伐採でエネルギー源を確保しようとなり、CO2をどんどん増
やす方向になってしまいます。環境問題についても、都市化も進み、産業、生活からくるいろいろ
な廃棄物を適切に処理せずに排出することとなれば、公害も増えます。ですから、持続的な成長を
遂げられるよう、こういう分野でもしっかりと支援する必要があるということです。
アフリカの開発課題をいろいろとご説明いたしましたが、次にアフリカ開発銀行の役割と取り組
みをご紹介いたします。その理由は、アフリカの開発課題にどう取り組めばいいかという一つのわ
かりやすい例だからです。アフリカ開発銀行は何かというと、アジア開発銀行とか色々聞かれたこ
とがあるかもしれないですけれども、それらと同様、独立した国際機関の一つで、アフリカ諸国の
開発を支援する銀行です。例えば、皆さんご存知で使われたこともあると思うのですけれど、東海
道新幹線、東名高速、首都高等の重要なインフラについて、日本は1950年代、60年代に世界銀行か
らお金を借りて当時の先進技術を導入して、まさに今でいうクオリティインフラを整備して、高度
成長を実現するとともに、それを今でも大いに使っているということです。このような支援がなぜ
重要なのかというと、例えば、当時の日本には経済成長余力はあるのだけれど、必要な資金を、有
利な条件で十分に調達できない、また、自力では新しい技術を導入しにくい、そういう時に、比較
的低い金利かつ長期で貸してあげると共に技術も入れてあげる、クオリティインフラ整備を支援し
てあげる、そのことによって成長のボトルネックを除いてあげると。まさにそれをすることによっ
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て日本は高度成長を遂げたのです。アフリカ開発銀行は、高速鉄道の支援はまだ行っていないです
けれど、まさに世界銀行が日本の高度成長を支援したようなことを今アフリカでやっているという
ことです。日本との関係も深く、アフリカ開発銀行における日本政府の出資比率は5.5％で、加盟
国内で第四の出資者、大株主です。加え、アフリカの低所得国に対する低利で長期の融資やグラン
トを提供する、アフリカ開発銀行グループに属するアフリカ開発基金への主要な出資者でもありま
す。ではどういう戦略でアフリカの開発課題に対応していくかということについては、現在のアデ
シナ総裁が2015年に就任して以降、High 5sといって2025年までに５つの分野に重点的にアフリカ
開発銀行として取り組むこことしています。それは、アフリカの電化、食糧増産、工業化、地域統合、
最後に、アフリカの人々の生活の質の改善ということです。これらは、SDGs、先程申した17のゴー
ルがあるのですけれど、これのほぼ全てをカバーしています。ただし、High 5sの方が、開発課題
への取り組み戦略として、ストーリー性があって非常にわかりやすいと思っています。ちなみに
UNDPという国連機関の分析によると、このHigh 5sが着実に実施されることにより、アフリカに
おけるSDGsの約86.4％がカバーされる、達成できるということです。また、アジェンダ2063とい
う、これはAUが2013年に策定したもので、50年後にこんなアフリカにできたらいいなというアジェ
ンダがあるのですけれど、その88％が達成できるということです。ただし、これはアフリカ開発銀
行だけで全部実現できるということではなくて、いろいろなパートナーと一緒になってこれを達成
しようということです。High ５sが具体的に何かというと、まず、①電力、エネルギーへのアクセ
ス、ユニバーサルアクセスを25年までに達成する、②食糧を増産する、付加価値を上げるために加工、
農産物の加工業を促進させる、③工業化を進める、④地域統合、物理的な連結性、制度的な連結性
を高め、市場統合を進める、⑤アフリカの人々の生活の質の向上ということで、これは水、衛生保
健、教育、雇用、ジェンダーを含んでいます。こういうことを色々とやっていこうと。資料に具体
的なターゲットを載せています。アフリカへの投資を加速する新しいイニシアティブとして始めら
れたのが、細かくは申し上げませんけれど、Africa Investment Forum、AIFというものです。こ
れだけで問題を解決できるわけではないですが、これは一つの画期的なものです。アフリカ開発銀
行は開発金融機関なので融資、投資、保証をしたり、グラント・技術協力を提供したりするのです
けれど、これに加え、新たに、AIFという、インフラプロジェクトの開発・組成を促進し、実際に
プロジェクトの取引が行われる市場、プラットフォームを設立し、これを運営し始めています。こ
れは、単発の会合ではなく、通年の枠組みです。昨年より、年に１回、アフリカ内外の多くの機関
投資家、国際機関、アフリカの首脳等が集い、取引の交渉加速、妥結、そしてそのお披露目を行う
会合を開催しています。東京にあるアフリカ開発銀行のアジア代表事務所の方々も参加されたらし
いですが、本年は、第二回AIF会合として、先週の11月11日～ 13日に南アフリカ共和国のヨハネ
スブルクで開催され、多くの投資家が集まったということです。例えばこれは前回の2018年の第一
回会合の場合ですけれども、３日間の会議で49のプロジェクト、約390億ドルについて投資意欲が
確認されたということです。こういう画期的なイニシアティブも通じて、アフリカ開発銀行はアフ
リカに投資を呼び込むこともやっています。
最後に、「国際貢献とSDGsの実現」には書いていないのですけれど、私が財務省に戻ったり、そ
の後JICAに来たりしておりますので、日本政府とJICAがアフリカとの関係で何をやっているかと
いうことをご説明しようと思います。これを説明するのに一番わかりやすいのが、1993年に始まり
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ましたTICAD（ティカッド：Tokyo International Conference on African Development:アフリカ
開発会議）という会議です。本年８月に横浜で第７回目の首脳級会合が行われました。いわゆる
TICAD７です。このTICADは、その開始の経緯を知っている私の世代以上のアフリカの政府関係、
国際機関の方々には特に大変評価されています。1990年頃は、欧米を中心とするドナーの間に、も
うアフリカにいくら支援しても貧困、暴力、内戦、エイズをはじめとする保健衛生問題等々、なか
なか解決が困難だといった援助疲れが起きていたといわれております。その中で、日本政府が主導
し、アフリカの開発にみんなで焦点をあてて考えようよということで、1993年に第１回会合が開催
されたということです。それ以降、６回、首脳級会合が開催されました。特に近年において、2013
年のTICAD ５以降なのですけれど、単なる援助から、民間の役割、ビジネス投資をどんどん重視
してきています。今回のTICAD７につきましては、民間企業の方々が初めて正式なパートナーと
位置付けられて参加され、アフリカの首脳と民間の方々が対話するセッションが設けられ、色々と
進化を遂げてきております。ではTICADにおける日本による成果は何かというと、これは日本政
府やJICAの貢献策が多く含まれますが、例えば人材育成でABEイニシアティブ（Africa Business
Education Initiative）3.0といって、アフリカの優秀な人材を６年間で3000人、日本の大学院に呼
んできて、かつ大学院で勉強してもらうだけではなくてインターンとして日本の企業にもいってい
ただいて日本の技術を学んでいただいたり、日本のビジネスの仕方を学んでいただいて、将来、日
本の企業で働いていただいてもいいし、アフリカに帰って日本の企業と一緒にタッグを組んで仕事
をやっていってもらうような先鞭を付けようというものがあります。
また、
「カイゼン」
イニシアティ
ブを進めるとか、アフリカビジネス協議会というものを設けて、恒常的に日本の官民がアフリカの
ビジネス促進にむけて意見交換なり情報交換を行うとか、相手国の制度を改善するための委員会を
設けましょうとか、いろいろなことが盛り込まれています。
あとは、JICAとして行うこととして、インフラ投資、特に３重点地域ということで、コリドー
ル、回廊と申しますが、そういうところに重点的にインフラを投資していき、港湾、道路、橋の整
備などを行っていくことによって、先ほど申し上げた連結性を高めていく取り組みを進めておりま
す。あとアフリカ開発銀行と一緒に民間セクターを促進するための資金の提供を行う等です。その
他にJICAがやっていることとして、先ほどのアベイニシアティブを通じたものも含め、人材育成
もやりますし、健康についてのユニバーサルヘルスカバレッジということで、貧しい人々も含め、
アフォーダブルなプライスで、ヘルスサービスにアクセスできるよう促進していくし、低栄養の問
題にも対応するために米の増産を行うとかいろいろなことも入っています。
TICAD ８は、３年後の2022年にアフリカで開催されることとなっていますが、JICAとしては、
引き続き、アフリカの持続的かつ包摂的な成長のために貢献し、TICAD ８では、その成果をお示
しすることになります。
これで私の講演とさせていただきます。どうも有難うございました。
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SDGs達成に必要不可欠なICT

内藤

智之

独立行政法人国際協力機構

国際協力専門員

1990年フジタ工業㈱入社。1999年国際協力事業団（JICA）入団、
運輸交通・情報通信課長等を経て、
2010年より外務省国際協力局開発政策上級専門員（JICAより出向）。2011年世界開発銀行東アジ
ア太平洋地域局プログラムマネージャー。2016年より現職。
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߶͏ࢦͳࣰࢬྙ͗ɼࣰࢬࣆंͶͺٽΌΔΗΖɽ

• ଲেͳͤΖ՟ୌʤదʥͶଲͤΖన༽གྷોٗढ़ʤघஊʥన

• Ӏ༽ͪ͢ࣆྭͺɼ,&7͗՟ୌմ݀ͶࣁͤΖͪΌϋʖϔϧʖͳ͢ͱ 6'*Vୣ
߫ݛͶঙ͵͖Δ༙ͥްͲ͍Ζ͞ͳΝਬࡱͦ͠Ζɽ

• ఈ᧒ӻंͳղंؔͶ͕͜Ζ৶བͳ՟ୌմ݀αϝρφϟϱφ
ʤ+XPDQ)DFWRUʥ

• ͞ߡ͓๏ΝҲൢԿͤΖͪΌͶɼ༹ʓ͵ҡ͵Ζড়݇ԾͶ͕͜ΖΓΕଡ͚Ϥʖη
ίʖηʤྭࣆ༽ʥΝི͗ؖؽ͢ͱ फॄʀੵ ͢ɼ͖ͨ͞Δபड़ͪ͢گ
܉Ν߁͚ޮ͢ͱ༙͢ڠɼ͠Δ͵ΖրવͳٶͶͯ͵͝ͱ͏͚͞ͳ͗ՁΓΕ॑གྷɽ

ʰࠅՃ؏Νԣ͢͜͵͏ʙ࠹शదͶ༑ͤ΄͘ͺݳஏਕͬ࣍ـʱʤీ ਇࢱʥ
˦ ͏کࣆंқࣟͳࣆۂਲ਼ߨͶଲͤΖαϝρφϟϱφ

• ࠅࡏऀճ͗ڢ͢ͱචགྷ͵ుྙ҈ఈͳڇڛϱνʖϋρφ௪৶ඍΝΌ
Ζ͞ͳɼ6'*VୣͶ͜ͱ٦ەͶखΕૌ΄॑͘གྷ՟ୌɽ

˦ ݃ՎదͶͺݳஏ ਕʓͳྒྷ͵ڢܐؖΝү
˦ ௗغద͵࣍କՆͶͯ͵͗Ζ

• 6'*VୣͶՁ͗චགྷ͖Νਜ਼͚͢௧͢ٶɼ͏کແਲ਼ߨқࢦ Ν࣍ͬଡ༹͵Ϗʖ
φψʖερϕΝकͲ͘ΖਕࡒΝүͱͱ༄Ͳ͘ΖڧΝඍ͢ͱ͏͚͞ͳ͗ɼ
ࠕΉͲҐͶࠅࡏऀճͶͳͮͱͺ॑གྷ͵࢘ໍͳ͵ͮͱ͏Ζɽ

˔གྷોٗढ़నͺร॑གྷʽਕదགྷҾͺ͠ΔͶ॑གྷʤࣆۂ൳Ν͚ࠪ͘ӊͤΖʥ




,&7 DQG ,QQRYDWLRQ
IRU'HYHORSPHQW
JICA ICT and Development

https://www.youtube.com/jicaictanddevelopment
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只今ご紹介頂きましたJICAの内藤と申します。国際協力専門員という立場で、情報通信技術分
野とイノベーション分野の担当をしておりまして、アフリカから中南米まで世界全域をカバーして
いますが、業務のおよそ50％がアフリカに向けられている昨今です。残りの半分の３割ぐらいが東
南アジア、残る最後の２割が他の地域、大洋州、中南米などに関する業務を担っております。本日
は、今回シンポジウムのタイトルになっている書籍の中で、事前にご紹介頂きました通り、第６章
を担当執筆させて頂きました。
本日これからお話するタイトルと同じ、「SDGs達成に必要不可欠なICT（情報通信技術）
」につ
いて、詳細は書籍をご参照いただければと思いますが、本日はそのサマリーと思ってお聞きいただ
ければと思います。20分ちょっとくらいだとお聞きしておりますので、ちょっと駆け足になるかも
しれませんが、エッセンスをご説明するということでお聞きいただければと思います。大きく分
けて、５つのポイントに分類しています。SDGsの達成はそもそも可能なのか、いきなり根本的な
問題のように聞こえてしまいますけれども、まずは疑問点から入らせていただきます。２番目に、
ICTを利活用することで、今までの伝統的なやり方ではない、非伝統的な開発事業、それはどうい
う効果を産んでいるのか、産み得るのかという点について述べております。先程休憩前の講演で弊
行理事の横山からマクロな視点でアフリカをこういうふうに見るんだという話がありました。実務
を担う私は、もう少し実際に起きていることをミクロな点で見ながら、皆さまにご紹介できればと
思っています。こういう考え方もできるんじゃないか、と言う私なりの解釈を共有させていただけ
ればと思っております。３番目に、SDGs達成を目指す場合のICT利活用の方向性はどういう共通
項があり得るのか、留意点というのもそれに応じて必ずあるので触れさせていただいて、基礎的な
要件は何なのかという点をまとめさせて頂きたいと思っております。
まず最初に、SDGs達成は可能か、と問いますが、これは可能だと我々は信じて仕事としても、
社会全体としても、SDGsを国際合意として目指していこうと、国際社会は同意してやっているわ
けです。その中で情報通信技術、ICTはInformation and Communication Technologyの略ですが、
ICTはSDGsの進展にどれほど貢献をし得るのか。この視点を、SDGsをICTという側面から見た時
に、まず設問としたいと思います。
数字で見ると、開発効果に影響を与えているICTの中で一番わかり易いのはインターネットだと
思います。インターネットのユーザー数は、国連の電気通信分野を担当している機関ITUが発表し
た報告によりますと、初めて去年の末で、世界人口の半数以上がインターネットにつながっている
という統計を発表しております。この左のグラフ中で世界全体のインターネットのユーザー数が、
ぐーっときているんですけれども、非常に順調にというか、右肩上がりです。一方で、まだなお約
半数、36億人前後の人々はまだインターネットの恩恵を受けることができていないというのも、逆
説的にはあるわけですね。では先進国と途上国と仮に線引をした場合に、先進国のネットユーザー
というのはほぼ９割近いです。ネットユーザーにも色々もちろんあります。ただ、平均的にネット
ユーザー、使っている人という統計でいうとほぼ９割、86.6％。一方で、開発途上国の中でもで低
開発国では、２割にも満たない、19.1％という数値になっています。それからもう一つ、私達実務
者のみならず、研究者の方たちも最近非常に注目されていると思いますけれども、我々日本人は４
G・LTE当たり前ですけれども、開発途上国でもスマートフォンの普及によって、家にはパソコン
が無くてもモバイルは持ってるぞ、という人々は増えています。しかし、家にはブロードバンドの
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線が来てない。そんな実態の中で、スマートフォン経由でインターネットに接続する人はどんどん
増えてるんですが、世界人口全体で見ると93％がモバイルブロードバンドにカバーされているって
いうのが現状です。
一方でですね、オンライン人口というのはですね、いわゆる家にブロードバンド・インターネッ
トが来ているぞという人たちというのがですね、２％にも満たないということも事実だというふう
に統計としては言われています。で、モバイルが、最近のワードだというふうに１つ申し上げたん
ですけども、抽象的に捉えられる部分もあるので、具体的にはどういう数字があるかと申し上げる
と、2015年以降、約６憶人、人口の１割未満ぐらいなんですけども、約６憶人がモバイルインター
ネットへ新たにアクセスするようになってるとITUによって報告されています。このアクセス増加
によって医療、教育などの基礎的なニーズ、ベーシックヒューマンニーズと言われますけども、に
関するアクセスも向上されてます。その６憶人のうちの多くが、低中所得国の人だという統計が出
ています。要は、先進国と言われる、我々も含めてですけども、先進国経済にいる人たちは、2015
年以前からモバイルブロードバンドを使ってた人は多いわけなので、そんなに2015年以降、もう数
字的には伸びてるわけではないと解釈できます。一方、この３年半ないし４年ぐらいで、低中所得
国の方々を中心とした６憶人もの新規モバイルブロードバンド利用者を見ると、それ以前からもの
すごい伸びを見せてるんですけれども、2017年に東洋大学様で開催されたワークショップでも同様
な話をしたのですが、よりこの過去３年ぐらいはですね、顕著に増えてきていると。で、モバイル
マネーですね。
日本国内でも消費税が10％になったこともきっかけに、キャッシュレス決済も大賑わいですが、
アフリカ行ったりアジア行ったり、仕事柄いろんなとこ出張して、現場を見てるんですけども、ア
ジアでもアフリカでもモバイルマネーはものすごい勢いで浸透していますね。アジアやアフリカの
人から日本人はモバイルマネーをなぜ使わないんだ、って言われるぐらい、彼らにとってはもう当
たり前で、アフリカの人で、私も一昨日までルワンダにいたんですけども、例えば現地でルワンダ
人の方と一緒にご飯食べてて、最後お会計のときになると、じゃあ私がまとめて立て替えて払うか
らって言うと、相手はスマホ出してですね、私に自分の支払い分をモバイルマネーでワッツアップ
経由で送ろうとするんですよね。おいおいと。私はちょっとオフラインなので受け取れないと。そ
のような感じでですね、向こうはモバイルマネーが普通なんですね。一方、先ほどの弊構横山の講
演でもありました通り、ICTに必要不可欠な電力がそもそもあるのかという話があって、電化率は
まだまだアフリカ全体で低いです。しかし、
１憶人以上が過去３年半ないし４年ぐらいに、
ソーラー
電源、ソーラーパネルですね。ソーラーパネルの基の電源を利用して、
「pay as you go」モデルを
活用してオフグリッドの中で、さきほどのモバイルマネーみたいなものが使えるモデル、後程その
モデルの１つをご紹介しますけども、pay as you goモデルを活用し始めています。
それから５憶人以上がモバイルベースで、ICT×農業のような新たな取り組みを、この３年半な
いし４年で、
やっています。これはアフリカだけじゃなくて、
世界中で起こっています。このあたり、
キーワードとして、ちょっと頭に残しておいて頂ければと思います。例えば、６憶人がモバイルつ
ながった、それから先程の５憶人がなんとかだとか、１憶人がなんとかとかだとか、それってどう
いうことなんだというと、本の中でも詳しくご紹介しているんですけども、ちょっと、モバイルに
限らず、プラスアルファ ICTという意味で、ICT×開発という感じで事例をいくつかご紹介してい
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ます。その１つが、ドローン。ドローンってICTなのかってよく聞かれるのですが、少なくともジッ
プライン社についてはYESです。アフリカのルワンダで、血液剤を山の上にある空港から、完全に
GPS制御されて、行先をプログラミングするんですね。プログラミングされたドローンが完全に自
動でぴゅーっと飛行、飛んで、10分ぐらい行ったところに、その目的地があるとして、そのドロー
ンのお腹のところがパカッと開いてですね、写真にあるように、パラシュートで、これ血液剤をパ
ラシュートで落としてるんですけども、これちゃんと医療従事者が事前にドローンに格納してい
るんです。このドローンで運んでいって、GPSで定めた目的地の上空からパカっと落として、行っ
て帰って来ます。この１工程でだいたい15分くらいなんですけど、私も実際現場を見に行ったんで
すけども、これは立派なICTです。さほどき申し上げたような行先をプログラミングをして、自動
航行しています。それから、GPS制御して、もう完璧な位置に落として、なおかつ完璧に帰ってく
るんですね。もちろん航空法の関係とか、その国での、上空での飛行制限とか飛行許可とか、全て
クリアした上でやってるんですけども、こういうものが、今ルワンダではですね、ここに2016年か
らの１年間で、1400件超の飛行実施って書いてありますけど、今、もう毎日、何十回も飛んでいて、
ものすごい需要で、ビジネスとしても成立しています。
ジップラインというアメリカのスタートアップが、ルワンダ政府と契約をして、ルワンダ政府か
らお金を払ってもらっている。なぜこれが成立するかというと、ルワンダは、山がすごくてですね、
道がものすごい険しくてですね、車で今まで、地方の病院に血液を運んでたんですけども、非常に
コストがかかってたんですね。車で４時間かかるところを、ドローンで15分くらいで行って帰って
運んだりすると、当然ながら早く運べると。単位時間当たりにたくさん運べる。遠くへも手軽に運
べる。安全に運べる。経済効率的にも全く適ってる。こういう事例があります。ジップライン社は
今、ガーナに第２弾を展開し始めてまして、どんどんアフリカで流行ってるというかですね、ビジ
ネスとして拡大している。
それからpay as you goモデルって申し上げたんですけども、オフグリッドの電力を使って、ソー
ラーパネルを使って、電力を作って、そこでモバイルマネーを０から作って、そこで１つ村の中で、
閉じた地域貨幣みたいなのを作っちゃおうと、っていうのをやってしまった日本の方たちがいらっ
しゃって、日本植物燃料という会社なんですけども、もしかしたらみなさんの中に、もう既に勉強
されてらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、非常に日本企業らしい日本の会社なんですけ
ども、合田さんという社長さんが非常に発想の豊かな方で、これモザンビークのとある無電化地方
村なんですね。電力の来てない村で。簡単に言うとですね、こういうソーラーパネルで、非常に暑
くて、日光がたくさん得られるところで、すぐに電力溜まるんですね。これ蓄電器で溜めた電気
を、タブレットとか写真の中に見えると思うんですけども、ここで１つのシステムが動くようにし
て、現地の女性がタブレットをいじってると思うんですけども、要は、決済システムをその会社が
作って、ここでローカルで回してるんですね。電力を創っているんです、オフグリッドのソーラー
を使って。で、何をやってるかっていうと、こういうカードを作ってですね、この村の人たちが、
その村の中で、お金を例えば10ドルなら10ドル、ここのお店に預けて、カードをプリペイドカード
化して、そのカードを使っていろいろ、ここの、これキヨスクなんですけども、屋台ですよね。こ
こで、ソーラーランタンを借りれるようにしてるんですね。そもそも家に電気が来ていない。家が
暗いので、ソーラーランタンをこのオフグリッドの電力で充電して貸し出しされているので、１日
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数十円とかで借りる。ただ、そのときの支払いを、このシステムでやっている。なんでこんなこと
モバイルマネーでやっているかと言うと、現金で持ってると、紛失してしまうんですね。あと家に
は別に金庫もあるわけじゃないし、タンスも無い家もあるので、結構土の中に壺かなんかに入れて、
隠してたりする。そうすると極端な話ですね、隠したとこ忘れちゃう。お金を自分でせっかく持っ
てたのに、わからなくなって、無くしてしまう。
日本植物燃料の合田さんという方は、最初からこのような地域通貨をイチから創る仕事をされに
行ったわけではないそうで、そもそもはヤトロファという植物から社名のとおり植物燃料を作る会
社なんですけども、様々な経緯があってモザンビークでビジネスを始めることになったそうなので
すが、クレジットカードもない農村部でお金がもらえない事態が多々発生したそうです。なぜかと
いうと、先方は払う気はあるのですが、様々な理由でお金をなくしてしまった。これは大変だなと。
それで、合田さんはICTにも知識がある方だったので、じゃあ、なくならないお金、すなわち地域
通貨としての電子マネーを作ろうと考えたわけです。もちろん、農民が電子マネーを得るためには
最初に合田さんの会社へ現金を担保で入れる必要があります。
これに加えて、人々が無電化地域で電気が無くて困っている状況をご覧になっていて、もっと効
率的に太陽光で電気を創り出そう、と考えたわけです。この仕組みが始まるとしたら、みんなお金
をなくさなくなり、どんどん電気もできるので、ソーラーランタンをどんどん借りるようになって、
結果的にビジネスとしても今もう黒字化しているんですね。もちろん最初は赤字からスタートされ
たんですが、国際機関などもこのユニークな取り組みに気付いて支援をされ始めて、どんどんモザ
ンビーク国内に広がっています。アフリカでは、このような「無電化地域での再生可能エネルギー
を利活用した低所得者層向け日常サービス提供ビジネス」が増加中で、他にも似たような会社ある
んですけど、こういったビジネスモデルをpay as you goと言います。Pアフリカでは、特に電力の
無いところでは、１つの流行りビジネスになっています。小さいビジネスだと思います。何憶円と
か何十億円とか、何千億円稼げるビジネスではないです。ただ、１か所あたりで、例えば１日１万
円でも売り上げがあったら、それが例えば1000か所とかすぐにアフリカではなるんですけども、１
日1000万円の売り上げになる。というふうに、
スケールで考えていくと、
アフリカは先ほどの話じゃ
ないですけども、無限とは言わないですけども、かなりのスケールメリットがある。
こういった潮流に関連して、私どもJICAが、直接的に支援しているルワンダでのイノベーショ
ンエコシステム強化支援があります。ICTを駆使してイノベーションを起こすためには、さきほど
のドローンによる血液運搬ビジネスとかpay as you goによるスケールビジネスみたいなものが生
まれるためには、いろんなエコシステムが必要です。なので、私たちはエコシステムを強化してい
こうという、プロジェクトをやってまして、すごく簡単に説明すると、ここに６つの要素が書いて
あります。政府のサポートとかですね、法整備とか、それから組織的な強化とか、技能と、それか
ら金融面でのアレンジメントとか、最後に文化・社会面での許容とかがエコシステムを機能させる
環境要素として必要です。こういう６つぐらいの要素が多面的に無いと、ルワンダであれ、モザン
ビークであれ、東南アジアのタイであれベトナムであれ、どこであれ、なかなかやっぱりイノベー
ションを許容する、もしくはイノベーションが育っていく環境は成立しないというのが、国際機関
でも共通的に言われています。なので、こういう要素ルワンダで強化していこうと考えて、支援を
行っています。
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ルワンダは今、イノベーションに関して、さきほどのドローンもそうですけども、非常にいろん
なことが起きてて、実験場になっている国の１つです。それを、どんどん強化していこうというプ
ロジェクトをJICAとしてやっています。で、まとめ的にというか今の３つの事例をまとめ的に書
いたのが、詳しくは書籍の中に書いてあるので読んで頂ければ幸いなのですが、ジップラインは何
を言っているかというと、血液さえタイムリーに届いていれば「救えたはずの命」というのがある
はずなのです。過去にはガタガタ道で自動車での運搬に時間がかかりすぎて血液が届かなかったた
めに、亡くなってしまった赤ちゃんとか、お母さんとかたくさんいるはずなのです。血液さえ届い
ていれば、
「救えたはずの命」なのです。デジタル制御された自動航行ドローンが今、過去には救
えなかった「救えたはずの命」を救っているというのが、事実としてあるんですね。これは、非常
に分かりやすい例だと思います。日本植物燃料さんは、モザンビークの無電化地域で電子マネーを
創り出して活用して、キャッシュレスによる経済活動が無電化地域でもできるということを、証明
しています。そして、私どもが直接支援しているルワンダでのICTイノベーションエコシステム強
化は、ルワンダの方々が自分たちの未来を切り拓くという自立発展性の視点から大変重要な、イノ
ベーションのエコシステムを強化していくということを、日本とルワンダの関係者が膝詰めで相談
しながら作っていってる、技術協力なんです。
この事例を見ている他のアフリカ諸国からも、同じような技術協力をどんどんやりたいと、今要
望が来てまして、なんでルワンダだけやるんだと、うちにも来てくれと言われています。とある国
際会議の際に、ブルキナファソの政府の人と直接ルワンダでお会いした機会があったのですが、わ
が国にも早く来てくれと言われたりして、対応を検討中です、要は、それくらいニーズがそこかし
こに有って、JICAの技術協力を評価してくれています。例えば、先ほどの「救えた命」とか、無
電化地域で電子マネーによる経済活動を創り出す」とか、「ICTイノベーションエコシステムをど
んどん強くしていく」とか、各国で必要とされている課題に対して、手段をどういうふうに適切に
選んで使っていくのか、という視点が何より重要です。よく、課題を注意深く分析せずに、手持ち
の手段から入っちゃう事例などがあるんですけれども、とにかく、解決すべき課題をよく、達成す
べき目的をよく考えた上で、命を救うためには何が必要なのか、何を跳び越えなきゃいけないの
か、っていうのがまず大事です。
それから、信頼です。課題解決に挑む人と、それから支援する人の間で、信頼とコミットメントっ
ていうのは当然必要です。引用している日本植物燃料の合田さんも、よくおっしゃっているんです
けども、こういう当事者とコミットメント、それから良好な現地の人との関係というのが本当に大
事です。当たり前と言えば当たり前なんですけど。ですから、ポイントとしては、要素技術の高度
さなども必要なんですけども、それ以上に人的な要因っていうのはさらに重要で、これはミクロの
面で言うと、事業の成否を大きく分けます。
この辺で、私の御話しをまとめます。今回ご紹介したような社会課題の解決アプローチは、比較
的まだ新しいです。私もこういう仕事をもう20年以上やってますけども、本当に10年前には考えら
れなかったようなことが、最近は各所で起こっていますし、みなさんまさにイノベーティブに取り
組まれてますし、我々も取り組み始めています。ですから、こういう新しいアプローチなので、予
想外に発生し続ける障害を乗り越えていく必要もあったりします。そういう難しい局面では、やっ
ぱりハートが必要なんですね。ガッツが必要だと。非常に抽象的な言い方で申し訳ありません。た
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だ、根本的な実施能力が無いと、いくらガッツがあっても空回りして、信頼されないのでダメです。
それから、ICT っていうのはあくまでも、情報通信技術で不可能を可能にする「enabler」なので、
ICTがあれば何でもできるという発想ではなく、ICTをどう使っていくのかという、使うための発
想が必要です。それを使っていくと、今回ご紹介している事例に代表されるように、SDGsへの貢
献に少なからず有効であることは自明です。
本日多く御参加されている学生のみなさんに対する、僭越ながら私なりのメッセージとしては、
もしも国際開発にご興味を持たれている場合、本日ご紹介したような１個１個ミクロの事例を、今
時はインターネットでもかなりのレベルで情報が取れますので検索しつつ、一番いいのは現場を見
ていただき、興味対象とした１つのミクロ事例を掘り下げて研究されることです。ひとつの事例を
掘り下げて研究すると、ものすごく色々なことが分かってくるので、お勧めします。我々の仕事自
体、こういうより多くのユースケース、今の３つはほんの氷山の一角ですけども、私たちの仕事と
してはどんどんユースケースを収集して分析して、標準化して一般化して、それを公開して共有し
て、同志を増やしていく。デジタル技術を活用した支援をやっていくためには、当然ながら電力や
インターネットも最低条件必要なものなので、無電化地域では電力を作るためにはどうしたらいい
か、ソーラーパネルや蓄電も必要であり、インターネットの通信網も必要かもしれないし、無線の
ためには無線の基地局も必要かもしれない、という部分も現実的に当事者目線で対応方法を考えて
いくことが必要です。
最後に、やっぱり人的な要因として、リーダーシップは非常に必要です。
さらに申し上げれば、
リー
ダーシップとパートナーシップですね。やっぱり本当に志を持ってる人がちゃんと一貫して、プロ
ジェクトなり実行していく。それで、ひとりですべてを解決できないでしょうから、パートナーを
探して、パートナーと一緒に同じ志を共有していくというのが重要だと思います。社会起業家とか、
そういう類を目指してらっしゃる方々はですね、一番最後のところから上に逆に読んでいって頂け
ると、いいんじゃないのかなと思います。以上です。ありがとうございました。
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今ご紹介にあずかりました藪長と申します。よろしくお願い致します。共生社会センターの多く
の研究員、あるいはそこに協力頂いている方たちは、どちらかというと発展途上国の研究をされて
いる方が多いのですが、私自身は、そもそもの研究のフィールドは北欧諸国を対象にしていまして、
いつも国際共生社会センターでの研究に、加わらせて頂いてる中で、自分がどういうふうな形で貢
献できるのかなということを考えながら研究を進めて参りました。その中でいろいろな試みをさせ
て頂いたんですが、今回SDGsということで、先進諸国も対象とした、包含する目標なんだという
ことで、そこで今回の書籍の執筆共生社会センターの私の研究の中では、北欧を対象とした研究を
させて、その内容を報告しました。
まず今回のSDGsがどのようなことを主眼にしているのかということとともに、私の研究分野で
ある社会保障、あるいは社会福祉の視点から考えてみました。ILO、国際労働機関では、社会的保護、
社会保障に関する報告を数年に一度出しているんですが、最新の報告の中で、この社会的保護、社
会保障とSDGsと書いてあるところの下に、Universal social protection to achieve the Sustainable
Development Goalsとあって、社会的保護によるSDGsを達成するんだと。社会保障、社会的保護
の分野での大きな目標だと示されました。こういう観点から、今回の研究も考えてみたのですが、
まずこの世界地図をご覧ください。何を表したものかというと、GDPに占める医療を除く社会支
出の割合です。先進国での社会支出の割合、GDPに占める福祉、年金等にあてられた、公的支出
の割合ということになるんですが、先進国では15％を超えています。そして医療も含めると、20％
を超え、日本では21.9％。それからヨーロッパで、最も社会支出の割合の高い国でいうと、30％に
近い状況になっています。GDPに占める社会支出の割合が30％。これが果たして持続可能なんだ
ろうかというような疑問が浮かび上がってくるわけです。
そこでもう一度、SDGsの社会的保護、社会保障に関連する項目を見てみるとですね、ILOの報
告の中にもいくつか紹介されていますが、貧困を無くそう、全ての人に健康と福祉を、ジェンダー
平等を実現しよう、働き甲斐も経済成長も、あるいは人や国の不平等を無くそうといった、こういっ
たSDGsの目標に、社会的保護、社会保障が絡んでいます。その中でも、全ての人にというようなキー
フレーズが繰り返し出てきているわけです。貧困を無くそうというところを見てみても、全ての人
に向けた、適切な国家規模での社会的保護、あるいは第３目標では、全ての人に健康と福祉を。あ
るいはジェンダー平等のところでは、平等に様々な水準を上げていくわけですから、当然全ての人
が対象になっていくわけです。さらに働き甲斐も経済成長のところでも、全ての人の完全かつ生産
的な雇用とディーセントワークの達成、そして不平等を無くそうということで、こういった全ての
人、あるいは平等を実現していくのであれば、当然普遍的な社会保障、社会的保護のシステムが必
要であって、先程の社会的支出がどんどん膨れ上がってくるわけです。つまりSDGsの目標を達成
すれば、しようとするほど、社会的支出が増えていってしまって、それが持続可能性をもしかした
ら妨げることになるのではないか、あるいは持続可能な形を作ることというのは、非常に難しいん
じゃないかというふうに考えられるわけです。
この全ての人に向けた社会的保護、社会保障のシステムというのが、どのようなものかというこ
とを、例えば日本のシステムを例に考えてみますと、例えば日本で、社会的保護、社会保障は、例
えば貧困者を対象とした生活保護だけではなくて、基本的には全ての人を対象にした高齢期の所得
保障である年金であるとか、あるいは全ての人を対象にした医療保障であるとか、この図で見られ
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るような複層にわたった、全ての人を包含できるようなシステムを積み重ねて、築き上げてきたわ
けです。当然、非常に多くの費用がかかるということが想像できるわけですが、その中で、年金の
保険料が払えなくて、最終的に高齢期に年金が受け取れない。あるいは、障害者の中でも、なかな
か障害福祉サービスにつながらなくて、結局貧困に陥って生活保護の需給に至ってしまう。あるい
は健康で、そして働ける年齢にある人たちの中でも、なんらかの理由で、な仕事や住宅が手に入ら
なくて、貧困に陥ってしまうというようなことが度々起きているわけです。日本の国民年金では被
保険者の中で40％が保険料が未納のために最終的に高齢期に貧困に陥るだろうということが予測
されていたり、あるいは健康保険でも国民健康保険でも、200万世帯以上が保険料を滞納していて、
健康保険の保障が限定的になるというような事態が生じています。そうなると、これを持続可能に、
しかも全ての人を包含しながら保障していくにはどうしたらいいんだろうかということが大きな課
題になってくるわけです。
こういった日本での起きている問題と同時に、今、特にヨーロッパを中心にした先進諸国で、こ
のセーフティネットに何が起きているのかということを見てみると、多くの場合は一番上が公共政
策のネットですが、雇用の保障、労働市場政策であるとか、職業紹介であるとか、あるいは住宅政
策であるとか、人の普通の生活を保障していくものです。その次の社会保険の枠ですが、これは保
険料を払いながら何かが起きた時に給付を受け取って貧困に陥らないようにしていく。そして最後
のところが、税金で賄われているわけですけれども、貧困に陥ったときの生活保護ということにな
ります。こういったセーフティネットを運営していく上で、一番多くの人を対象にして一番多くの
お金を使っていくのはこの社会保険の部分なんですね。社会保険の部分が、どうやって運営されて
いるかというと、保険料を徴収する。その保険料は、例えば、給与を受け取って生活をしている給
与労働者たちから、お給料から一定の額を定期的にほぼ強制的に徴収して、それが給付に繋がって
いくので、徴収が自動的に相当の額のお金が集まる仕組みになっています。なので、政府にとって
は、社会保険を運営していくというのは、税金で社会福祉サービスを運営していくよりも、楽なん
ですね。しかもほとんどすべての人をカバーできるという枠組みになっているわけです。
この社会保険、あるいは年金であるとか医療保険といったほぼ全ての人をカバーできる社会シス
テムで保健福祉の保障をしているというのが先進諸国の姿ですが、この公共政策の部分と社会扶助
の部分は、例外的な困難な生活の状況に陥った人たちのためのものというような運営の仕方で済ん
でいたわけですが、それに変化が起こっています。この説明が抜けてしまいましたけれども、今話
したような給与所得者に対する保障を、普遍的に行っていくというのが、いわゆる今までの工業型
社会のセーフティネットの作り方で、定型的に朝９時から５時まで仕事に行って、そして毎月お給
料をもらって、定年退職まで勤め上げるということで、ほとんど全ての人がカバーすることが可能
になっていくわけです。工業型社会においては、これが最適なモデルとして発達してきたわけで
す。ところが、ヨーロッパを中心に大量の移民の流入、あるいは2000年代に入って恒常的な高失業
が続いていること、あるいは、今まで社会保障の枠というのは、国単位で行われてきたわけですが、
EUの場合はEU域内での移動が大量に生じてくるということが起こってます。さらにポスト工業化
によって、今までのような定型的な仕事というのが変わってきている中で、今までのような社会保
障の形ではカバーしきれなくなっている。特に移民の流入や恒常的な高失業、つまり税金で今まで
て機能してきたものの割合が大きくなっていって、一方で、今までの社会保険の部分だった年金で
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あるとか医療の部分が、その対象者が減っていくというような状況が起きているわけです。そうす
ると先程言ったように政府にとってはこれを持続可能に維持していくことが大変になるわけです。
改めて整理してみると、こういった観点から説明できるかもしれません。今までの定型的な労働
市場等の労働者というのは、正規労働者として、年金や医療が保障されてきたわけです。それに対
して、新たに流入してくる移民であるとか、あるいは今までのお父さんとお母さんと子どもがいる
というような定型的な家族の形も変わってきて、離婚する、再婚する、あるいはシングルマザーに
なるというような、様々な家族の形が現れてきている。あるいは、工業化からポスト工業化になる
中で、今までの古いスキルが通用しなくなる。そうすると、非熟練労働者たちは、労働市場から追
い出されていくということが起こるわけです。この人たちをどこまで支えたらいいのかというのが、
問題になってきて、言い換えれば、インサイダーと労働市場の内部の今まで守られてきた人たちと、
それから労働市場に新しく入ってこようとする人たちをどうやって守っていくかという問題になっ
ていくわけです。
これに対して社会がどのように対応しようとしていくのかということについては、説明の仕方が
いくつか出てきていまして、例えば代表的な説明としては、従来型の成長が止まって低成長時代に
入っているので緊縮財政によって対応するといったようなパターンであるとか、あるいは新しい社
会的リスク論という、今ご説明したような産業の変化に応じて、労働市場や社会保障の形が変わら
なければいけないけれども、国によってその対応に違いがあるとか、あるいは家族が不安定になっ
てる雇用の流動化の中で、社会、福祉国家の対応がいくつかのパターンが見られて、うまく対応し
ているパターンもあれば対応していないパターンもあるといわれています。
最後の社会的投資論というのが、ポスト工業化に向けて、今度は新しい対応する人材を育成して
いこうというようなものです。そのポスト工業化に対応した人材を作ろうというのが、今までの公
共政策で対応してきた部分、ここで、個人・企業の能力形成や革新的挑戦を可能にするサービスで、
今までは職業紹介であるとか、失業時の対応であるとか、住宅供給であるとか、そういった従来型
の公共政策での人の生活の保障から、教育あるいは人材育成に力を入れたサービスに代わってきて
いるというような傾向が見られます。その一方で、生活保護に代表される低所得者への対策という
のが、よりその人のそれぞれの状況に応じた社会的保護をしていくので、結局その真ん中の部分が
先程言ったように縮小していって、その上と下の部分がどんどんニーズが高まっています。
という中で、先進諸国での対応が、それぞれ４つのパターンに分けられるんじゃないかと言われ
ています。例えば拡張型の福祉国家で言うと、
ポスト工業化への対応も積極的にするし、
その一方で、
今までの従来の工業社会型の保障も維持しようとします。それに対して縮減型の福祉国家では、ポ
スト工業化にも対応しないし、従来の工業型にも対応しないで福祉を縮小させていくパターン。そ
れから修正型の福祉国家というのは、ポスト工業化には対応するけれども、昔の工業社会型の福祉
は縮小させていこうというものです。例えばもう年金も医療も最低限でいい。その代わり、能力育
成のほうに重点的に資源を投入するというものです。そして最後の福祉保護主義については、従来
型の工業社会型の福祉を維持する、そして、ポスト工業化への対応はなかなかうまくいかないとい
うものです。
おそらく日本がどこらへんにあるのかは、意見が分かれるんですが、その中でヨーロッパで特に
福祉国家を発達させてきた北欧諸国で、例えばフィンランドでどのような取り組みが行われている
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のか。これが実際にSDGsの目標に照らして、それに沿った方向なのかどうかということを検討し
てみたというのが、今回の研究の内容です。フィンランドの取り組みが先程の社会的保護の再編
の類型ではどの象限に位置付けられるのか、あるいはSDGsのターゲットに照らして、どうなのか。
特に普遍的というのは、どう変化を迎えているのか。それまで、特に北欧型の福祉国家っていうの
は、普遍的な福祉国家として特徴づけられることが多かったのですが、それをもう手放すのかどう
なのか。というようなこと、あるいは持続可能にするための工夫というのがどういうふうに行われ
ているのかということを考えながら、フィンランドで行われている新しい２つの取り組みについて
検討してみました。
１つが有名なベーシックインカム実験ですが、2017年と18年の２年間にわたって時限的な社会実
験として導入されました。ベーシックインカムが、どのようなものかというと、１つの特徴として、
何もしなくていいんです。何もしなくて、ただお金がもらえるというのが、ベーシックインカムで
す。就労努力、就労後の廃止要件が無いというのは、そういった意味で、働く努力をしなくても良
いし、そして仕事に就いてもそのままこのベーシックインカムがもらえるというのが、特徴的です。
そして、家族単位ではなくて個人単位であること。そして、全ての国民、あるいは市民を対象とし
ていくということに特徴づけられるのですが、これらを通じて、福祉の受給者であるというスティ
グマや、あるいは特別な手当てをもらっているから自分は何とか仕事を探さなきゃいけないんじゃ
ないかというようなプレッシャーから自由になるということを目指して、ベーシックインカムを導
入しようとしたわけですね。そして、フィンランドでは、面積は日本と同じ位なんですが、人口
500万人の国の中で、2000人をベーシックインカム実験の対象者として、失業者の中から抽選で選
んで実験を行いました2017年から18年まで実施して、19年の２月に、中間報告として、簡単な報告
が行われているところです。これがベーシックインカムの説明のために、政府が作ったイラストで
すが、どういったことがベーシックインカム実験の背景にあったのかというと、複雑化する福祉シ
ステムの中で実験をやってみようということなんですが、抽選で選ばれた人の所得や健康、あるい
は社会生活にどのような影響が出たのかを測定してみようという図です。
そして実際に中間の報告で出てきた内容の１つは雇用への影響とで、実はこれほとんど影響が見
られなかったんですね。ベーシックインカムの実験の対象者となって、２年間給付を受け続けた失
業者たちで、雇用に繋がった人が49.6％、そしてそれ以外の実験の比較対象になったベーシックイ
ンカムをもらわなかった人たちで雇用に繋がった割合が49.3％で、実際には、0.3の違いしかなかっ
たということになります。ほぼ雇用につながる効果は見られなかったけれども、どちらかというと
ごくわずかに雇用に繋がったと言えるかもしれないという程度のものです。精神的なストレスから
どれだけ解放されたのかということを見てみた場合に、こちらもややストレスから解放されたとい
う結果でした。
そして、３番目に実際に社会に対する信頼度、社会への信頼がどれだけ増幅したのかという点に
ついても調べているんですが、これもやや上がったという程度に留まったんですね。フィンランド
政府は、あまり明らかな効果が出なかったということで、来年、最終報告が出るのですが、その結
果を活かして、政策に反映させていくという説明をしています。
もう１つの保健医療福祉及び広域自治体改革SOTEというものが非常に面白い改革で、何をした
のかというと、市町村から福祉サービスを取り上げて、新たに県レベルの広域政府を設置して、そ
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こに福祉サービスの供給機能を持たせてしまうというものです。20世紀末から21世紀頭にかけて、
日本でもそうですが、分権改革や市町村合併が行われて、ある程度市町村の規模を大きくして、福
祉を持続的に供給できるような体制にしてから分権化をして、そして市町村に福祉の供給責任をも
たせるというような改革が行われて、フィンランドもほぼほぼ日本と同じような経過を辿っている
んです。ところが、３年前から、市町村から福祉の供給責任を取り上げるというような改革を行い
始めました。実際のところ先程のベーシックインカムも実験はストップして、結果を分析中という
ことになっているのですが、このSOTE改革も今年の３月にですね、一回実験、実験ではないです。
改革を中止するということで、ストップしています。ストップしたのは、結局政党間での合意形成
が難しかったという理由ですが、市町村からサービスを取り上げるという改革が目指していたのか
というと、人口が少なく広域にわたっている財政脆弱な自治体で、福祉供給が賄いきれなくなって
いる中で、財政保証を中央集権化して持続可能な福祉と医療を供給するということを目指していま
した。
それから、サービスの広域化をすることで、集中効率化を図って高度医療へ対応する。さらにデ
ジタルサービスを導入して、しかも１人１人が自分で福祉サービスと医療サービスをコーディネー
トできるようにしていく。選択の自由と同時に、保健福祉医療のセルフコーディネーションをして
いくということを目指していました。このことによって、自分で自己管理をしながら、最も効率的
な福祉医療供給を探っていくということだったんです。さらには、フィンランド政府が目指して
いたのが、このeサービスへの転換を図ることで、保健福祉医療の様々なデータを集めて、地域に
適したサービスを供給していく、あるいは予防まで行っていくというものだったんです。これが
SOTE改革で示されている資料です。
こういったフィンランドでの取り組みが、実際にSDGsの方向に照らして、どのように評価でき
るのかということを考えてみると、ベーシックインカムは比較的突拍子もない話だと、驚きをもっ
て世界でも受け止められていたのですが、ポスト工業化に対応した普遍的な福祉を供給するという
意味では、SDGsの方向性に沿っていたということ。それからSOTE改革については、財政脆弱な
自治体での財政保障を図る、あるいは予防戦略に繋げていくというような意味で、持続可能な福祉
供給方法を追求したものであったといえます。どちらの実験も福祉縮減につながるということで、
かなり批判をもって受け止められたんですけれども、SDGsの方向性としては、こういった意味で
適っていたのではないかと考えます。
今回のご報告は以上ですが、こういった研究が、国際共生社会研究センターの国際貢献にどう役
立つのかということで、ご報告させてください。例えばですね、次に報告される柏崎研究員を介し
てバングラデシュの政府調査団を迎えて、研修を実施させて頂きました。そして、来週もう１組、
研修を受け入れるのですけれども、国際共生社会センターで受け入れるという形で10月は実施しま
した。私の研究、あるいは日本、そして北欧の研究が、こういった形で国際貢献に繋がっていると
いうことでのご報告です。以上です。ありがとうございました。
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都市コミュニティーとSDGs

柏崎

梢

東洋大学国際共生社会研究センター

研究員

東洋大学国際地域学部卒業、アジア工科大学院修士課程修了、東京大学大学院博士課程修了。横
浜国立大学男女共同参画推進センターみはるかす研究員、東京大学大学院都市持続再生学コース
（東大まちづくり大学院）特任助教などを経て、2015年より現職。
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ただいまご紹介いただきました。センターの研究員をやっております柏崎と申します。錚々たる
メンバーの中、このように発表させて頂く機会を頂きまして、本当にありがとうございます。最近、
発表時間を守れ守れと言ってきた学生も聞いているようなので、プレッシャーなのですが、25分間
ということで発表をさせて頂きます。私も今回書籍を執筆させて頂きまして、都市コミュニティ
とSDGsということで、12章に入っております。今回その中身を抜粋してご紹介する形になります。
初めての方もいらっしゃるので、自己紹介を簡単にさせて頂きますと、チラシの方にも書いてある
通り、東洋大学の国際地域学部、まさに今仕事をさせて頂いているところの４期生です。学部の２
年生のときに参加したタイの研修がきっかけで、今に至っております。当時はタイのバンコクのス
ラムの住民組織に着目をして、その派閥ですとか、リーダーシップに関する研究をしてきました。
東洋大学を卒業した後は、タイにあります、国際教育機関であるアジア工科大学院のほうに進学致
しました。そこでもリーダーシップに関する研究を行い、その後分野を理系に移し、都市工学の研
究分野で、都市コミュニティガバナンスに関する都市レベルでの調査研究を行って参りました。最
近では、コミュニティ開発をキーワードに研究を進めていて、これまでは主に、対象は都市のスラ
ムでしたが、最近は多文化共生政策ですとか、先程冒頭に北脇先生からご紹介がありましたイタリ
アでの復興支援ですとか、コミュニティを、都市が成熟していく中で、どういうふうに維持してい
くのか、もしくは再形成していくのか、というように研究のフィールドも少しずつ広がっています。
都市コミュニティというと、昔はスラム研究といった限られたものだったのですが、今すごく多様
化してきていると、まさにSDGsの広がりとともに実感しているところです。
今回ご紹介するタイの事例ですが、内発的発展というそもそも途上国が持っている能力を超えて、
開発の過程において、特に先進国からの外国直接投資、FDIが急速に都市に集中することで、都市
化が急速に進んでいるという実態があります。日本においても、2006年から16年の10年間の間に、
海外へ進出した日本企業の数というのが、倍以上になっている実態です。右のグラフは海外の日系
企業の数の推移を示したものですが、一番多いのは中国、そしてアメリカとなっていますが、近年、
アジアを中心に、インド、タイが急速に伸びているというのが分かります。タイおいては、2015年
にタイランド4.0という国家戦略による開発政策が打ち出されたことも影響しています。農村社会
での発展に続き、軽工業、そして重化学工業とこれまで開発が進んでいましたが、これからは、ま
さに先程お話にあったようなICTですとか、データ産業による付加価値を創造して、成長していこ
うと。先進国の仲間入りをしようと打ち出した戦略をもとに、それを受けて進出、さらに日系の企
業も進出を加速化させているという実態があります。こちら、右のグラフは建築学会が2012年に出
した学会誌から引用したものです。2010年は世界の都市人口が半分を超えた年でした。さらに今後、
途上国を中心に、さらに都市に、農村から都市への移動が進んでいくだろうというふうに見込まれ
ております。左の方に写真がありますが、バングラデシュの低所得者層コミュニティも、ダッカで
非常に深刻ですし、中国においても都市が広がると同時に、城中村と呼ばれるような、昔ながらの
コミュニティだったところが、都市の中のスラムとして点在していく。
こういった都市の中のコミュ
ニティのスラム化というのが非常に大きな問題としてございます。
SDGsにおいて都市スラム問題の位置づけがどのように変わってきたのかというのを見てみます
と、2001年のミレニアム開発目標の際には、環境の持続可能性の共助として、2020年までに、最低
１億人のスラム居住者の生活を大幅に削減すると位置付けられ、報告では3.2億人が改善されたと
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あります。ポジティブな報告にみえますが、
一方で、
国連が発表したスラムに関する総数の報告では、
1990年には6.89億人だったスラム居住者が2015年に8.8億人まで増えてると出ています。そもそも
都市に住む人口が増えているので、改善はしているけれども、そもそも大きなダイナミクスとして
の問題を抱えている人は増えているのが、今の実態といえます。今回トピックとして挙がっており
ますSDGsにおきましては、スラムの位置づけが少し変化を見せております。2030年までに、全て
の人々の適切、安全かつ安価な住宅、及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善す
る、というように、スラムの貧困や、スラムそのものを改善するというよりも、生活の質にも着目
をして、都市の中で、街の中で、連携をして、持続的な街づくりに繋がるためにスラムを改善して
いこうというように、位置づけが変わったということができます。ここが大きな変化かなと思って
おり、その点について書籍のほうにも書いております。
では、タイの事例をご紹介したいと思います。こちらの地図に載っておりますように、東南アジ
アの人気の観光、観光地としても人気なタイですけれども、特に1980年代の経済成長が顕著で、一
時集中型都市として、バンコクへ都市人口が、非常に大きく育っていった国になります。他の東南
アジアの国と比べますと、１人あたりのGDPが、地域別に約８倍違うということで、比較的格差
が大きいというのも大きな特徴です。これを都市レベルで見てみますと、これはよく見るバンコク
の土地利用マスタープランですけれども、ちょうど中心のところが、昔城壁で、王宮だった場所で
す。エメラルドパレスがあるような、観光スポットとしても人気のところですが、1900年からはこ
こを中心に、中心部から郊外の方に広がるように都市が広がっていったという都市の変遷がありま
す。そしてこちらの図が、タイの政府がによるGISで示した低所得者層、バンコクにおけるスラム
と呼ばれているコミュニティの立地になっておりまして、中心部から郊外のほうに広がっていると
いう様子が伺えるかと思います。この間、バンコクの人口が2.6倍になる間に、スラムに住む人口
も3.6倍に増えているという統計も出ております。イメージをもって頂くために写真で紹介すると、
こうした土地の所有者が不明瞭な沼地ですとか、高架下といったところに、自分たちで家を建て
て、コミュニティを作っている様子が分かります。こうしたスラムは今登録されている密集コミュ
ニティだけでも、1200あるとバンコク都より報告されております。このように自分たちで、住民同
士で協力をして家を建てて、そのコミュニティの中の路地なども、自ら作っているわけですが、見
てのとおり、ここに絶対落ちたくないような、生活排水やごみが溜まっています。写真だけでは伝
わらない汚臭ですとか、騒音、また害虫等、衛生面の問題が非常に大きいという課題を抱えており
ます。このようなスラムが都市の成長とともに、街の中に出てきたときに、バンコクがどのように
対応していたのかというのを、特徴的なところを紹介したいと思います。バンコク都は1991年に住
民委員会に関する都規約という都条例を設定致しました。スラムを含めた都市のコミュニティを登
録をして、各コミュニティに住民委員会を設置していくという取り組みが、91年から始められまし
た。2016年の新しいデータとしましては、現在、2057の都市コミュニティが登録をされており、各
コミュニティに住民委員会が設置されております。やはり一番多いのがスラムの中でも住環境問題
が深刻な密集コミュニティと類型されるものですが、その他に都市コミュニティ、そして、郊外に
位置するコミュニティ、また国によって建てられた公社住宅地区、あと民間のディベロッパーに
よって建てられた分譲住宅地区と続いています。2014年から高層住宅地区も都市のコミュニティと
して登録が開始されました。それぞれのコミュニティに住民委員会があり、コミュニティの中の活
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動を運営しています。コミュニティ内の組織や活動はとても多様で、全体の実態を把握するのが非
常に難しかしいという課題もありました。そこで、タイの政府が2008年にコミュニティ組織協議会
法という法律を国レベルで作りました。個々のコミュニティに限らず、街としての開発として、関
係者が議論できるようなプラットフォームを作ろうということで、協議会が設置されることになり
ました。この設置は全国で始まったのですが、政府側の意図とは裏腹に、バンコクでの設置が一番
早く進みました。バンコクはスラムも多いし、コミュニティもバラバラなので、他の地域に比べた
ら、なかなか協議会の設置進まないだろうというふうに言われてたんですが、バンコクでは非常に
登録が進みました。そこで自身の調査として、その協議会に参加したコミュニティ、1500件以上に
聞き取り調査をしまして、誰が実際にどのような活動しているのかを調べました。2010年から2011
年のときに調査した結果をこちらにまとめております。
、
スラムのような貧しいところ以外のコミュ
ニティでは、コミュニティ開発活動はそこまで進んでないだろうというふうに見られていたんです
が、実際には、特に郊外の方の、この黄色の部分ですけれども、郊外の方のコミュニティや、分譲
住宅、公社住宅のようなコミュニティにおいても、活動が非常に活発であるということが分かりま
した。またそれまで、貧困者はもちろん生活にかかっているので、活動してるだろうなというふう
に見られていたのですが、近年では中間層が住んでいるような、地区においても、そうした生活改
善活動がコミュニティ活動として行われているということが、この調査から分かったのです。どん
なことをやっているのかというのを示したのが、こちらにまとめている表です。一番多かったのが
特定の目的に限定されない、柔軟なコミュニティのマネジメントを行うことを目的とした活動でし
た。続いて老人会、そしてヘルスケアといったような、コミュニティの中の高齢者を対象とした活
動が主流となっています。また、反麻薬活動、そして住宅問題に関する活動といった、スラムが従
来もっていた課題に関する活動も継続的に取り組まれているということが分かりました。実際にそ
ういった活動の中身を見てみますと、日本では、近年失われつつあるような近隣関係の、協力し合
う、助け合う、相互扶助ですとか、そういったものを基盤として、こうした活動が展開されている
ということも分かりました。こちらの写真は、上下水道も整っておらず、ゴミが路地にどんどん溜
まっていくようなコミュニティの環境を受けてで、子どもたちが環境グループを作り、ごみを再利
用してファッションショーをしたりですとか、プラスチックバッグはやめてお弁当箱持ちましょう
よという発表をするような活動も行われています、中を見てみると、非常に活発に、住民の知恵を
使って、住環境改善の活動が進んでいるということが、この当時の調査で把握されました。
書籍では、具体事例としてひとつのコミュニティの事例を紹介しています。ヤナワー区というバ
ンコクの中心部にある50ある区のうちの１つに立地しております。現在ヤナワー区は第二次経済特
区に指定されている、再開発が急速に進んでいる地域になります。ここの中の１つのイェン・アー
カツソー・コミュニティというスラムは、ここ５年間ぐらい調査をしているコミュニティで、人口
約1700人、362世帯が居住している、密集コミュニティに登録されている地域です。ご覧のように、
奥の方がバンコクの中心部の方で、高層ビルが建ち並んでおり、そこに向かう産業幹線道路が通っ
ています。これは日本のJICAの1997年からの事業で建設されたものです。その道路沿いに立地し
ているコミュニティです。こちらはコミュニティの中の地配置図になりますが、見ての通り車は入
れません。バイクがかろうじて、この真ん中の左から内側に入る道路を通れるほどで、
だいたい約1.5
ｍの幅の道があります。そこから袋小路も含めて、小さなロジが家々によって作られているという
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状況です。このコミュニティの立地的特徴と致しましては、中心コミュニティセンターと保育園が
あるという点です。また、この先程の大きな高架の下に、オープンスペースがあり、遊具やスポー
ツができる施設が整っています。この地域は、先程申し上げましたが、ここに隣接しているクロン
トイ港とともに再開発構想が進んできました。ここ10年15年ぐらい、開発とともにスラムどうする
んだという議論が進められてきましたが、まだ先のビジョンとして深刻に受け止める住民は少ない
のが実態でした。しかし最近は、イェン・アーカツソー・コミュニティをはじめ、コミュニティの
建て直し計画や、立ち退き後の移住先としての高層住宅のデザインも企業から出されるようになっ
ており、いよいよ具体的に動いてきたなというような状況になっております。
そうした中、このコミュニティは、国の公的組織であります、コミュニティ組織開発機構の住宅
改善事業を受けて、2008年から事業を進めております。先程地図で示しましたように、それぞれの
住民が建てた家が、ひしめき合っているコミュニティですけれども、ここにオンサイトで建て直そ
うという動きが始まっております。ここの地主は、民間の地主ですけれども、ここを全て、この国
の事業を受けて建て直しをするのであれば、今後30年間土地をリースして、建て直してもいいけれ
ども、住民全員が合意しないと、それは認めないというふうに、条件を付けて出しておりまして、
今いかに住民全体で合意をとって、住宅を改善していくかっていうこと進めているところです。そ
このプロセスを書籍のほうにまとめておりますが、まずコミュニティとして取りかかったのは、今
自分たちのコミュニティの状況がどうなってるのかということを、住民自ら調べ地図に落とすとい
うことでした。どのような素材で家ができていて、その状態はどうなのかということから始めまし
た。次に行ったのが、段階的に建て直しをしていく際に、どういうふうにグループを組んで、建て
直しを進めて行くのかということでした。また情報をいかに全体に行き渡らせるかということで、
住民を中心として話し合いのなかで、じゃあ自分たちはここは親戚が多いから、１つのグループ。
ここは住んでいる家族の世帯の形態が似ているから１つのグループ、というふうに、自分たちで話
し合いをして17のゾーンに分かれました。その上で、空間把握をワークショップ形式で行いました。
政府からの、建築家や民間の方と協力をして、自分たちのコミュニティ空間がどうなっているのか
ということを紙等を使って並べていき、ここあなた隣に住んでたのね、ですとか、ロジが繋がって
ないから分からなかったような立地を把握するということをやりました。そしてもう一つ、それと
並行して行ったのが、ダンボールを用意して、みなさん自分がじゃあ建て直しをするとしたら、ど
ういう家に住みたいですか、その模型を作ってくださいというワークショップをしました。そこで
できたのが、この右側にある模型です。出来上がったものは、４DKのような、今住んでるの住宅
の４倍も５倍もあるような間取りの３階建て、２階建てというような、自分が理想の家でした。そ
こに専門家が入り、もしこれを作るなら、これだけお金がかかるよと。これだけのスペーも必要だ
よ、というように説明をして、家そのものの価値の認識と空間の把握をするということを、段階的
に経て計画を作っていきました。現在今この段階でして、住民たちの合意を得て、建て直しの模型
及び計画を作っているところです。まだこれは完成したものではありませんが、現在の計画図はこ
ちらです。さらに建物の計画を作るだけではなく、ここを維持していくために、日本人にとっては
当たり前かもしれないですけども、ごみを片付ける、騒音を立てない、コミュニティミーティング
に参加するといったような、ルールを自分たちで決めて、今それを共有しているところです。
こうした住宅の建て直し事業を見ていて、非常に重要だなというふうに考えているのが、全体で
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合意形成を作っていくにあたって、最初からいいプランを持ってきてしまうのではなく、きちんと
住民の中で、実態を把握し、自分たちの価値を再評価し、さらに共有していくという段階的なプロ
セスが非常に不可欠であるということです。また、去年から、国際地域学科の研修として学生と一
緒にコミュニティを訪問し、どういったプランにすれば、反対している住民の意見が変わってくれ
るかなというような実態把握と提案をするという活動を始めました。この過程においても、日本人
の学生が来て、こんなふうに住民の人がいつも集まっておしゃべりできたり、高齢者の人も友達が
いっぱいいるような空間はいいですね、ということを伝えると、住民の方は非常に喜んでくださっ
て、意識が少しずつ変わっているようです。この右下は、今年行った研修で学生が提案したライフ
スタイルを変えない建て直し計画のデザインになってます。
最後になります。バンコクの都市コミュニティがどうなってるのか、全体でどうなってるのか、
またどういったことが重要なのかというのを、事例を用いてご紹介させて頂きましたが、まとめと
しては、低所得者層のコミュニティを中心に、住環境改善を目的とした住民組織が、政府であった
り外部の支援を受けて、作られていったという経緯の中で、制度化や、活動の運営ですとか、資金
の管理などの経験を経て、組織として成長はしていくという大きな画がわかります。やはりできる
ところとできないところのコミュニティの差というのは、やはりあるなという実態ですが、それだ
けではなく、郊外地区や集合住宅など、これまで住環境活動はしていないだろうというように見ら
れていたところも、広まっているという実態が分かりました。その中で、実際にはどういうふうに
進めているかというと、人と人レベルの目的の共有であったり、長期的なビジョンの共有といった
ような、より小さな中心的な空間でのコミュニケーションが非常に重要ということです。これまで
スラムというと、貧困者対策というような限られたものであったのが、これからは枠を超えて、コ
ミュニティとして再評価していくことが重要と思われます。そしてより広く、街づくりの中で位置
づけて、エンパワーメントをしていくのが、今後のSDGsにつながる課題と思っており、今後も引
き続き調査、を進めていきたいと思っております。すみません。時間過ぎてしまいましたが、どう
もありがとうございました。
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― 新構想 ―

アジア・アフリカにおけるグローバル化時代の国際貢献を目指して
国際共生社会研究センター長

東洋大学国際共生社会研究センター（以下「セン

地域も加え、グローバ

究高度化推進事業であるオープン・リサーチ・センター

的発展を社会インフラ

ター」）は、平成13年度に文部科学省の私立大学学術研

整備事業のスキームで東洋大学大学院国際地域学研究科
に設置され、20年度まで8年間にわたって活動を行って

きました。21年度は同事業の実施期間終了に伴い一時活
動を休止していましたが、22年度からセンターの活動計

北脇

秀敏

ル化時代に即した内発
の充実を通して実現す
る普遍的手法の開発を
目指しています。

センターは常勤教員

画が文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支援事業とし

からなる研究員、国内

は、センターのこれまでの知見や経験を活かし拠点形成

れ、3つのテーマがあります。これらの組織を中心に、

て採択され26年度まで実施して参りました。27年度から

外からの客員研究員、研究助手、事務局員等から構成さ

を拡大させていく活動計画が再採択され、さらに5年間

センターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して

センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにお

予定です。また国内に向けた市民や実務者むけの公開講

の予定で新たに始動したところです。

ける地域に根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の
開発」のもと「研究拠点を形成する研究」の観点からア
ジア諸国を中心とする国内外の研究拠点の形成と連携と
に重点を置いた活動を行う予定です。さらに途上国協力
においてポストMDGsの新たな指標となる、持続可能な

開発目標（SDGs)の実施に向けた国際貢献のあり方に関

する研究と実践とを行うことを目標としています。研究
対象地域も従来から活動してきたアジア地域にアフリカ

行う国際シンポジウム／ワークショップを毎年開催する
座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和

英ニュースレターの発行、年次報告書の発行を行います。
さらにアジア・アフリカにおける内発的発展や国際貢献
の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発
展支援の実施、研究成果の社会への還元などを構想して
います。今後センター関係者一同、一丸となって使命の
実現のために努力して行きたいと思いますのでよろしく
お願い申し上げます。

国際シンポジウム

日時：2015年12月11日㈮
12：30 開場

「グローバル化時代の国際貢献」
■講演題目・講演者

会場：東洋大学 白山キャンパス 井上円了ホール
都営地下鉄三田線「白山」駅A3出口から徒歩５分、
東京メトロ南北線「本駒込」駅1番出口から徒歩５分

決定次第 HP に掲載いたします。
URL:http://www.toyo.ac.jp/site/orc/

プログラム
13：00〜 開演
17：00〜 レセプション
☆入場無料
※お申し込み：事務局宛にお名前、ご所属、お電話番号、ご出席（シンポジウム・レセプションの別）を添えてお申込みください。

E-mail : cesdes@toyo.jp

TEL/ＦＡＸ 0339457747（火・木・金の９：00〜17：00）

−1−

東洋大学国際共生社会研究センターの概要
別紙：本構想の概要

東洋大学国際共生社会研究センター（以下セン

アジア・アフリカにおける
地域に根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開発

ター）においては研究プロジェクト「アジア・アフリ

・地域に根ざした内発的発展に関する海外共同研究拠点（10ヶ所程度）
・研究成果を踏まえたODA案件の実施
・書籍やニュースレター等の刊行物や国際シンポジウム等による情報
発信とODA事業、NGOや企業活動における活用
・RA雇用学生の国内外での第一線での活躍

カにおける地域に根ざしたグローバル化時代の国際貢
献手法の開発」が文部科学省「平成27年度私立大学戦
略的研究基盤形成支援事業」に採択され平成27～31年
度の5年間研究を行うこととなりました。その概要は以
下のとおりです。

途上国における
社会形成の
人材育成研究

研究目標……………………………………………………

途上国における
社会・経済基盤
形成の研究

ビジネスによる
持続可能な
社会形成の研究

実践的研究

センターにおいては、途上国協力においてポスト
MDGsの新たな指標となる、持続可能な開発目標（SDGs)
現地大学

の実施に向けた国際貢献のあり方に関する研究と実践

（アフリカ）

とを行うことを目標としています。このため、研究対

東洋大学国際共生社会研究センター
・アジアに加え、アフリカも対象
・国際貢献活動の実施
・途上国政府との連携の強化
・国際ビジネスの推進
・東洋大学の活動との連携

現地大学
（アジア）

象地域も従来から活動してきたアジア地域にアフリカ

民間企業
（岩崎電気、
サラヤ等）

地域も加え、グローバル化時代に即した内発的発展を

（ABEｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ
等）

社会インフラの充実を通して実現する普遍的手法の開
発を目指しています。

東洋大学
留学生

客員研究員
（国内外）

援助機関
（JICA等）

NGO
（ﾌﾞﾘｯｼﾞｴｰｼｱ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ等）

東洋大学
在外事務所
（タイ、インド、
マレーシア等）

内発的発展
書籍「国際開発と内発的発展」
国際開発学会審査委員特別賞

研究内容……………………………………………………

共生社会

国際シンポジウムの開催

図１

研究内容は大別すると「社会・経済基盤形成の研

国際ワークショップの開催

ニュースレターの発行（和英）

研究の体系

究」（特にこのための国際貢献）「社会形成のための
人材育成研究」（特にアフリカを中心に幅広い分野）

学の専任教員からなる研究員ならびに研究員と協力し

「ビジネスによる持続可能な社会生成の研究」（特に

て研究を行う外部の客員研究員、本学大学院博士後期

持続可能なビジネス）の3つのテーマから成り立ってい

課程院生によるリサーチ・アシスタントからなる研究

ます。個別の研究においては相互に関連するとともに

組織を構成しています。研究員とその各々の研究テー

早期の解決が迫られている具体的な課題を取り上げ関

マについては本ニュースレター6ページに表で示してい

係機関などとの連携により実践的な成果をあげること

ますのでご覧ください。さらに海外における研究拠点

としています。研究テーマ毎の内容については本

として本学の海外事務所を活用するとともに新たにア

ニュースレターの中で紹介しています。これまでの経

フリカに海外拠点を形成することとしています。また、

緯と研究内容を整理したものを本ページ右上の図１に

センターの活動の評価、助言のための外部専門家から

示しています。

なる評価委員会を設置するとともに、研究活動の支援

研究組織……………………………………………………

や研究成果の社会への還元などを実施するためのセン

センターにおいては、研究の実施のためにセンター

ター事務局を設置しています。次ページ左上の図２に

長兼プロジェクトリーダー（北脇副学長）のもとに本

センターの組織の概要を示しています。
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評価委員会

研究成果の社会への還元…………………………………

センター長

センターにおいては上に述べたようにその研究目的
から見て研究成果の社会への還元が重要です。このた
め、研究の実施において実際に成果を活用していただ

事務局

ける国内外の関係機関、大学、民間などと密接な連携
【国際貢献】

【持続可能なビジネス】

【アフリカ】

テーマコーディネーター
研究員

テーマコーディネーター
研究員

テーマコーディネーター
研究員

客員研究員

客員研究員

をはかり、その中で直接成果の社会への還元をはかる

海外拠点

とともに、さらに成果を広く社会に還元するためホー
ムページの作成や本紙をはじめとするニュースレター

客員研究員

の刊行（いずれも和英両方）、国際シンポジウムの開
図２

研究組織

催などの行事、刊行物の発刊などを行います。

国際貢献
東洋大学国際共生社会研究センター（以下「セン

テーマコーディネーター

松丸

亮

援手法をとれば発展メカニズムを促進できるのか？」、

ター」）は、平成13年度に設置されて以来、「アジア

「開発促進に必要な人材をどのような枠組みで育成し

開発途上地域における内発的発展支援手法の開発」と

ていくのか？」などについて、現場での活動を基本に

いう研究テーマのもと、国際社会、特に開発途上国に

研究をしていきます。また、同時に、具体的な国際貢

おける課題解決を目指した研究を続けてきました。

献プロジェクトも行っていきたいと考えています。

平成27年からは、「アジア・アフリカにおける地域
に根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開発」
をテーマに研究を行なっており、「国際貢献」がサブ
テーマの一つとなっています。
「国際貢献」サブテーマでは、センター設立以来積
み上げてきた研究成果をベースに、「その成果を広く
展開し、いかに国際貢献に結びつけるか」ということ
について研究をしていきます。
具体的には、これまでの研究で明らかになった、環
境配慮型の発展メカニズムや、内発的発展のための手
法などをベースにさらに研究を進め、「どのような支

台風ヨランダで家を失った人が暮らす仮設住宅での聞き取り調査風景

持続可能なビジネス

テーマコーディネーター

島川

崇

開発途上国が貧困や格差等の社会的な問題を解決し、 できるビジネスを創発することが求められています。
内発的かつ持続可能な発展を遂げるためには援助漬け

しかし、現状では先進国へ利益が還流してしまうス

の状態を作り出すのではなく、地域にその利益を還元

キームを導入し、貧困から脱却できない事例が多く報
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告されています。ここで、学の立場として産学連携で
ビジネス創発の研究をするにあたり、ただ産業側の意
向に沿う形での研究を推進するのではなく、真に開発
途上国にその利益を還元することが求められています。
そのビジネスを一過性のものにするのではなく、持続
可能に発展できるためには、産業側、先進国側に倫理
と社会的責任を問い続けなければなりません。そこで、
ビジネスセクターでは、所属全研究員がそれぞれの研
究フィールドの中で、特に観光開発の現状においての
倫理と社会的責任を統一テーマとして研究を推進して
いきます。

モーリシャス

イル・オ・セルフの海岸

普通、旧植民地が欧州人のリゾート地として観光開発される場
合、最高の美しさを誇るビーチは最も力のあるディベロッパーに
よって最高級のホテルが誘致され、そのホテルのプライベートビー
チになるのが常であるが、モーリシャスにおける最高のビーチであ
るイル・オ・セルフには敢えて最高級ホテルは建設されず、地元の
人々と観光客双方に開放されている。

アフリカ

テーマコーディネーター

志摩

憲寿

アフリカのいまをどのように読めばよいでしょうか？
近年の比 較 的 好 調な経 済成長や活発な民間 投 資の動
向から明るい未来を描く人もいます。例えば、英・エコノ
ミスト誌は、ヨハネスブルグやケープタウン、カイロ、ナイ
ロビ等は世界で 最も成長する4 0 都市に含まれると報じ
ています。しかしながら、格 差の拡大は深刻です。国連
ハビタットによると、世界で最も不平等な5都市にヨハネ
スブルグ、アジスアベバ、ナイロビといったアフリカ都市
があげられています。都市だけを見てもこの状況です。
それでは、アフリカの将来をどう考えればよいでしょ
うか？ 答えは2点に集 約されると思います。まず、個別
分 野ではなく分 野横 断的なアプローチが 求められるこ
と、そして、机 上の 理 論 ではなく現 場 の 知 恵 から解を
見出すことでしょう。それはいまや自明のことかもしれ
ませんが、言うは易し行うは難しでもあります。まずは、
開 発・貧 困・国 際 関 係・水・衛生・高等 教 育・まちづく
りを入り口として、一歩でも進みたいと思います。

例えば、スラムの問題。単なるインフラ整備では何も解決できず、むし
ろ、傷口を広げることもある。ナイロビ・キベラ地区（写真）もその一例。

【海外研究報告】

2015年 ネパール地震3か月後の被災者の生活状況調査
松丸

亮・眞子

岳

ネパール連邦民主共和国（ネパール）は、ヒマラヤ山

い。ネパールは、世界でも地震が多い国の一つで、過去

脈中央部の南半を占め、面積は約14万k m 2、人口は約

には、1934年の地震（M8.4）で、１万人以上の死者が

2,663万人で、首都のカトマンズには歴史的建造物も多

でたとされている。
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たが、病原性大腸菌は確認されなかった。

2015年４月25日、11時56分（現地時間）、ネパール
中央部のゴルカ地方を震源とするMw7.8の地震が発生し

◆飲料水の貯水のためにテント内で蓋付きのバケツを
用いているが、大腸菌群汚染が確認された。

た。ゴルカはカトマンズから約77km離れているが、カ
トマンズでも歴史的建造物を中心に大きな被害が出た。

◆水道施設が被災し、仮復旧による水供給が確認でき

また、その後の断続的な余震（M4からM6クラス）と

た。早期の本格的な復旧が求められるが、安定的な

それによる被害を含め、死者約8,790人、負傷者約

水供給の確保のため、乾期の水不足解消に向けた取

22,300人、60万棟以上の家屋が全壊したとされている。

り組みを同時に行うことが望まれる。
今後は、調査結果をさらに詳細に分析するとともに、

研究員が現地調査を行った2015年８月初旬時点でも、
多くの人々がキャンプや仮設の住宅で生活を続けてい

必要に応じて追加の調査を行い、被災後の適切な水供

た。被災直後の生活は、生活再建に向けた第一歩とし

給手法や衛生環境確保にかかる提案を行っていく。

て重要な時期であるが、キャンプや仮設住宅での生活
では生活環境が悪化する場合が多く、その環境を良好
に保つことが課題となっている。被災後３か月の段階
における被災者の生活や衛生環境を水使用という点に
着目して調査を行い、調査を通じて明らかになった水
供給や水質などの課題について、今後論文執筆を行う。
現地調査は、2015年８月４日から９日にかけて、カ
トマンズ周辺およびシンドゥパルチョーク郡において
実施し、被災の状況の確認、被災者に対する聞き取り
（被災からの経緯、水使用形態等）、飲用水および家

チョウタラの被災状況調査

屋貯水機内の水質（大腸菌群及び大腸菌）の実測を
行った。結果の概要は以下の通りである。
◆在来の工法で建築された建物に被害が顕著である。
しかし、構造が同様なものであっても被害の大きさ
が異なる。都市部と農村部では被害の様相が異なり、
壊滅的被害を受けている農村も有る。
◆被災者のキャンプ地では、複数の世帯が同一のテン
トに居住する場合は、同等のカーストでまとまって
いる。カーストによる差別等が確認されたため、
カーストを考慮した適切な支援が必要である。

カトマンズにおける避難キャンプ地

◆水使用形態についてみると、調査期間が雨期であっ
たことから、山岳部の被災地では水資源が豊富であ
るため、水供給に問題は見られなかった。一方、都
市部のキャンプ地では、雨期においても時間制給水
を実施しており、乾期には慢性的な水不足になって
いることが明らかになった。
◆キャンプ地における水供給は、NGOや国際機関によ
るものと政府による公共水道からの二通りが確認で
きた。どちらの水からも多くの大腸菌群が確認され
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ゴンガブ地域における被災現場の調査

研究テーマ・メンバー紹介

上段左から
中段左から
下段左から

坂元､ バレスカス、松丸、藤稿、徳江、松行、久留島、ラーマン、劉、片山
花田、藪長、荒巻、岡本、杉田、金、眞子
堀、岡村、島川、北脇、金子、志摩、大野（敬称略）

2015年4月現在

センター長
北脇 秀敏
国際貢献（テーマコーディネーター：松丸 亮）
低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究
荒巻 俊也
アジア途上地域における交通インフラに関する研究
岡村 敏之
途上国農村の地域社会と組織化に関する研究
岡本 郁子
途上国の環境衛生と国際貢献に必要な適正技術に関する研究
北脇 秀敏
開発途上国において防災およびよりよい復興を推進するための施策および支援方法に関する研究
松丸 亮
開発途上国における適正技術を用いた水・衛生に関する研究
眞子 岳
途上国におけるジェンダーとコミュニティー開発に関する研究
マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス
社会福祉の開発・発展に関する研究
藪長 千乃
持続可能なビジネス（テーマコーディネーター：島川 崇）
ニューツーリズムの開発手法に関する研究
金 承珠
観光の社会的責任
島川 崇
環境保全型ツーリズムの開発手法に関する研究
藤稿 亜矢子
途上国のホスピタリティ産業に関する研究
徳江 順一郎
交通インフラ経営の効率化に関する研究
堀 雅通
アフリカ（テーマコーディネーター：志摩 憲寿）
アジア・アフリカにおける内発的発展に関する研究
坂元 浩一
アジア・アフリカ地域におけるまちづくりの展開に関する研究
志摩 憲寿
アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究
杉田 映理
途上国と先進国間における高等教育連携に関する研究
花田 真吾

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分
Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩15分

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金の9：00～17：00）
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≪国際シンポジウム開催報告≫

グローバル時代の国際貢献
テーマコーディネーター

松丸

亮

ジウムには、本学の学生も含め、延べ820名以上の参加
をいただきました。

なお、各講演者の講演概要は以下の通りです。

「センターの新しい活動について」

北脇秀敏（東洋大学副学長、国際共生社会研究センター
センター長）

北脇副学長からは、国際共生社会研究センターのこ

れまでの活動の振り返りと、今年度より採択された事
業「アジア・アフリカにおける地域に根ざしたグロー
バル化時代の国際貢献手法の開発」について、そのコ
ンセプト、研究内容、研究員、年次活動計画などの説
明がありました。

「持続的開発目標（SDG）とこれからの日本の国際貢献」

国際シンポジウム会場の様子

東洋大学国際共生社会研究センターは、国際シンポ

加藤

宏（独立行政法人国際協力機構

理事）

JICA の加藤理事からは、2015 年 9 月に国連で採択さ

ジウム「グローバル時代の国際貢献」（共催：東洋大

れた持続的開発目標（SDG）と SDG 時代の日本の国際

研究科、後援：独立行政法人国際協力機構（JICA））

本の将来」、「大学の役割」という 4 つの論点からご講

学学術研究推進センター、東洋大学大学院国際地域学
を2015年12月11日、東洋大学井上円了ホールにて開催
しました。

協力について、
「SDG という枠組み」
、
「国際的な潮流」
､「日

演をいただきました。

講演は、SDGや日本の国際協力という話にとどまら

本年の国際シンポジウムは、今年度より新たに採択

ず、SDGの交渉過程における国際場裏での話や様々な

業「アジア・アフリカにおける地域に根ざしたグロー

した。シンポジウムには多くの学生が参加していまし

された、文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支援事
バル化時代の国際貢献手法の開発」のキックオフシン
ポジウムとして位置づけられたもので、新たな研究活

具体的な動きなどにおよぶ大変興味深い内容のもので
たが、このような情報に触れる機会の少ない学生に
とって、貴重な講演となったと思います。

動のテーマおよびキーワードである､「国際貢献」､ 「アフリカにおける NGO の活躍、
人道支援という視点から」
「持続可能なビジネス」､「アフリカ」に関連する3名

柴田裕子（特定非営利活動法人ジャパン・プラット

貢献」とはどのようなものかについて、それぞれの専

柴田氏の講演は、国際貢献のアクターとしてますま

の専門家を学外からお招きし､「グローバル時代の国際

門分野からご講演をいただくとともに、参加者との議
論を行うことを目的として開催したものです。シンポ

フォーム

海外事業部長）

す重要性を増しているNGOについて、特にジャパン・

プラットフォームが専門としている人道支援の視点と
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アフリカという切り口からのものでした。ジャパン・

セファ氏がエチオピアの観光地での具体例を通して答

プラットフォームが行っている支援とその特徴、人道

えるという形で進められました。具体的な事例を示し

支援の特徴とその中でのNGOの役割といったことに加

ながらの議論は、アフリカにおける持続的なビジネス

えて、アフリカ・スーダンの支援現場について、支援

としての観光をどう進めていくかという更なる議論の

に実際に携わっている方ならではの臨場感あふれる講

きっかけになったと考えています。

演をいただきました。

前述のように、今回の国際シンポジウムは、「アジ

「持続可能な観光開発～エチオピアの事例から～」
アセファ
研究所
島川

テメスガン

ア・アフリカにおける地域に根ざしたグローバル化時

カサフン（株式会社JTB総合

ジェクトのキックオフという位置づけでしたが、3つの

研究員）
崇（東洋大学国際共生社会研究センター

員、国際地域学部

代の国際貢献手法の開発」という新たなセンタープロ

研究

講演はその目的を果たすに十分な幅広いものであった
と考えています。このシンポジウムをきっかけに、研

准教授）

この講演は、島川准教授がこれからの持続可能な観
光開発に向け、観光地化することのメリット、デメ

究活動、フィールドでの実際の国際貢献活動、ビジネ
スが活発化していくことを期待するところです。

リット、観光による地域の持続的発展のチェックポイ
ントなどの問題提起を行い、その問題提起に対してア

最後に、共催やご後援を頂いた各機関、講演者の皆
様、参加頂いた皆様に改めて感謝を申し上げます。

≪国際ワークショップ開催報告≫

Sustainable Development and International Contribution
for African Countries
テーマコーディネーター

2016年１月８日、東洋大学白山キャンパス・スカイホール

志摩

憲寿

も紹介されました。

にて、国際ワークショップ “Sustainable Development

基調講演に続く質疑応答では、経済、水・衛生、高

a n d I nte r n at i o n a l C o nt r i b ut i o n fo r A f r i c a n

等教育、住宅などアフリカの持続可能な開発に関する

Countries” を開催いたしました。

幅広い分野にわたる議論が交わされ、センターにおけ

本ワークショップは、センターにおけるアフリカ研
究の論点を探ることをねらいとするもので、アフリカ

るアフリカ研究のみならず、参加した学生・研究者ら
にとっても大変有益な知見が得られました。

開発銀行アジア代表事務所より、横山正氏（所長）、

センターでのアフリカ研究は、本ワークショップの

遠藤衛氏（次席、広報・パートナーシップ）、崔有那

成果や研究員の個別研究を有機的に連携し、現地大学

氏（渉外・広報官）をお招きし、センター研究員や学

とも共同しつつ、本格始動いたします。

内留学生・日本人学生、学外者を含む35名を超える参
加者を得ました。
ワークショップは、北脇センター長による開会挨拶に続
き、遠藤氏による基調講演 “Sustainable Development
for African Countries: From the perspective of the
AfDB” を頂きました（写真1）。
遠藤氏は、まず、世界的に取り組むべき開発目標
「持続可能な開発目標」を概観した上で、様々な切り
口からアフリカ経済の動向を整理しつつ、アフリカに
おける持続可能な開発における論点を提示し、アフリ
カ開発銀行の「Ten Year Strategy（2013-2022）」と
持続可能な開発との接点を解説して下さいました。さ
らに、アフリカ開発銀行の組織概要や近年の取り組み
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写真1

遠藤氏による基調講演

≪国際ワークショップ開催報告≫

Responsible Tourism for Sustainable Development
テーマコーディネーター

島川

崇

国際共生社会研究センターと観光人材育成プログラム
の双方から15名の参加がありました。
基調講演の中でハーモニー課長は、UNWTOの紹介
および世界の観光の動向を概観したのち、世界で観光
の果たしている役割が増加していることを主張されま
した。その一方で深刻な環境破壊など観光には負の側
面もあり、その負のインパクトをできるだけ低減する
よう、持続可能な観光への取り組みが求められている
ということを述べられました。
UNWTOとしては持続可能な観光を実現するために
17の目標を設定し、それを実現するために、世界観光

ハーモニー氏による基調講演

倫理憲章を制定しました。観光が社会的に責任を果た

2016年1月30日、125記念ホールにて持続可能なビジ

していくためには、この持続可能性を実現することに

ネスチームの国際ワークショップが開催されました。

加え、障がいの有無に限らずだれでも観光ができるこ

今回は国連世界観光機関（UNWTO）アジア太平洋セ

と（Accessible Tourism）も重要であるとの見解を述

ンターのハーモニー・ラム課長をお迎えして、

べられました。その基調講演を受けて時間いっぱいま

「Responsible Tourism」と題して基調講演をいただい

で活発な質疑応答が展開されました。

たのち、参加者全員でディスカッションを行いました。

国際観光学科は1年後に学部化をすると同時に

本学では、国際観光学科が経済産業省の「サービス

UNWTOの賛助会員となることを目指して現在鋭意準備

経営人材育成支援事業」の採択を受けて「産学連携観

をしています。センターとしても今後UNWTOとのさら

光人材育成プログラム」が実施されていますが、今回

なる国際連携を構築していければと考えております。

のワークショップはそのプログラムとの共催で行われ、

【海外研究報告】

テロ相次ぐもクリスマスを祝うラゴス
研究員

筆者は、2015年12月25日から29日までナイジェリア

坂元

浩一

サンタや雪だるまの人形が沢山ある。

の経済首都ラゴスに滞在した。砂漠に近い北部にはイ

英国から里帰りした男性の話では、アブジャに近い

スラム国（IS）への忠誠を誓うボコ＝ハラムがいて、

中部地域では、キリスト教徒とイスラム教徒の婚姻が

女子生徒200人を誘拐したことで有名である。

進み、お互いの祝祭を両教徒が祝うのである。家族の

日本ではそのような報道だけが取り上げられて、イ

中に両方の信者が沢山いるというのである。彼の故郷

スラムに対する嫌悪感が生じているようである。しか

は、外務省の海外安全情報では渡航中止勧告が出てい

し、現地を訪問してわかったことは、南部のラゴスで

る。

は町を上げてクリスマスを祝っているのである。車で

内発的発展を考える場合、このような社会状況をさ

走ると、道路の真ん中や建物の入り口や上に、白人の

らに詳しく調べていく必要がある。ナイジェリアは
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１億７千万人の大国、やっと政治が安定してきたので、

ナイジェリアではアフリカ全体の英語文献を、また

日本の輸送器メーカーが再度生産を開始した。また、

前後に降機したパリでは、フランス語圏アフリカの文

食品会社も進出を決めた。大都会ラゴスとその未来都

献を収集した。帰国後に、2016年の展望に関する小論

市、輸出加工区を視察した。

を書くことができた。

【海外研究報告】

COP21 パリ参加報告

COP3 京都からの道程と方向—

—

客員研究員

久留島

守広

１．COP21パリ合意までの動向
世界のCO₂排出量は急激に増加しており、産業革命
前のC O₂大気中濃度280p p b(0.028%)は、現在既に
400ppbと約1.5倍となっている。これらは、中国・イ
ンドをはじめ急速に発展するアジアなどの発展途上国
の増加が顕著である事等によるもので、今後の地球温
暖化対策の鍵でもある。
一方、わが国においては、東日本大震災による原子
力発電所の停止などにより、既に批准していた京都議
定書の遵守はなされたものの、発電部門における化石
燃料の比率は約90％と、今後の対応において困難な局

写真１．COP21パリ会合・会場入口
（出典：12月3日筆者撮影）

面にまさに立っている。
現状の上記国際スキームは、1997年京都で開催され
た第3回気候変動枠組条約締約国会議COP3で採択され

に示すことを合意した。

た。これは、先進国全体のCO₂など温室効果ガス排出

同会議初日には150を超える国の首脳が参集するとい

削減義務を、2008年～2012年の期間中に、1990年に

う前例なき政治的モメンタムの高まりの中で開始、同

比べて少なくとも5%削減するものである。

会合ファビウス議長：仏外務大臣は、各国と緊密な対

その後、2009年コペンハーゲン開催COP15では、産

話を進め常に透明性と公平な参加機会を確保して慎重

業革命以降の気温上昇2℃以内に抑える合意がなされ、

に進行を行うなど、卓越したリーダーシップの下で各

2011年南アフリカ・ダーバン開催のCOP17では、全て

国の信頼感を確保し、今般の合意に至ったものである。

の温暖化ガス主要排出国に削減努力を、さらに2013年
ワルシャワ開催COP19で、各国削減目標は自主的に定

３．パリ協定の意義と今後の展望
同協定の重要な点は、地球の平均気温上昇を2℃未満

める新たな枠組みを、2015年までに交渉を終え2020年

との目標のみならず、1.5℃未満に向けて努力する旨を

に発効するものとされた。

決め、各国の目標や行動を5年ごとに提出・見直しを行
う仕組みとして構築したこと、そして、排出削減のみ

２．COP21パリ会合について
第21回国連気候変動締約国会議COP21は、2015年

ならず、適応、損失と被害、技術移転、能力構築、資

11月30日から12月12日（１日延長）で開催、2020年

金供与などについて、先進国の責任や役割はもとより、

以降の新たな枠組みとし、京都議定書以来となる「パ

途上国の役割についても適切に盛り込んだ包括的な協

リ協定（Paris Agreement）」を採択、法的拘束力を持

定となっている。しかしながら、目標達成自体に拘束

つものとし途上国も含め全ての国が削減目標を自主的

力はかからないため、各国の主体的な行動とその強化
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に委ねられることになる。ただし、各国は政策措置を

は明確である。今後は、このための技術革新が何より

実施すること及びその進捗を5年毎に評価する仕組みは

望まれており、本分野を主導するわが国の責務は益々

義務付けられ、今後の低炭素社会構築へ向けた方向性

大きくなると思われる。

九州オルレにおける地域活性化の取り組みに関する調査報告
—八女コースを事例に—
研究員

金

承珠

平成27（2015）年11月29日、九州オルレ八女コース

実施したアンケート調査を分析し、「持続可能な観

一周年イベントに参加し、イベント参加者を対象に八

光」の観点から八女コースを活かした地域活性化の可

女コースの満足度や再訪問意図等に関するアンケート

能性や改善点を提示すると共に八女コース開発や運

調査を行うと共に、八女コースの運営・管理している

営における地場産業など地域住民の参加を「内発的発

八女市観光推進課の担当者と聞き取り調査を行った。

展」の視点から調査を進めていきたい。

オルレとは韓国の済州島の方言であり、「家に帰る細
い道」を意味する言葉で、済州島では2007年から済州
オルレという済州島の海岸沿いの自然や文化に触れな
がら歩くトレッキングコースのことで現在26コースの
済州オルレコースがある。各コースは平均15kmであ
り、コース周辺にあるお店を利用し食事や休みをとる
ことで観光客の消費が地域の還元につながる仕組みづ
くりを考慮したものである。平成26（2014）年まで8
年間の済州オルレ訪問者は約564万人で済州オルレの年
間景観価値は350億ウォンだと推定されていて、済州島
を代表する観光資源となっている。九州では東日本大
震災の影響などにより、激減した韓国人旅行者数を回
復させるための新しい取り組みとして平成23（2011）
年8月に一般社会法人九州観光推進機構が済州オルレと
業務協定を結び「九州オルレ」を立ち上げた。
今回の現地調査では八女コースの訪問者が観光名所
や地場産業に触れることができるようにルートが設定
されていたことやイベント参加者を対象に地域特産品
をお土産として配るなど地元PR活動も行われていたこ
とが分かった。今回のイベントの参加者は募集定員を
上回るほどの盛り上がりを見せたと担当者は言う。
しかし、コースを歩く途中に立ち寄った地域のお店
で買い物をする参加者は少なく、コース終点ではすぐ
帰る参加者が多いように感じられた。今回、八女市の
オルレコースの参加者を対象に参加満足度、再訪問意
図、八女コースにおける消費活動等を主な内容として
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八女コースイベントの様子

著者撮影

【海外研究報告】

カンボジア国における水と衛生に関する研究
—都市スラムと村落部における水利用状況と手洗い状況について—
RA

貫

久望子

2015年12月９日から約10日間に亘り、カンボジア国
の首都プノンペン市を拠点に水利用状況と手洗い状況
に関する現地調査を実施した。調査対象地域はプノンペ
ン市ブーディン地区（以下、都市スラム）およびカンダール
州ルー村（以下、村落部）であり、各地域で無作為に聞き
取り対象世帯を選定した。カンボジアにおける手洗い状
況は水利用状況、水供給設備、経済状況により左右され
ると予想し、調査内容は「手洗い洗浄剤の種類」､「手洗
い行動」､「手洗いに用いる水供給設備」､「洗浄 剤への
評 価」､「家計支出額」に関するアンケートを用いた聞き
取り調査、GP Sとレーザー距離計による手洗い場、トイレ、

カンダール州ルー村における現地調査の様子

調理場等の位置測定、キッコーマン（株）製のルミテスタ
ー機器（手指上ATP測定器）およびルシパックペン（手指

イレ直後に手洗いが実施可能であることが外部観察に

上ATP測定材）による手指汚染度測定であった。

よりわかった。なお、手洗いや家計等の各因子との相

その結果、村落部の多くの世帯では洗浄剤（液体石
鹸、固形石鹸、食器用洗剤）の保有がみられたが、手

互関係、洗浄剤の評価、手指汚染度測定結果について
は分析中である。
一方、都市スラムでは、以前よりも住民の政府機関

洗いには洗濯用洗剤や食器用洗剤を利用する世帯が多

かった。また、手洗いに用いる水供給設備については、 に対する不信感が募っており、都市スラムにおける聞
井戸水、河川水、雨水、簡易水道水を混合貯水した水

き取り調査が十分に実施出来なかったため、今回の調

がめを利用する世帯が多く、僅かに手動ポンプ付井戸

査では村落部を中心に行った。村落部では住民の方々

と敷地に設置された簡易水道を利用する世帯がみられ

が快く調査に協力してくださり、多くの情報とデータ

た。また、トイレに合設の貯水槽がある世帯では、ト

を取得することができた。

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分
Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩15分

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金の9：00～17：00）
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平成27年度の活動を振り返って
国際共生社会研究センター長

北脇

秀敏

国際共生社会研究センターは、平成26年度まではア
ジア地域を中心として活動してまいりましたが、平成
27年度から新たにアフリカも活動重点地域に含め「ア
ジア・アフリカにおける地域に根ざしたグローバル化
時代の国際貢献手法の開発」をプロジェクト課題とし
て研究を開始しました。研究体制としては、研究員が
３つのテーマ「国際貢献」「持続可能なビジネス」
「インクルーシブアフリカ」のどれかに所属し、テー
マごとに求心力を持った研究を行っています。各テー
マの研究成果の詳細は年次報告書に、また概要は本
ニュースレターに記載しております。

ジョモケニヤッタ農工大学幹部への表敬訪問

平成27年度の主催行事の主なものは、12月11日に開
催した国際シンポジウム「グローバル化時代の国際貢

Development and International Contribution for

献」や１月８日開催の国際ワークショップ“Sustainable

African Countries”、同じく１月29日開催の国際ワー

国際シンポジウム/ International Symposium

アフリカにおける開発と環境 ―技術と社会の連携を目指した人材育成―
Development and Environment in Africa

―Human Resource Development on Technology and Society―
SDGsにおける解決課題が多いアフリカの開発と環境に関し、技術と社会をどう連携させて人材育成を
行うかについて議論します。

日時：2016年11月11日㈮ 13:00開演予定（12:30開場）
会場：東洋大学 白山キャンパス 井上円了ホール ☆入場無料 ☆日英同時通訳付
〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20
都営地下鉄三田線「白山」駅A3出口から徒歩５分、東京メトロ南北線「本駒込」駅１番出口から徒歩５分

■講演者
・Prof. Romanus Odhiambo (Ph.D.)
ジョモ・ケニヤッタ農工大学（JKUAT）副学長
・Prof. Patrick G. Home (Ph.D.)
ジョモ・ケニヤッタ農工大学（JKUAT）准教授
・独立行政法人国際協力機構（JICA）登壇者調整中
・坂元 浩一 東洋大学国際地域学部長 ＊講演者及び演題は決定次第 HP に掲載いたします。
※お申込み：事務局宛てにお名前、ご所属、お電話番号を添えてお申込みください。

E-mail : cesdes@toyo.jp TEL /FAX 03−3945−7747（火・木・金 ９：00～17：00）
URL:http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
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クショップ“Responsible Tourism for Sustainable

論し、技術協力としてケニアにおける環境分野の援助

Development”などがあります。これらの行事には、セ

プロジェクトの調査や、青年海外協力隊員の技術支援

ンターが所属する国際地域学研究科に学ぶアフリカ人

等のためナクル湖周辺の調査等も行いました。

学生も多数参加し、アフリカの持続可能な開発につい
て活発な議論を行いました。

平成28年度には、引き続きセンターからケニアに調
査団を派遣し、ナイロビにセンターの研究拠点を形成

またセンターでは、アフリカにおける研究拠点の形

したいと考えています。また国際シンポジウムとして、

成や平成28年度に開催予定の国際シンポジウムの準備

下記の案内の通り、ジョモケニヤッタ農工大学の研究

のため、２月20～28日の間ケニアに調査団を派遣し、

者を招聘してアフリカにおける開発と環境に関する国

国際協力機構が支援しているジョモケニヤッタ農工大

際シンポジウムを構想しています。今後もセンターの

学を訪問し、大学幹部や日本の技術協力プロジェクト

活動にご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願

チームとも意見交換しました。また研究協力のため日

い申し上げます。

本学術振興会やナイロビ大学で今後の連携可能性を議

テーマ：国際貢献

平成27年度活動報告
テーマコーディネーター

松丸

亮

東洋大学国際共生社会研究センター（以下「セン
ター」）は、平成27年度からの５年間の研究テーマを
「アジア・アフリカにおける地域に根ざしたグローバ
ル化時代の国際貢献手法の開発」と定め、新たな研究
活動を始めたところである。「国際貢献」テーマは、
センターが掲げる３研究分野である、「途上国におけ
る社会・経済基盤形成の研究」、「途上国における社
会形成の人材育成研究」、「ビジネスによる持続可能
な社会形成の研究」を実施しつつ、平成13年にセン
ター設立されて以来、蓄積した研究成果をベースに、
「研究成果を広く展開し、いかに国際貢献に結びつけ
るか」ということについて、現場での活動を基本に、

ネパール調査風景

具体的な国際貢献プロジェクトも行っていきながら研
究をして行く計画となっている。
このテーマグループには、専門分野の異なる８人の

究成果を学会等での発表（国内外国人労働者に関する

研究員（荒巻、岡村、岡本、北脇、バレスカス、松丸、 会議：バレスカス研究員、高松研究協力者）などを
眞子、藪長）が属しており、それぞれの専門分野での

行った。

研究を深化させると同時に、分野横断的な研究を行っ
ていく予定である。

「国際貢献」の意味するところは幅広いが、前述の
ように、幸いにもセンターに所属する研究員の研究分

昨年度（平成27年度）は、新たな５年間の研究期間

野も幅広いことから、平成28年度以降は、より合同

の初年度であるため、各研究員は、これまでの研究成

で研究活動を行う機会を増やし、学際的な視点に立っ

果をもとに、今後の研究計画を立案するとともに、現

た研究を進め、これまでにはなかった新たな国際貢献

地調査（ネパール地震災害調査：眞子研究員・松丸研

の枠組みを提示できるようより一層の努力をしていき

究員、北欧アフリカ援助に関する調査：藪長研究員）、 たい。
国際会議への参加（COP21：久留島客員研究員）、研
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テーマ：持続可能なビジネス

平成27年度活動報告
テーマコーディネーター

島川

崇

開発途上国が貧困や格差等の社会的な問題を解決し、 ショップは、国際観光学科が経済産業省の「サービス
内発的かつ持続可能な発展を遂げるためには援助漬け

経営人材育成支援事業」の採択を受けて「産学連携観

の状態を作り出すのではなく、地域にその利益を還元

光人材育成プログラム」が実施されているが、そのプ

できるビジネスを創発することが求められている。し

ログラムとの共催で行われ、センターと観光人材育成

かし、現状では先進国へ利益が還流してしまうスキー

プログラムの双方から15名の参加があった。

ムを導入し、貧困から脱却できない事例が多く報告さ

基調講演の中で、ハーモニー氏は、UNWTOの紹介

れている。ここで、学の立場として産学連携でビジネ

および世界の観光の動向を概観したのち、世界で観光

ス創発の研究をするにあたり、ただ産業側の意向に沿

の果たしている役割が増加していることを主張された。

う形での研究を推進するのではなく、真に開発途上国

その一方で深刻な環境破壊など観光には負の側面もあ

にその利益を還元することが求められている。そのビ

り、その負のインパクトをできるだけ低減するよう、

ジネスを一過性のものにするのではなく、持続可能に

持続可能な観光が求められているということを述べら

発展できるためには、産業側、先進国側に倫理と社会

れた。UNWTOとしては持続可能な観光を実現するた

的責任を問い続けなければならない。そこで、ビジネ

めに17の目標を設定し、それを実現するために、世界

スセクターでは、所属全研究員がそれぞれの研究

観光倫理憲章を制定した。観光が社会的に責任を果た

フィールドの中で、特に観光開発の現状においての倫

していくためには、この持続可能性を実現することに

理と社会的責任を統一テーマとして研究を推進して行

加え、障がいの有無に限らずだれでも観光ができるこ

く所存である。

と（Accessible Tourism）も重要であるとの見解を述

その新たなる活動の鏑矢として、平成28年１月30日

べた。その基調講演を受けて時間いっぱいまで活発な

に東洋大学125記念ホールにて持続可能なビジネスチー

質疑応答が展開された。国際観光学科は１年後に学部

ム主催で国際ワークショップが開催された。今回は

化をすると同時にUNWTOの賛助会員となることを目

U N W T O（国連世界観光機関）アジア太平洋地域オ

指して現在鋭意準備をしている。センターとしても今

フィスのハーモニー・ラム氏を迎えて、「Responsible

後UNWTOとのさらなる国際連携を構築していく所存

Tourism」と題して基調講演をいただいたのち、参加者

である。

全員でディスカッションを行った。この国際ワーク

テーマ：インクルーシブ・アフリカ 平成27年度活動報告
テーマコーディネーター

志摩

憲寿

多くの民族、そして、近年の経済成長の中で広がる

研究初年度にあたる2015年度は、研究員らによる個

格差——アフリカ地域の持続可能な将来に向けて「イ

別研究に加え、アフリカ開発銀行より専門家を招聘し

ンクルーシブな開発」が強く求められている。さて、

て国際ワークショップを開催した。

このようなインクルーシブな開発はどのように実現し
得るだろうか？センターでは、開発経済、人類学、高

1. 国際ワークショップ “Sustainable Development

等教育、都市計画を専門とする研究員４名が中心と

and International Contribution for African

なってこの課題に学際的に取り組んでいる。

Countries”
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（2016年１月８日、於：東洋大学白山

に関する研究（志摩憲寿）

キャンパス・スカイホール）
本ワークショップは、センターにおけるアフリカ研究

本研究は、アジア・アフリカ地域のインフォーマル

の論点を探ることをねらいとして開催した。アフリカ開

市街地における「まちづくり」の事例から、その展開

発銀行アジア代表事務所より、横山正氏（所長）、遠藤

可能性を探ることを目的としている。本年度は、まず、

衛氏（次席、広報・パートナーシップ）、崔有那氏（渉

ヨハネスブルグ、ケープタウン、ルサカ、ケニア、ダ

外・広報官）を招き、センター研究員や学内留学生・日

カールなどこれまでの現地調査での知見を交えつつ、

本人学生、学外者を含む35名を超える参加者を得た。

アフリカ都市の形成過程と現状を整理して、アフリカ

ワークショップは、遠藤氏より基調講演“Sustainable
Development for African Countries: From the

都市を分析する視点をまとめた。
アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研

perspective of the AfDB”で始まった。講演では、まず、 究（杉田映理）
世界的に取り組むべき開発目標「持続可能な開発目標

アフリカ諸国における地方給水や衛生改善をテーマ

（SDGs）」を確認、アフリカ経済の動向を整理し、ア

とする本研究では、特に、水アクセス向上による生活

フリカにおける持続可能な開発における論点が提示さ

への影響と変容、Menstrual Hygiene Management、

れた。このような状況を念頭に置きつつ、アフリカ開

さらに、日本におけるトイレ・手洗い問題にも着目し

発銀行の「Ten Year Strategy (2013-2022)」や近年の

ている。本年度までにウガンダのギス民族の慣習およ

取り組みとの接点が解説された。続く質疑応答では、

び農村部の高校での状況を調査しており、マラウィに

経済、水・衛生、高等教育、住宅などアフリカの持続

おいて給水施設建設とジェンダーに関する現地調査に

可能な開発に関する幅広い分野にわたる議論が交わさ

も引き続き取り組んでゆく。

れた。

アフリカ諸国と先進諸国間における高等教育パート
ナーシップに関する研究（花田真吾）
本 研 究は、アフリカ諸国と先進諸国間の高等教育

2. 研究員による個別研究
また、研究員4名がそれぞれの関心に応じた研究を進

パートナーシップのより良い相互関係の構築に向けた

め、定期的に勉強会などを開催した。

方策を探求することを目的としている。本年度は、アフ

途上国経済の内発的発展に関する研究（坂元浩一）

リカ地域の高等教育（変遷、課題等）の現状、世界銀

本研究は、グローバル化・自由化の下での発展途上

行 やユネスコをはじめとする国際 機関、先 進 諸国や

国の経済全体と産業を総合的に分析して、内発的発展

様々な私的財団等によるアフリカへの教育開発支援・

のための方策を提案するための基礎とすることをねら

パートナーシップの展開と到達点を整理し、高等教育

うものである。本年度は、アフリカ諸国に加え、フィ

パートナーシップの概念的枠組みを構築した。

リピン、タイ、中国、ミャンマーなどのアジア諸国も
対象として、当該国・地域の財政、マクロ経済、経済

本年度も引き続き勉強会などを通じて研究の枠組み

政策、産業政策などの情報を収集・分析した。

を深化させつつ、１月末には研究員全員でケニアでの

アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開

現地調査を実施する予定としている。

≪海外研究報告≫

北欧諸国のアフリカ国際協力支援プログラムに関する調査報告
研究員

藪長

千乃・花田

真吾

本研究センター研究員の藪長・花田は、2015年３月

スウェーデンの３カ国の教育研究機関にて聞き取り調

に北欧諸国におけるアフリカ援助の具体的取組につい

査を行いました。具体的には、藪長は、これまでの北

て、ソフト面に絞って、その特徴を明らかにし、応用

欧諸国の国家運営の枠組（北欧モデルまたは社会民主

可能な手法について一般化を図るためのデータを収集

主義レジーム）と各国の具体的な取組を関連付け、北

することを主な目的とし、フィンランド、ノルウェー、 欧諸国におけるアフリカ援助一般化及び応用可能性に
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ついて検討することを目的としました。一方で、花田
は、３カ国のアフリカ諸国に対する高等教育支援プロ
グラム、ステークホルダーの関わり方、支援効果の評
価方法について調査することを目的としました。
フィンランドでは、ハーガ＝ヘリア応用科学大学を
訪問し、教員養成学部のパイヴィ・アーッレニエミ＝
ヨキペルト主任講師及びグローバルエデュケーション
サービスのパシ・ホルマリ担当部長に対して、教育担
当者の視点と、マネジメント及びマーケティング担当
者の視点から、アフリカ諸国を含む発展途上国におけ
る職業教員養成教育の背景、実態及び課題についてイ
ンタビューを行いました。フィンランドでは、広く教

SIU（ノルウェー）の聞き取り調査にて

育分野における学生・教員・研究者の国際移動の促進
を目的とした政府機関であるC I M O（C e n t r e f o r
International Mobility）がアフリカ向け支援プログラ

ます。一方、修士課程学生の援助を実施するN O M A

ムを実施していることが分かりました。その具体的な

（Norad's Programme for Master Studies）プロジェ

プログラムの１つであるHEI ICIプログラム（Higher

クトは、ノルウェー外務省の関係機関であるNORAD

Education Institutions Institutional Cooperation

（Norwegian Agency for Development Cooperation）

Instrument Programme）は、フィンランド外務省の

が主体となり、支援国の政府機関等において能力を発

補助金により３年間を上限として、ODA対象国の高等

揮するための人材育成を主眼としており、高等教育の

教育援助をプログラムベースで支援するものです。ア

質的拡大と人材育成の双方を基軸とした支援プログラ

フリカをはじめとする最貧国を対象としたプログラム

ムを展開していることが分かりました。

の採択を優先とし、高等教育の質の向上、高等教育機

最後に訪れたスウェーデンではリンネ大学を訪問し、

関の運営能力の向上、教育・学習の情報マネジメント

社会科学部平和開発研究講座のヨーナス・エヴァルド

支援、及び高等教育機関の社会における相対的地位の

教授からアフリカ諸国に対するスウェーデンからの高

向上を目指したプログラムに対して補助金が支給され

等教育への支援枠組についてインタビューを行いまし

ています。実際に、2012年から2014年の３年間に

た。また９月から日本に滞在するハイコ・フリッツ主

976.5万ユーロがケニア、ナミビア、ナイジェリア、モ

任講師と滞在中の研究協力について意見交換をしまし

ザンビーク、スーダン、タンザニア、ウガンダ、ザン

た。スウェーデンでは、スウェーデン高等教育の国際

ビアなどのアフリカ諸国を中心に実施され、若手研究

化の推進を目的として政府が設立したSTINT (Swedish

者の育成に高い効果がみられたことが分かりました。

Foundation for International Cooperation in

ノルウェーでは、S I U（N o r w e g i a n C e n t e r f o r

Research and Higher Education)を通じて、アフリカ

International Cooperation in Education）を訪問し、

を含む高等教育機関、研究機関等での人的国際移動の

テルイェ・コルブ・ヤコブセン高等担当官及びダニエ

促進・支援を行っています。一方、スウェーデン国家

ル・グンネルセン高等担当官から、ノルウェーによる

の設置運営するS I DA（S w e d i s h I n t e r n a t i o n a l

アフリカ諸国への高等教育支援の枠組みについてイン

Development Cooperation Agency）が、サハラ周辺

タビューを行いました。ノルウェーが実施している

諸国を主な対象として、知識基盤型の援助として教育

NUFUプロジェクト（Norwegian Programme for

及び研究開発支援を行っていることが分かりました。

Development, Research and Education）は、対象国

今回、北欧諸国における途上国援助の枠組と具体的

の開発に寄与し、貧困を撲滅することを目的とした、

な手法について高等教育を中心に情報を得てきました。

高等教育機関のキャパシティを拡大することを目的と

今後、藪長は専門分野である北欧モデルの枠組みに照

しています。ノルウェー国内への学生受け入れではな

らし、一般化と応用の可能性を検討したいと考えてい

く、対象国における教育・研究支援の実践を基本とし

ます。また、花田は３カ国の支援アプローチと効果の

ており、博士課程学生数、レフェリー付き／なし論文

検証を行うとともにアメリカやカナダなど他地域との

数、セミナーの開催等などの量的成果で実績がみられ

比較検証を行うことを計画しています。

−5−

≪海外研究報告≫

スリランカにおける特別支援教育の実態調査
JICA 青年海外協力隊の活動から —

—

客員研究員

島野

涼子

スリランカは教育費が無料で国民の識字率が約96％
と非常に高く教育熱心な国である。しかしながら、高
等教育は中学卒業レベル試験、高校卒業レベル試験に
合格した者のみが進学できるシステムであり、高等教
育が受けられる機会は限られる。内戦の影響もあり正
確さにはかけるが、統計から推察するに識字能力が無
い残り約４%は貧困層や障害者であろう。障害者は、特
別支援学校或いは通常学校の一クラスとして設けられ
る特別支援学級のいずれかで学ぶ。多民族国家のスリ
ランカでは、国民の大半を占めるシンハラ人の学校、
インド系のタミル人の学校、イスラム系の学校など民
族や宗教毎に学校が分かれ、所管省庁も異なる。調査

仏教のお祈りをしている知的障害のある児童と教員たち

では、シンハラ人の特別支援学校／学級の教育省管轄
の学校（マータラ市）、社会福祉省管轄の学校（ハン

員の給料は低く、教材も支給されず手作りで凌いだり、

バントータ市）を2016年２月11−12日に訪問し、タミ

必要なものを寄付に頼ったりしているものの、生徒全

ル人の北部州教育省管轄の学校（キリノッチ市）を同

員で仏教のお祈りや体操、体を動かすことを毎日する

月15−16日に訪問して教員や所管省庁地方支部の担当

など、時間を要するものの生活するために必要なこと

者へ聞き取り調査を行った。学校の選定はJICA青年海

を教えている。それぞれに課題はあるが、通学可能な

外協力隊（以下、JOCVという）の活動先とした。

障害児は日中の居場所が確保されているが、重度の障

一概に全ての学校で同じ状況とは言えないが、教育

害者や貧困家庭では学校に通わせることもできない状

省管轄の学校（北部州教育省も含む）では教室、教材

況にあった。JOCVは個々の教員や生徒、その親などに

や教員の手当てなどはある程度提供されているが、障

非常に有効な影響を与えるが波及効果は限定される。

害児（特に知的障害児）に対する教育が「読み書きが

障害者に優しい社会を構築するためには、障害児への

出来るかどうか」に限定されており、一日中線や数字

教育の質の向上、障害者への国民の考え方などの意識

を書くだけで、それが出来なければただ登校するだけ

改革が求められ、上流の政策部分からの変革を行う必

になっている。一方で、社会福祉省管轄の学校は、教

要性が見出された。

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分、Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩 15 分

東洋大学国際共生社会研究センター

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金9：00～17：00）
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アフリカ都市を考える
テーマコーディネーター

志摩

憲寿

私の訪れた限りではあるが、気を研ぎ澄ませてアフ

うとも言われており、スラムの居住環境改善はなお一

リカ都市を歩くと、しばしば張り詰めたような緊張感

層喫緊の課題である。しかし、私の感じた緊張感はこ

を感じる。なぜだろうか？

れだけではない。スラムならばアジア地域にも、むしろ、

データを見ると、アフリカ地域は世界で最も都市化

スラム人口で言えば、アジア都市の方が深刻なのだ。

の進む地域であると言われており、今後もこの趨勢は

アフリカ都市の生い立ちを振り返ると、（とりわけ

続き、（控えめにみても）2050年までに都市人口は4.0

私が訪れることの多い）かつての宗主国によって近代

億人から12.6億人、およそ3倍も増加するとも予測され

都市計画が導入され建設された都市は、ヨーロッパ人

ている。確かに都市は経済成長のエンジンであり、各

の「文明」の象徴としてアフリカ人に対する支配を空

国GDPの多くを産み出してはいるが、スラムの形成と

間的に刻印する場であったが、独立後、必ずしも十分

拡大に歯止めが効かない状況にもある。サブサハラ地

に都市計画が実施されてこなかったことも重なり、植

域全体では都市人口の３分の２を超え、チャドや中央

民地時代からの空間的構造は現在にも続いている。例

アフリカなどでは都市人口の９割以上がスラムに住ま

えば、イギリス植民下、北ローデシアの首都として

国際シンポジウム

アフリカにおける開発と環境 ―技術と社会の連携を目指した人材育成―

SDGsにおける解決課題が多いアフリカの開発と環境に関し、技術と社会をどう連携させて人材育成を
行うかについて議論します。
☆入場無料

日時：2016年11月11日㈮ 12:30開場
会場：東洋大学 白山キャンパス 井上円了ホール
〒112-8606

東京都文京区白山 5-28-20

共催：東洋大学学術研究推進センター、東洋大学大学院国際地域学研究科
後援：独立行政法人国際協力機構、アフリカ開発銀行アジア代表事務所

☆日英同時通訳付

■プログラム
13：00～ 講演
18：00～ レセプション

■講演者及び演題
・「アフリカにおける人材育成」
・
「開会の挨拶」
加藤正明（独立行政法人国際協力機構 安全対策統括役／前上級審議役）
北脇秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター長、東洋大学副学長）
・
「シンポジウムによせて」
横山正（アフリカ開発銀行アジア代表事務所長）

・「アフリカにおける農業と技術」
パトリック・ホメ（ジョモ・ケニヤッタ農工大学准教授）

・
「ジョモ・ケニヤッタ農工大学と汎アフリカ大学の役割と人材育成」
ロマヌス・オディアンボ（ジョモ・ケニヤッタ農工大学副学長）

・「民間主導のアフリカ経済」
坂元浩一（東洋大学国際共生社会研究センター研究員、国際地域学部長）
＊講演者、演題は変更になる場合もございます。予めご了承ください。

※お申し込み：事務局宛てにお名前、ご所属、お電話番号、シンポジウムのタイトルを添えてお申し込みください。

E-mail : cesdes@toyo.jp

TEL/FAX 03−3945−7747（火・木・金 ９：00～17：00） URL:http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
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1920年代に計画されたルサカはイギリス起源の田園都

植民都市では、かつての分離的な空間構造が踏襲され

市思想を植え付ける場であり、官庁街、商業業務地区、 ているだけでなく、都市化と経済成長の下でむしろ先
イギリス人居住区などが建設され、今日でも緑豊かで

鋭化しているのだ。ここに緊張感の淵源があるのでは

美しい街並みを維持している。その一方で、アフリカ

なかろうか。

人は「都市に住んでいない」とみなされたことから、

それではどうするか？

近代都市計画の軛を外して

彼らの居住地には「アフリカ人地区」が指定されたも

いま一度「アフリカ的集住空間」の文脈を解読するこ

のの、地区は当時のアフリカ人の人口に対して過小、

と、すなわち、自然環境や建造環境から空間的構造を

かつ、ほぼ無計画であり、それは今日の未計画居住地

整理し、その背後にある生活、そして、それを紡いで

「コンパウンド」と重っている。急速な都市化の下で

きた歴史を丁寧に読み解くことに始まると思う。解読

コンパウンドはむしろ拡大していることは言うまでも

できる文脈は言うまでもなく極めて多様であるが、そ

ない。さらに、近年の経済成長は、富裕層向けの郊外

れは一意の解を求めようとした近代都市計画を根底か

ニュータウンの開発を加速化させている。同じような

ら問い直すことに他ならず、実はアフリカ都市だけで

例はナイロビにもみられるし、南アフリカのアパルト

なく、アジア都市、ラテンアメリカ都市においても、

ヘイト政策はその最たるものであろう。すなわち、旧

程度の差こそあれ、共通した課題であろう。

≪国内研究報告≫

持続可能な開発のための多様性ある地域のかたち
客員研究員

当センターは様々な側面から持続可能な開発の実践

金子

彰

１．住工混在問題の今

をめざした研究を行っており、その中で主として発展

（9月9日開催

途上国のフィールドにおいて具体的な課題についての

わが国では工場の移転に伴い工場跡地に住宅開発が

研究をおこなっている。同時にそれに資するために、

行われる結果操業を続ける工場と新規住民とのトラブ

わが国における持続可能な開発の実践に向けての様々

ルが発生し、地域の工業の活力の低下を招いている。

な取り組みについてもレビューを行い、途上国の持続

地元自治体では住環境の確保と地域産業の活力維持の

可能な開発のための示唆を得ることも重要と考えてい

両立をはかる必要に迫られている。このワークショッ

る。この中では個々の課題と同時に地域づくりという

プでは独自の対策を行っている２都市からの報告があ

ややマクロ的な視点についても考えることも有効と考

り、議論が行われた。

ワークショップB-WS4）

える。途上国は多様であり画一的にあるモデルを適用

筆者はこのワークショップから発展途上国の持続可

することは適当ではないが、一方でわが国の経験は有

能な発展のために、内発的発展に寄与する地元の産業

益な出発点となる。しかしわが国においては制度の整

の発展が可能となるまちづくりとそのための制度形成

備もありややもすれば画一的な地域開発が行われてき

の重要性が得られたと評価している。

たとの指摘がある。現在その限界が指摘されており脱

２．ニューツーリズムにおける地域貢献の可能性

却するための取組が様々なかたちでおこなわれている。

（９月10日開催 ワークショップD-WS5）

そのようなことを背景に今般日本計画行政学会にお

被災地における観光業による地域再生・地域復興に

のテーマを「多様性ある地域

教育旅行（スタディツアー）が重要な役割を担い被災

のかたち」とし講演、ワークショップ、研究発表、見

地の経済効果と訪問者側の教育効果が得られるのでは

学などが行われることとなった。この学会は主として

ないかという視点で東北の被災地における学生のスタ

日本国内を研究対象としているが実務者、研究者など

ディツアーの誘致と大学側のそれへの取り組み事例を

が参加しており上に述べたことから当センターの研究

もとにした議論調査、研究成果が発表され議論が行わ

いては第39回全国大会

１）

に有益な示唆を得ることができるものと考え参加した。 れた。ここではニューツーリズムを復興ツーリズムの
以下参加したワークショップなどについて報告する。

概念で検討をおこなっている。
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この議論の中では受け手側と送り出し側との間に
様々なギャップがあることが明らかにされた。筆者は
このワークショップからニューツーリズムに発展途上
国の持続可能な発展に対する可能性は感じられたが、
解決すべき基本的課題が少なくないことが明らかに
なったと評価している。
３．地域防災計画の点検と課題
（９月10日開催

ワークショップD-WS8）

自治体により地域防災計画が定められているが防災
および復興の現実にどう対応するか課題があり地震、
津波、洪水などをとりあげ議論した。必ずしも重視さ
れていなかった災害、災害廃棄物とBCP／LCP、歴史

庭園からみた旧甲子園ホテル
右手大食堂は現在建築学科学生の製図室になっている

の伝承における問題点などが議論となった。
筆者はこのワークショップから発展途上国の持続可
能な発展のために、復興やハード面の防災の支援に加
え現地に即した様々なソフト面での防災の支援の必要
性が明らかになったと評価している。
４．公共施設・インフラマネジメントとこれからの自治体経営
（９月10日開催

ワークショップE-WS11）

公共施設の再配置に取り組んでいる自治体における
市民の参加を得つつ進めている状況と課題の議論を
行った。ただしインフラについては手がついていない
のが現状。この議論はわが国はじめ先進国では喫緊の
課題であるが途上国では必ずしも今議論すべき課題と
は考えられなかった。
５．文化の問題
多様性ある地域のかたちを考えるうえで地域固有の
文化は重要な役割を果たしているが一方で体系されて

屋上から見た庭園
西洋建築であるが和風の庭園

いるとは言い難い。この問題については本全国大会に
おいては議論というよりもこの地域における文化に造

和洋折衷

詣の深い方々からの講演を聴講するとともに見学を
行った。基調講演は以下のとおりである。
見学（写真参照）

基調講演１

演題：風は西から「女性と文化のルネッサンス」
講師：冨士谷あつ子

武庫川女子大学甲子園会館：阪神電鉄が戦前期にリ

京都文化創生機構理事長

ゾートをテーマにした住宅開発を行った際にそのシン

基調講演２⑴

ボル的な意味をもつホテルを建設したのが旧甲子園ホ

演題：転居魔・谷崎潤一郎が見た阪神間の生活文化
講師：たつみ都志

テルであり、フランク・ロイド・ライトとともに帝国

武庫川女子大学名誉教授

ホテルの建設に携わった遠藤新氏の設計で阪神間モダ

基調講演２⑵

演題：阪神地域の文化行政と文化産業、生活文化住
宅都市としての西宮市の多様化と魅力

講師：河内厚朗

ているとともに維持保存されている。戦前期の和洋折

演題：日本食の伝統継続と国際化に向けた日本食の
展開・創生と店舗づくり
講師：がんこフードサービス㈱代表取締役会長

接収解除後武庫川女子大学が建築学科を設立する際、
国から払い下げをうけ現在もキャンパスとして使われ

阪急文化財団理事

基調講演２⑶

ニズム名建築の一つで多くの賞に選ばれている。戦後

衷の建築であるがよくまとまったデザイン。地域の開
発を考えるときに一つのヒントとなる。さらに西宮市
の地場産業群を見学した。筆者は発展途上国の持続可
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能な発展のための地域づくりにおいては文化の問題が

注１）日本計画行政学会第39回全国大会は2016年９月

重要なベースとなると考えている。具体的にどのよう

９日～11日にわたり関西学院大学上ヶ原キャンパス（兵

に取り組むかは大きな課題であるので具体的な研究の

庫県西宮市）で開催された。なお本稿は「日本計画行政

中でさらにつめていきたいと考えている。

学会第39回全国大会報告要旨集」を参照している。

≪海外研究報告≫

ケニア・タンザニア・南アフリカにおける拠点形成を目指して
センター長

北脇

秀敏

研究助手

眞子

岳

JICAが長く支援しているジョモ・ケニヤッタ農工大学
（以下、JKUAT）を訪問し、今後の協力関係を議論し
ました。JKUATでは、センター主催の国際シンポジウ
ム「アフリカにおける開発と環境」（表紙に案内を記
載）に講演者として招聘予定の副学長や教員との打ち
合わせを行い今後東洋大学との間で学術協定締結の可
能性を模索しました。
ザンジバルと南アフリカにおいては、国際地域学研
究科に在籍しているABEイニシアチブの学生の母校で
あるザンジバル大学や、日本文化センターを最近開設
したプレトリア大学の訪問、研究協力に関するJICAや
水供給担当部局等における打ち合わせ、フィールド調

ザンジバル大学表敬訪問

査等を行いました。
今回の訪問は、単なる研究推進にとどまらず学部・

2016年８月６日から18日の間、国際共生社会研究セ

大学院における留学生のリクルート、今後の協力関係

ンター（以下、センター）のアフリカでの研究拠点形

の構築と協定の締結、研究者招聘など多くの目的を

成のために、ケニア・タンザニア（ザンジバル）・南

持ったものでした。今後も研究活動だけでなくABEイ

アフリカの３か国を訪問しました。

ニシアチブのスキームによるアフリカの留学生支援も

ケニア・ナイロビの訪問はTICAD Ⅵ開催の直前であ
り、大使館やJICA等は張り詰めた雰囲気の中、作業を

核にしたアフリカの拠点形成を強力に進めて行きたい
と考えています。

進めていました。調査団は、名門ナイロビ大学や、

≪客員研究員

研究報告≫

アジア・アフリカにおけるソーシャルビジネスの比較制度分析
客員研究員

松行

輝昌

私は北脇センター長、眞子研究助手とともにミャン

までに総電化を達成することを目標としています。し

マー中央乾燥地域であるマグウェイにてソーシャルビ

かし、電化が実現する時期には地域により差がありま

ジネスの研究を行っています。ミャンマーでは2030年

す。
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私たちのプロジェクトでは、水供給のインフラが整

合わせたビジネスモデルを開発したいと考えています。

備されていない村落で、深井戸に大型のソーラーパネ

また、国家政策として電化が進む中、本プロジェク

ルを設置し、揚水を行い、水や電気を村落内で販売し、 トのソーシャルビジネスが電化のタイムラグを埋め、
収入を得るというモデルを試そうとしています。売電

政策を補完し内発的発展を促す可能性があり、比較制

に関しては現在法制度の整備が進められているところ

度分析の手法を用いて発展の過程を分析していきます。

で、色々と制約もあるかと思いますが、現地の事情に

ミャンマー村落部の写真

ミャンマー村落部におけるソーラーパネル

≪客員研究員

研究報告≫

離島地域の観光開発と観光人材育成に関する研究
客員研究員

永井

恵一

昨年度より、国際観光学科にて「産学連携による観
光人材育成プログラム開発事業」を担当しています。
経済産業省の「産学連携サービス経営人材育成事業」
の支援を受け、来年４月からスタートする国際観光学
部の新しいカリキュラム開発を進めています。その着
任を期に、国際共生社会研究センターにも客員研究員
として加えていただきました。
国連世界観光機関（UNWTO）との連携構築は、こ
の事業での大きな成果のひとつです。共生センターで
は今年１月に、UNWTOよりハーモニー・ラム氏をお
招きしてリスポンシブル・ツーリズムをテーマに国際
ワークショップを開催いただきました。ありがとうご

小笠原訪問時の写真

ざいました。その後、５月に賛助加盟員（アフィリエ
イト・メンバー）プログラムへの加盟が認められ、８

私個人の関心は、離島の観光振興にあります。地域

月からは学生インターンをマドリードの本部に送り出
すなど、関係が深まりつつあります。

づくりの観点から、地域の観光を支える人材の育成や
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ファイナンスの課題を考察することが研究課題です。

笠原村の観光振興にどのように貢献することができる

この７月、小笠原諸島父島への定期航路「おがさわら

のか。それを探求すべく研究を進めています。皆さま

丸」がリニューアルされ、その試験航海に乗船して小

からのご指導を賜れましたら幸いです。今後ともどう

笠原を訪れました（写真：現地の観光ガイドさんと）。 ぞよろしくお願いいたします。
小笠原村を“地元”と言うことができる東洋大学が、小

≪客員研究員

研究報告≫

インバウンド・ツーリズム
客員研究員

矢田部

暁

「インバウンド」という言葉は、最近ではすっかり
一般的な言葉として定着した感があるが、日本が「イ
ンバウンド」、すなわち訪日外国人旅行者の誘致に本
格的に取り組み始めたのは、ビジット・ジャパン・
キャンペーンが始まった2003年からであり、メディア
で多く取り上げられるようになったのは、初めて訪日
外国人旅行者が1000万人を超えた2013年頃からである。
インバウンド関連の記事等には、訪日外国人旅行者数

日本を観光する外国人

とその経済効果に関するものが多いが、インバウンド
振興の意義はそれだけではない。国際連合が1967年の

れらと向き合うことが、より意義深く持続的なインバ

国際観光年に「観光は平和へのパスポート」というス

ウンド振興につながるものと考えられる。

ローガンを出しているが、他国を訪れ、文化背景が異

その際には、外国人旅行者によって日本の魅力に気

なる人々が交流することによる異文化への相互理解の

付かされることが多いように、日本人自身では日本の

促進と、それによる平和への寄与という面も大きい。

魅力や個性を認識しにくい場合も多い。そのため、海

異文化への関心という点では、近年、日本を訪れる

外において日本人の視点による当該国のインバウンド

外国人旅行者は個人旅行者が増え、SNS等の普及もあ

振興を考えることは、当該国にとって有益な可能性も

り、彼らの興味・関心は多様化している。それは、見

高く、また、日本におけるインバウンド振興にも示唆

方を変えれば、それだけ日本には多様な魅力があると

があると思われ、そのあたりの研究を行っていきたい

いうことでもあろう。同時に、日本人自身も日本にお

と考えている。

ける歴史や文化、生活慣習などをしっかりと考えてそ

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分、Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩 15 分

東洋大学国際共生社会研究センター

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金9：00～17：00）
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International Year of Sustainable Tourism for
Developmentの始動に向けて
テーマコーディネーター

藤稿

亜矢子

国連事務局は、今年2017年をInternational Year of

目指す「持続可能な開発(sustainable development)」

Sustainable Tourism for Developmentと設定し、各国

という新たな概念が、1980年にIUCN、WWF、UNEP

に積極的な関与を呼びかけている。これは、2030年ま

の三者による『世界保全戦略』の中で提唱された。以

でのSustainable Development Goals (SDGs)の実現に、 来、サステナビリティはすべての政策や産業に関わる
観光が寄与していく事を意図したものである。観光産

重要なキーワードとなり、この２年後には、「自然保

業は、今や世界のGDPの５％、全雇用の８％を占める

護と経済的利益を両立する観光」であるエコツーリズ

までになり、石油産業、化学産業、自動車産業に続き

ムが提唱された。エコツーリズムは、観光産業におい

４番目に大きい輸出産業であり、その取引額は年間

て初めて環境配慮を謳ったものであるが、やはり他の

１兆ドルにも及ぶ（UNEP, UNWTO 2012）ことを考

観光形態と同じように環境に負荷を与える為、エコ

えると、サステナブルツーリズム（持続可能な観光）

ツーリズムの発展によって自然環境が破壊される、と

の推進は急務である。「持続可能な観光」には、大き

いう事態も80年代後半から世界中で見受けられるよう

くふたつの意味が内包されていると考えられる。ひと

になった。そのため、あらためて観光の持続可能性が

つは、「発展途上国における持続可能な開発に寄与す

問われることとなり、「サステナブルツーリズム」と

る観光」、もうひとつは他のあらゆる産業と同様に、

いう概念が誕生してくる。エコツーリズムが提唱され

より地球規模の持続可能性に関わる「環境負荷を軽減

て10年経った1992年に、通称地球サミットと言われる

し将来世代へこの地球を受け渡すことが出来るような

「国連環境開発会議」がリオデジャネイロで開催され、

観光」という意味である。一般的にサステナブルツー

「持続可能な開発」が提唱されて以降も一向に環境問

リズムというと、前者の「途上国における文脈」にま

題が解決されないことへの反省から、具体的な行動指

ず焦点があたることが多いが、本来は、すべての観光

針を示した「アジェンダ21」が発表された。アジェン

産業、観光地が後者の「環境負荷の削減」に積極的に

ダ21は、各国政府また各産業界に大きな影響を与え、

取り組む必要がある。

これを受けて観光セクターにおいても、「旅行観光業界

地球規模での環境問題の悪化が、全人類にとって脅

のアジェンダ21」（World Travel & Tourism Council,

威であることが認識され始めたのは70年代であるが、

WTO, Earth Council 1996）が作成された。前述のよ

特に議論が高まるきっかけとなったのが、周知のとお

うにサステナブルツーリズムという考え方は、80年代

り1972年の「国連人間環境会議」であった。その後、

後半から存在していたが、アジェンダ21の提起によっ

環境保全を大前提としながら身の丈にあった経済発展を

て、具体的行動計画が提示された。下記に、サステナ
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ブルツーリズムの12の原則を示したが、これだけ多岐

だこれが実現されていないことの証でもある。国連によ

に亘る項目について留意する必要がある。

る国際年の設定は、各国におけるサステナブルツーリ

サステナブルツーリズムの誕 生からおよそ25年近くが

ズムの認知を一気に進め、その結果、産業界、政策決

経ったいま、あらためてInternational Year of Sustainable

定者のみならず、観光者自身も、率先してその実現に

Tourism for Developmentが設定されたことは、まだま

関与していくようになることが期待される。
出典：UNEP and UNWTO (2005)
参考文献：
UNEP and UNWTO (2005) Making Tourism More
Sustainable: A Guide for Policy Makers
UNEP and UNWTO (2012), Tourism in the Green
Economy – Background Report, UNWTO, Madrid.
World Travel & Tourism Council, UNWTO and
Earth Council (1996) Agenda 21 for the Travel
& Tourism Industry Towards Environmentally
Sustainable Development

ケニアのジョモ・ケニヤッタ農工大学と東洋大学との学術協定調印式
および国際シンポジウム「アフリカにおける開発と環境
―技術と社会の連携を目指した人材育成」開催報告
研究員

杉田

映理

2016年11月11日に、ケニアのジョモ・ケニヤッタ農工

す。東洋大学としては、今回初めてアフリカの大学との大

大学と東洋大学との学術協定調印式、ならびに東洋大学

学 間 学 術 協定を結ぶことになりました。調 印式 では、

国際共生社会研究センター主催の国際シンポジウム「ア

ジョモ・ケニヤッタ農工大学のロマヌス・オディアンボ・オ

フリカにおける開発と環境―技術と社会の連携を目指し

ティエノ副学長と、東洋大学副学長・国際共生社会研究

た人材育成」が東洋大学井上円了ホールにて開催されま

センターの北脇センター長が調印されました。

した。シンポジウムは、東洋大学学術研究推進センター

本年の国際シンポジウムは、この新しい学術協定を推

および東洋大学大学院国際地域学 研究科との共催、ま

進すべくアフリカをテーマとし、
「アフリカにおける開発と

た独立行政法人国際協力機構（JICA）およびアフリカ開

環境」に第一線で取り組んでいる５名の方に講演をして

発銀行アジア代表事務所の後援を頂いて実施されました。 いただきました。また、最後には参加者からの活発な質
ジョモ・ケニヤッタ農工大学はケニアのナイロビ郊外に

問があり、登壇者の方にお答えいただくことでより議論が

ある大学で、1977年以来J ICAの支援を受けて拡充し、

深まりました。なお、本シンポジウムには、本学の学生も

今や３万人以上の学生数を有する総合大学となっていま

含め延べ800名以上の参加をいただきました。本学内外
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のアフリカからの留学生も多く参加していました。

うな取り組みをしているかをお話し下さいました。JICAのア

なお、各講演者の講演概要は以下の通りです。

フリカにおける長年の人材育成支援の好事例がジョモ・ケ

1）
「シンポジウムによせて」
（アフリカ開発銀行アジア

ニヤッタ農工大学への支援であり、現在は上記のPAUの支

代表事務所 所長

正）

援も実施しているとのことです。さらに、地球規模課題対応

横山氏からは、アフリカ経済が過去10年間で平均５パー

国際科学技術協力プログラム（SATR EPS）を通じた研究

セント以上のGDP成長を維持した背景には、ガバナンスや

協力やA BEイニシアティブを通じたアフリカ人留学生の支

ビジネス投資環境の改善、経済と政治情勢の安定がある

援も、JICAのアフリカにおける人材育成の一環であること

ことなど、アフリカ経済の状況について詳しくご説明を頂き

を説明されました。

ました。しかし、アフリカにおける課題がまだ多いことも確か

4）
「アフリカにおける農業と技術」
（ジョモ・ケニヤッタ農工

であり、アフリカ開発銀行グループでは、
「ハイファイブ」と

大学 生化学・環境工学部 准教授 パトリック・ホメ）

横山

呼ばれる５つの開発課題（電化、食料増産、工業化、地域

ホメ准教授は、アフリカの環境における農業や食料

統合、生活の質改善）に取り組んでいるとのことです。そのた

の安全保障の脆弱性をデータや地図でわかりやく説明

めに、人材育成、人々の技術のレベルの向上にも積極的に

され、その状況の克服には、アフリカの環境にあった

取り組まれているということをご紹介いただきました。

技術革新が必要であることを訴えかけていました。ま

2）
「ジョモ・ケニヤッタ農工大学と凡アフリカ大学の役割

た、ジョモ・ケニヤッタ農工大学では、そうした草の

と人材育成」

根で役に立つ技術や情報伝達方法を開発している具体

（ジョモ・ケニヤッタ農工大学副学長 ロマヌス・オディア

例を交えてお話いただきました。

ンボ・オティエノ）

5）
「民間主導のアフリカ経済」
（東洋大学国際共生社会研

オディアンボ副学長からは、ジョモ・ケニヤッタ農

究センター 研究員、国際地域学部長

坂元浩一）

工大学の発展の歴史と現在の教育と研究分野について

坂元研究員は、まずアフリカのマクロ経済を概観され

お話をしていただきました。農学部や工学部のみなら

たあと、経済の状況はアフリカの中でもばらつきがあるこ

ず、ITや人材開発を専門とする学部もある総合大学で

とを説明されました。経済が低迷している国も少なくない

あり、東洋大学が今後パートナシップを組んでいく中

一方、ナイジェリアや南アフリカなど経済成長を遂げてい

で、多様な分野での協働の可能性があることを示唆す

る国もあり、ケニアやエチオピアは2017～2021年で6～

るプレゼンテーションでした。またジョモ・ケニヤッ

7％の年経済成長率が予測されているとのことです。アフ

タ農工大学は、アフリカ全体の高等教育を推進するPan

リカへの投資も増えており、近年中国もアフリカへの投資

African University（PAU）プログラムにおいて、PAU

を拡大させているようです。日本の企 業がアフリカで展

の東部拠点としてアフリカの科学技術イノベーション

開している事例もご紹介下さり、最近の日本とアフリカの

分野の産業人材を育成している役割を担っていること

関係が強くなっていることを理解できる講演でした。

をご紹介いただきました。

以上のように、今回の国際シンポジウムは、アフリ

3）
「アフリカにおける人材育成」
（独立行政法人国際協

カと日本、そしてジョモ・ケニヤッタ農工大学と東洋

力機構

大学という今後強化されていく関係について、幅広い

安全対策総括役

加藤正明）

加藤氏は、今年（2016年）の８月に開催された東京アフ

切り口や可能性を示唆する内容だったと考えられます。

リカ開発会議（TICAD）VIの概要についてまずお話し下さ

このシンポジウムをきっかけに、研究活動、フィール

いました。初めて日本の国外（ケニア）で開催された今年の

ドでの実際の国際貢献活動、人材育成が活発化してい

TICA Dの成果についてご講演は、とくに学生にとって貴重

くことを期待するところです。最後に、共催やご後援

な勉強の機会となりました。つづいて、TICA DV Iにおいて

を頂いた各機関、講演者の皆様、参加頂いた皆様に改

も強調されたアフリカの人材育成について、JICAがどのよ

めて感謝を申し上げます。
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≪国際ワークショップ開催報告≫

アジアにおける国際貢献手法の開発
―ミャンマーにおける NGO の活動事例―
研究員

岡本

郁子

業・畜産業の普及、２）地域開発（小規模給水事業、農
業堰の整 備など）、３）教育支 援（学 校建 設、奨学金供
与を含む）、４）環境保全、５）文化交流です。TPAはいず
れの事業の実 施にあたっても、支 援対 象者の積極的な
関与を原則としています。これは、事業対象地の民族リー
ダーの言葉「食べ物を与えるより食べ物の作り方や料理
方法を教えてほしい。そうでなくては、私たちの民族は口
ワークショップの様子

を開けて待っているだけになってしまうから」ということ

2 016 年10月7日㈮に東洋大学白山キャンパスにおい

に触発されたものだったそうです。援助・支援にあたって

て、国際貢献グループのワークショップが開催されまし

対象となる地域・住民のオーナーシップを重視しているこ

た。本ワークショップは、認定N P O法人「地球市民の会

とが支援の効果を高めていることが示唆されました。

（Terra Peoples Association 以下 TPA）」ミャン

後半では、近年環境の劣化が進むインレ湖の現状とそ

マー事業代表の柴田京子氏をお迎えして、より効果的な

れに対するT PAの取り組みが紹介されました。同湖は周

国際貢献方法を探ることを目的に開催されたものです。

辺山間部地域の森林破壊による湖への土砂の流入とそ

センター研究員や学外の関係者を含めて18名の参加を

れに伴う湖の縮小、生活排水などによる水質 汚染など

得て、活発な議論が行われました。

様々な問題が複雑に絡み合っている点が指摘されました。

北脇センター長の挨拶、松丸テーマコーディネーターによ
るセンターの研究活動の紹介に続き、柴田氏にTPAがこれ

質疑応答ではその解決策に関して活発な議論が交わさ
れました。

までミャンマーで実施してきた活動・事業の内容、そしてそ
こで見えてきた課題などを報告していただきました。

こうした議論を踏まえ、共生センターでは国際貢献グ
ループを中心に今後TPAとの共同研究・開発事業を検討

T PAはミャンマー北東部のシャン州を中心に20 03年

することが合意されました。こうした活動を通じて、新た

から活 動しているN G Oです。事 業の柱は１）循 環 型 農

な国際貢献方法の確立につながることが期待されます。

≪海外研究報告≫

中国やフランスの対アフリカ援助
研究員

坂元

浩一

ここ数年、毎年訪問している上海とパリを組み合わ

経済の状況と、日中の経済協力政策とアフリカ援助に

せて出張した。まず訪問した上海市においては、復旦

ついて1時間英語で発表した。その後に、経済協力政策

大学B R I C S研究所の研究者が当職の訪問に合わせて

を中心に意見交換を行った。ワークショップに参加し

ワークショップを開催してくれた。当職が、アフリカ

ていた日本学研究所の方とは次回面会の予定である。
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中国は文献収集が難しく、いつも訪問する書店（上

ていた。帰国後にすぐフランスと日本の経済協力、対

海、帰路の北京空港）において、重要な英文文献を多

アフリカ共同援助に関する論説作成にとりかかり、2編

く入手できた。

作成した。

上海市での仕事の後に、パリへ向かった。例年実施

また、仏語圏アフリカにおける中国の援助の詳細を

している業務として、移民に対するインタビューを

サーベイした貴重な文献を購入できた。例えば、中国

行った。毎年訪問している市内のアフリカ市場を視察

の開発金融機関の融資内容がまとめられていた。

した。

2017年5月までに、日本と中国の対アフリカ援助政

パリにおいては、日本と同じく2016年の回顧と2017
年の展望に関して、新聞、雑誌、書籍が多数出版され

≪客員研究員

策に関する英文書籍を出版することになっており、今
回の上海とパリにおけるサーベイは大変役立った。

研究報告≫

中国における「第1、2、3次産業の融合的発展」による
農業・農村の活性化に関する研究
客員研究員

劉

励敏

浙江省金華市・何斯路村の写真

2016年1月に、中国政府は農業の効率性向上、農民の

中国において第1、2、3次産業の融合的発展に関する活

増収、農村地域の活性化を図り、都市・農村間の格差を縮

動が各地で展開しており、現地調査から見た具体的な取組

小するため、
「農村における第1、2、3次産業の融合的発展

としては、①地域特産物を使った食品などの開発・販売や

の推進に関する指導意見」を発表した。今後、農業や農村

農産物直売所といった地域の農林水産物の加工・販売、②

の再生・活性化を図っていくためには、農産物をはじめ農

農家レストラン・農家民宿や農村体験といった地域の景観

村に既存する資源を有効に活用し、農業による生産・加

や伝統文化などを活かしたグリーンツーリズム、③技術革

工・販売の一体化、第1、2、3次産業の融合などによる地

新、農商工連携等を通じて新商品や新素材の開発、④異

域ビジネスの展開と新たな業態の創出を促進し、農村の活

業種・異分野との連携による新業態の育成（貧困地域にお

性化に寄与する「第1、2、3次産業の融合的発展」を推進

ける特産物のインターネット販売など）等がある。

していくことが重要である。この取組は、農村に様々な「資

私の研究では、中国の中部地域・東南沿海地域を調

源」と、食品加工産業、観光産業、I T産業などの「産業」

査対象として、「第1、2、3次産業の融合」の展開経緯

を結び付け、新たな付加価値を地域内で創出するものであ

とその実態、多様な産業融合形式などについて明らか

り、このことによって、地域の雇用と所得の確保が図られる。 にする。また、地域の基幹産業である農林水産業、商
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業、工業などの産業間の連携を強化することにより、

農業部門と各関連部門との連携の類形、政府による農

その相乗効果を地域の活性化につなげる。中国農村地

商工連携の支援施策などについて研究を行っていきた

域における農商工連携の具体的な事例を分析したうえ、 いと考えている。

≪客員研究員

研究報告≫

内モンゴル農村部における水不足問題
および農牧民の家庭生計に与える影響に関する研究
客員研究員

其其格

中国の北部に位置する乾燥 地域である内モンゴル農

影響について明らかにしたい。研究を通して、内モンゴル

村部において、水不足問題とその水不足が農牧民の家庭

農村部でなぜ水不足の問題が起こっているのか、また、こ

生計に与える影 響についての研究を行っています。現在、 の水不足の問題が農牧業や農牧民の家庭生計にどんな
中国の経済成長は著しく、世界の注目を集めているが、

影響を与えているのか、さらに水不足問題に対して、地方

一方で水利用量の増加や水環境汚染などの様々な問題

政府はどんな対策を行っているのかなどについて調査研

が深刻化している。特に､ 内蒙古自治区（以下内モンゴル

究を実施していきたいと考えている。

とする）農村部では、過 剰な農 業用水 利用により、地下

2007年8月

水位の低下や河川断流、湖沼の消滅などの生態環境の
悪 化を招き、深刻な水不足の事態に直面している。この
水問題は農牧業や農牧民の家庭生計に影響を及ぼすの
みならず、内モンゴル農村部の持続的な経済社会発展を
阻害しかねない要因として、解決を迫られる主要な課題

2016年7月

であると考えられる。また、このような水問題はアラル海
をはじめ世界 各地で起こっているが、内モンゴル地域の
場合は小規模であるため、より現実的な解決法を提案で
きると考えられる。

其甘湖水面積の縮小写真

本研究では、内モンゴル農村部の水不足の原因とその

水問題に関してのヒアリング調査の様子
（2016.7）

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分、Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩 15 分

東洋大学国際共生社会研究センター

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金9：00～17：00）
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新たな国際貢献のアプローチの開拓に向けて
国際貢献テーマコーディネーター

松丸

亮

東 洋 大 学 国 際 共 生 社 会 研 究 センター（以 下「セン
ター」）は、平成13年度の設置以来、
「環境共生社会」や
「内発的発展」を研究テーマとして活動してきました。現
在は、
「アジア・アフリカにおける地域に根ざしたグローバ
ル化時代の国際貢献手法の開発」を研究テーマに研究を
進めており、我々が属する「国際貢献グループ」は、持続
可能な開発目標（SDGs）の実現に向けた国際貢献のあり
方に関して、研究と実践とを行うことを目標としています。

国際貢献グループによるワークショップの様子

これまで、途上国開発の世界では、途上地域の開発の
ために様々な手法が試みられてきました。センターが設立

地域が開発の途上にあります。このような中で、我々、国

以来扱ってきた「環境配慮型の発展メカニズム」や「内発

際貢献グループは、S D G sの実現にむけた、国際貢献の

的発展」という考え方もその一つです。しかしながら、

新たなアプローチを模索していきます｡
では、SDGsの実現に向けた国際貢献あり方というのは、

SDG sに先行するミレニアム開発目標（M D G s）の実現に
向けた取り組みに代表されるような国際社会の長年の取

どのような事なのでしょうか？
筆者は、今のところ、この問いへの答えを持ち合わせて

り組みにもかかわらず、世界では、依然として多くの国や

国際シンポジウム開催のお知らせ

国際的なネットワーキングによる広域的な人材育成を通した
SDGsの実現に向けて
日時：2017年11月25日㈯

会場：東洋大学 白山キャンパス

開場 14：00

開演 14：45

＊入場無料

☆南太平洋大学、独立行政法人国際協力機構、東洋大学からの講演を予定しております(演題調整中)。
☆当日は「国際開発学会」と共催で実施いたします。
主催：東洋大学国際共生社会研究センター

〒112-8606

＊詳細は随時 HP に掲載いたします。

東京都文京区白山5-28-20

都営地下鉄三田線「白山」駅A３出口から徒歩５分、東京メトロ南北線「本駒込」駅１番出口から徒歩５分

※お申し込み：事務局宛にお名前、ご所属、お電話番号、ご出席を添えてお申込みください。
E-mail : cesdes@toyo.jp TEL/FAX 03−3945−7747（火・木・金の９：00～17：00）
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いません｡ただ言えることは、センターがこれまで蓄えてき

抱えるセンターの強みを活かして、いくつかのキーワードに

た研究成果をひとつひとつきちんと社会実装していくこと

関連する活動を、地域の中でintegrateした形、あるいは

がそれに繋がるのではないかと言うことです｡

comprehensiveな形で実践していくことを目指したいと

これまでの研究成果で共通となるキーワードをいくつ

思います｡

か挙げてみると、
「地域資源の活用」、
「環境への配慮と

この「実践」という目標を達成するため、今年度より、新

共生」、
「人材の育成」、
「地域内部からイニシアティブ」と

たな取り組みをはじめています。具体的には、ミャンマーの

いった言葉が並びます。ひとつひとつの言葉は、これまで

代表的な観光地でありながら水質汚染がひどく、社会的・

にも途上国開発の分野で言われていたことばかりです。つ

環境的に問題のあるインレー湖周辺を対象に、湖周辺に居

まり、国際貢献をするためには、当たり前といわれているこ

住する住民と流域に住む住民の双方に対して環境教育と

とを着実にやることがとても重要だということがわかります。 科学的な情報の提供を行い、住民の行動変容を促しつつ
もちろん、国際社会は、これまでもこのような当たり前の

地元の資源を活用した循環型社会を構築していくプロジェ

ことをやってきているのだと思いますが、我々のグループ

クトを行っていくもので、今年度より３年間の活動を予定し

はより一層高い成果を得るため、様々な分野の研究者を

ています｡この進捗についても、報告していきます。

≪国際ワークショップ開催報告≫

ジョモ・ケニヤッタ農工大学

国際ワークショップ開催報告
研究員

花田

真吾・杉田

映理・志摩

憲寿

Environmental Engineering）をはじめとする6名、さら
に国際協力事業団（JICA）AFRICA-ai-JAPAN Project
からチーフ・アドバイザーの角田学氏をはじめする3名が参
加し、計12名による開催となりました、ワークショップの主
な内容としては、まずJKUATのDr. Hannah N. Ngugiに
より、タンザニアとケニアの国境地帯にあるマラ川（Ma ra
River）における水質汚染の現状と水質改善に向けた対策
に関する調査結果の発表がありました。次に、A F R ICAai-JAPAN Projectのチーフ・アドバイザーの角田学氏から、

国際ワークショップの様子

同プロジェクトが取り組んでいるアフリカにおける科学技
本研究センターの「インクルーシブ・アフリカ」チームで

術イノベーション（STI）分野の産業人材の育成に向けた成

は、アフリカにおけるインクルーシブな開発に向けた分野

果および今後の展望について報告がありました。その後、

横断的研究をテーマとしています。本研究テーマの遂行に

本研究センターの花田研究員が持続的可能な開発目標4

あ た って は 、ケニア の ジョモ・ケニヤッタ農 工 大 学

「すべての人々への包括的かつ公平な質の高い教育を提

（JKUAT）と研究協力体制を構築しています。その具体的

供し、生涯学習の機会を促進する」の達成に向けた１つの

な取り組みとして、平成29年2月21日にJKUATにおいて国

方策として、アフリカ諸国と先進諸国間における高等教育

際ワークショップ「アフリカ地域の持続的可能な開発目標

分野の研究・教育連携の有効性と課題について発表をお

の達成に向けて」を開催しました。

こないました。3名の発表後には、都市開発、文化人類学、

本ワークショップには、志摩研究員・杉田研究員・花田
研究員の3名が参加しました。JKUATからは、Patrick G.

農学、経営学などの参加者それぞれの専門的知見から活
発な議論が交わされました。

H o m e准教授（D e p a r t m e nt o f S o i l, Wate r a n d
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最後に、本ワークショップの総括の中で、今後ともアフリ

カ 地 域 の 持 続 的 な可 能 な 開 発 目 標 の 実 現 に 向 け て

いくことが確認されました。これを受け、次回の国際ワー

J K UATと本研究センターとの研究交流をより一層深めて

クショップを平成29年6月にJKUATで開催する予定です。

≪海外研究報告≫

WSED世界持続可能エネルギー会議2017参加報告
客員研究員

久留島

守広

第21回国連気候変動締約国会議COP21は、2015年パ
リにて開催、2020年以降の新たな枠組みとし、京都議定
書に続く「パリ協定（Paris Agreement）」を採択、途上国
も含め全ての国が削減目標を自主的に示す合意がなされた。
同協定の重要な点は、地球の平均気温 上昇を２℃未
満との目標のみならず、1.5℃未満に向けて努力する旨
を決め、各国の目標や行動を5年ごとに提出・見直しを
行う仕 組みとして構 築したこと、そして、排 出削 減のみ
ならず技術 移 転、能力構 築、資金 供 与などにつき先 進

WSED2017・会場及び次世代車デモ展示
（出典：3月2日主催者撮影）

国の責任や役割を明定した包括的な協定となった。

１．WSED2017への参加
2017年３月１日～３日オーストリア・ベルツ国際会

３．パリ協定の意義とWSED会合

議場及び同展示センターにおいて、上記会合が開催さ

上記会合は、持続可能な発展のための新エネルギー・

れ、エネルギー環境技術分野において世界各国から選

省エネルギー分野における、各国の政府機関・大学等に

抜された若手研究者（原則35歳以下、本年はバイオマ

おける研 究発 表 等がなされ 、多様なエネルギーの将来

ス・省エネルギー技術分野を対象）によるセミナーに

的な最適利用の研 究開発の状況、及びこれら技術を活

て、墺北部地域・エネルギー省担当局長及び独・研究

用した低炭素社会の在り方の情報収集に有益であった。

機関教員他とともに、若手研究者の当該分野研究活動
の報告・討議へ参加、評価・助言他を行った。

とりわけ、パリ協定の成立を受けた今後のエネル
ギー利用の見通し・技術開発・同移転への各国行政

また、同会議場隣接の国際展示場にて、バイオマス機

官・研究者の熱意が、会場で感じられた。

器の展示をはじめ、低炭素社会の在り方・その技術・地

さらに、欧州バイオマス協会、欧州委員会・再生可

域計画の方策、さらに発展途上国への技術移転方策等の

能エネルギーイニシアチブ、ミュンヘン工科大等、代

分野での研究・活動等について、発表が行われたセミ

表による低炭素社会の在り方・その技術・地域計画へ

ナー等に参加、有益な情報交換・交流を行った。

の適応、さらに海外への技術移転分野での取組みにつ
いてのプレゼンテーションとともに、懇談・情報交換
において、産業分野のみならずエネルギー負荷の低い

２．その背景：COP21パリ協定について
世界のC O 2 排出量は急激に増加しており、産業革
命前のCO 2大気中濃度280ppb(0.028%)は、現在既に

交通体系をはじめとするエコシティ構築への計画、さ
らに都市再開発のプロジェクトの情報入手を行った。

400ppbと約1.5倍となっている。これらは、中国・イ

今後は、低炭素社会構築へ向けた技術革新、さらに

ンドをはじめ急速に発展するアジアなどの発展途上国

は途上国への技術移転の促進が何より望まれており、

の増加が顕著である事等により、今後の地球温暖化対

本分野を主導するわが国の責務は益々大きくなると思

策の鍵であると言われている。

われ、そのための一端を本学が担うべきと痛感した。
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≪海外研究報告≫

ミャンマー・インレー湖の環境改善・生計向上に向けて
研究員

松丸

亮・岡本

郁子

査を実施しました。地理的条件や生計手段が異なるイン
レー湖周辺の村落を複数村訪れ、経済・経済状況や水利
用の状況、環境に関する住民の意識などに関する聞き取り
を行いました。最終日には、客員研究員のハイコ・フリッツ
主任講師（リンネ大学）も聞き取りに合流しました。
調査の結果、インレー湖の水質は悪化しており、湖の面
積も狭くなってきていることが確認できました。たとえば、
以前は湖の水を飲用にしていた住民も、水質の悪化に伴い、
約20年前から飲用としての利用をやめ、井戸水を利用した
り飲料水を購入したりしていました。また、水域の減少・水

インレー湖周辺における現地調査の様子

深の低下も顕著となっており、乾期には住民の交通手段で
巻頭言でも述べたように、国際貢献グループの研究活動

ある舟運に影響するケースも頻発していました。こうした著

として、今年度よりミャンマー北東部に位置するインレー湖

しい水深の低下は、とりわけ2010年以降に顕著となってい

の環境改善及び住民の生計向上を目指す研究プロジェクト

るようです。また、従来は浮畑だった地域が陸地化してい

を開始する予定です。三井物産環境基金からの助成で、

る地域もありました。近年の湖の急速な環境劣化への危機

NPO法人「地球市民の会」とともに実施します。インレー湖

感から、湖周辺の住民（特にインダー族）が中心となって、

周辺は風光明媚でミャンマー有数の観光地としても有名で

環境保全・啓蒙団体「Save the Inle Lake」を立ち上げ、

すが、その一方で流域からの土砂流入の進行や野菜の浮

2015年頃から生計向上やインレー湖保全にかかわる様々

畑栽培における化学肥料・農薬の多投による急速な環境

な取り組みを始めていることもわかりました。

劣化が指摘されています。

今後、プロジェクト対象地域・村落を決定し、プロジェク

2017年3月5日～10日にかけて研究員の松丸・岡本が、

トの活動を本格化させていくことになります。具体的には、

地球市民の会ミャンマー代表の柴田京子氏とともに、プロ

住民主体の水質改善への取り組み支援や農業分野での有

ジェクトの事前調査としてインレー湖周辺での聞き取り調

機農産物栽培の推進を行っていく予定です。

≪海外研究報告≫

ナミビアにおけるエコスクールの導入可能性調査
研究員

荒巻

俊也

小学 校や中学 校などで、環境配 慮施設を整 備すると

として、小中学 校の新設や改修の際に環境配 慮 施 設の

ともにそれを教育用の素材として授業内で用いることに

導入を支 援する制度 がある。同様の取り組みは東 南ア

より環境配 慮や環境に対する意 識を効率的に育むこと

ジア諸国でもあり、表彰なども行われている。ここでは、

が できるものと考えられる。日本ではエコスクール事 業

これらの取り組みを参 考にしたうえで、ナミビアにおい
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てエコスクールという制度の導入可能性を検 討すること

の確保の問題などいくつかの障壁があるようであった。

を目的として調査を行った。この調査は、博士前 期課程

また、訪問した学校においても、上記のtree planting

学生のApollos Fillipus Shakumと共同で実施した。

dayへの参加だけでなく、独自の分別回収プログラムを

ナミビアは南アフリカ共和国の北側で大西洋に面す

実施したり、子供たちに節水を意識させるアクティビ

る国で、人口約240万人、面積82.4万㎢と日本の約2.2

ティを導入するなど工夫をしている様子が窺えた。一

倍の国土に２%程度の人々が暮らす人口密度が低い国で

方で、そのような活動が多くの学校に拡がっていると

ある。一人当たりGNIは5000米ドルを超えていてアフ

は言えず、組織的な支援が必要とのことであった。

リカの中では経済的に進んでおり、鉱業と牧畜および

今後、日本やフィリピンにおけるエコスクールの実

水産業が主要な産業である。国土の多くが乾燥地域に

態調査もふまえて、どのような形でナミビアにおいて

あり水資源の制約があるとともにさまざまな貴重な生

エコスクール事業を導入していくことが可能かについ

態系を有することから、水源地や生態系の保全が重要

て検討する予定である。

な課題となっている。
今回の調査では、天然資源環境省や農業・水・森林
省、教育省などの関連機関へヒアリングを行うととも
に、首都Windhoekにある小中学校を訪問した。さらに、
ナミビア大学農学天然資源学部長のSimon Angombe教
授とエコスクールの導入可能性について議論を行った。
関連機関では、水源や生態系の保全にむけて環境教育
が重要であることは認識されており、National Tree
Planting Dayを設定して学校に苗木を提供し、子供た
ちが学校の敷地内で植林の活動を実際に行うことを支
援しているとのことであった。ただし、このような活
動を契機に植林活動を拡げていくには、そもそも気候
条件が厳しく生育管理が課題となっていることや、水

ナミビア大学への訪問の様子

≪海外研究報告≫

フィジーにおける調査ならびに南太平洋大学との意見交換
研究員

2017年２月９日から16日にかけて北脇センター長、

眞子

岳・客員研究員

金子

彰

細を示すのでご覧いただきたい。

眞子研究員、金子客員研究員の3名はフィジー・スバ市

2月10日にフィジーのナンディ国際空港に到着しナン

に本部をおく南太平洋大学と今後の大学間の協力につ

ディ市内見学を行った。フィジーは観光が主要な産業

いて協議するとともに、本年11月末に予定している国

であり拠点であるナンディにはプライベートビーチや

際シンポジウムにおける基調講演の講師ならび共同研

マリーナを備えた外国人観光客対象の高級リゾート地

究のための研究者の派遣を要請するためにフィジーを

域が整備されている。２月11日はナンディ近郊のラウ

訪問した。あわせて関係機関の訪問ならびにナンディ

トカ市のUSPのサテライトキャンパスにおける履修登

市および近郊、スバ市の見学を行った。南太平洋大学

録等の活動ならびに市内見学を行った。なおラウトカ

との協議については別稿の北脇センター長の報告に詳

在住の日本からの語学留学生から聞いたところによる

−5−

とフィジーは英語国であることや欧米と比して費用が

すのでご覧いただきたい。この後担当責任者の案内に

安く治安も問題ないことから日本からの語学留学が多

よりJ I C Aの支援による遠隔教育施設・情報教育セン

いとのこと。さらにナンディ近郊バ町町役場を訪問し

ターを見学し、遠隔教育のためのホールやスタジオ、

た。なお環境施設については災害のため行くことがで

コントロール室を見学した。（写真参照）さらにUSP

きなかった。2月12日にナンディ市より首都スバ市まで

の日本人教授と面談した。うち中川教授は東洋大学経

移動した。スバ着後フィジー政府派遣JICA専門家より

営学部昭和55年卒業とのこと。

全般的な状況について話を聞いた。

２月15日はフィジー政府環境部のオフィスを訪問する

２月13日は国際協力機 構フィジー事務所を訪問し所

とともにスバ水処 理センターを見学した後、ナンディへ

長および担当者と面談した。また在フィジー日本大使館

移動した。２月16日はナンディ発香港経由で帰国した。

を訪問し大使および担当官と面談した。当センターの今

フィジーは中所 得 国でありまた離 島であるため物 価

回の調査の目的、スケジュールなど説明し協力に対し謝

は高いが、市街 地も整っておりさらにUSPはよく整 備さ

意を述べた。特に秋に予定しているセンターのシンポジ

れたキャンパスで 学生が 滞 在するのに適した国である

ウムなどへの招聘者ならびに大学との協定について意見

という印象を得た。ただし開発を考える上では人口も少

交 換を行い有益な助言を得た。その後当地で活動中の

ないことや産 業（主なものは観 光、サトウキビ）、交 通、

JOCVおよびシニア・ボランティア隊員と意見交換した。

環 境など 離島 特有の課 題も少なくないことから他の太

２月14日スバ市内にあるUSP（南太平洋大学）を訪

平 洋 島 嶼 国とあわ せて S D G s の 実 現に向け て当 セン

問し 研究・国際担当副学長アンドリュー教授他と面談

ターと共同で研 究していくことは双方にとって有意義と

した。内容は別稿の北脇センター長の報告に詳細を示

考えられる。

スバ水処理センター訪問時の様子

南太平洋大学の各キャンパスを結んで授業を行うためにわが国の
協力により設置された衛星放送施設

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分、Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩 15 分

東洋大学国際共生社会研究センター

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金9：00～17：00）
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≪国際シンポジウム開催報告≫

国際的なネットワーキングによる広域的な人材育成を通した
SDGsの実現に向けて
研究員

荒巻

俊也

東洋大学国際共生社会研究センターは、国際シンポジウ
ム「国際的なネットワーキングによる広域的な人材育成を
通したSDGsの実現に向けて」
（共催：国際開発学会、東洋
大学国際学部、東洋大学国際観光学部、東洋大学大学院
国際地域学研究科、東洋大学学術研究推進センター、後
援：独立行政法人国際協力機構（JICA））を2017年11月
25日、東洋大学白山キャンパス8号館8B11教室にて開催し
ました。
本年の国際シンポジウムは、途上国へのICT技術の支援
やそれらの技術やネットワークを利用した教育、そして広域
的な教育ネットワークの形成、といった事例を通して、IC T

シンポジウムの様子

やネットワークが途上国や広域的な人材育成にICT技術が
どのように貢献し、さらにSDG sの達成を支援する人材育

教育活動、学生支援、研究推進、ICTの利用、地域との連

成に資するものになるかを検討する機会を提供することを

携、実施組織といった観点からご紹介いただきました。多

目的として開催したものです。今回は東洋大学白山キャンパ

国間で物理的な距離が大きく離れている特殊な環境のも

スで開催された国際開発学会の第28回全国大会と同日に

とで人材育成を工夫して進めてきた南太平洋大学の経験

開催したことで、国際開発学会の会員の皆様、本学の学生

や戦略を知ることができる貴重な講演となりました。

も含め、約200名の参加をいただきました。

「国際開発協力における人材育成のための ICT と教育

各講演者の講演概要は以下の通りです。

－ JICA の経験よりー」

「広域的な人材育成のための教育－南太平洋大学の経験

内藤 智之 （独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員）

からー」
デリック

ICT技術の進歩と普及やJICAのICT普及に向けた取り組
アームストロング

（南太平洋大学

副学長）

みを概観したのち、
それが途上国における人材開発にどのよ

南太平洋大学は1968年に設立された国際的な大学であ

うな変化をもたらしたのか、あるいはもたらしていくのかにつ

り、フィジー、バヌアツ、サモアの３国にあるメーンキャンパ

いて、保健分野における専門人材の育成、Personalized

スを含めて14のキャンパスがメンバーである12か国に分散

Learningへの進化と既存のFace-to-faceの教育との組み

しているユ ニークな大 学 である。現 在 4 8 か 国 から約

合わせ、といった点から議論するとともに、IC T技術の効果

28,000人の学生が学んでいます。アームストロング副学長

的な利用についての提言が行われました。途上国のみなら

からは、南太平洋大学がこれまでの国境を越えた人材育

ずさまざまな人材育成プログラムを検討するうえで、ICT技

成プログラムを展開してきた経験をふまえて、現在どのよう

術をどのように利用していくかについて有益な講演であっ

に教育プログラムを展開しているかについて、その戦略を

たものと思います。
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「東洋大学の遠隔教育における人材育成と展望」
北脇

秀敏

教育や広域的な教育の実現性や有効性を増し、SD G sの
達成に向けた新たな人材育成プログラムにつながりうるこ

（東洋大学副学長）

東洋大学学祖の井上円了博士の講義ノートの配布まで

とが実感されたのではないかと思います。

遡って、本学の通信教育プログラムの展開や大学院公民

また、本シンポジウムを開催した東洋大学においても、

連携専攻や総合情報学部での遠隔教育プログラム、さら

本年４月より国際学部や国際観光学部等の新しい学部を

には北脇副学長ご自身の大学院生の遠隔指導の経験、お

設置しており、海外留学や研修などの必須化や大学独自の

よび今後の展望について紹介されました。本学においても、 奨学金による留学生の積極的な受け入れなど、新しい人材
旧来型の逐次での情報のやり取りによる通信教育から、

育成プログラムを展開し始めたところでしたが、さまざまな

ICT技術を活用したリアルタイムでの教育プログラムに進化

有益な情報が得られたものとなりました。共催やご後援い

してきた状況を分かりやすく示していただきました。

ただいた各機関、講演者の皆様、参加いただいた皆様に改

本シンポジウムを通して、IC T技術の進化と普及が遠隔

めて感謝を申し上げます。

「持続可能な開発目標と国際貢献―フィールドから見たSDGs―」の発刊
客員研究員

金子

彰

2017年9月に当センター（以下センター）の監修により

うなセンター研究員の取り組みに加え、SDGsの専門家、

「持続可能な開発目標と国際貢献―フィールドから見た

海外の大学や国際開発機関の実際の取り組みを紹介する

SDGs」が刊行されました。設立以来センターの研究成果

ものです。本書の構成は文末の表に示すとおりです。
（この

を知っていただくために、これまで５つの刊行物を発刊し、 ほか有益な具体的な事例がコラムとして紹介されていま
そのうちの一つは2014年国際開発学会審査員特別賞を受

す）もとよりSDGsが多くの分野に関わるものでそのすべて

賞しました。今回はこれらの刊行物に引き続き６回目となる

を示すことはできませんが、本書においてセンターのフィー

ものです。

ルドを中心とした研究成果を踏まえた上でのSDGsの具体

国連により2015年に持続可能な開発目標（SDGs）が採

化の展望を体系的に示すことができたと考えています。本

択され持続可能な開発を進めていくこととなりましたが、こ

書においてはこのような実態に足をつけたSDGsの具体化

の実現に貢献することが国際協力に取り組むセンターの使

をどのようにしたらよいか、その中でセンターがどのように

命です。センターはこれまでも持続可能な開発の実現を目

かかわるかも述べています。このような視点は類書と異なる

指した様々な取り組み、特にフィールドを基礎とした様々な

本書の特徴です。ぜひご購読いただきご意見をいただけれ

調査・研究・実践を中心に行ってきました。本書は、このよ

ば幸いです。

表 本書の構成
第１章
第２章
第３章
第４章
第５章
第６章
第７章
第８章
第９章
第10章
第11章

刊行書籍

第12章
第13章
第14章

持続可能な開発目標（SDGs）とは何か
経済開発とSDGs—民間主導のアフリカ経済—
ソーシャルビジネスとSDGs—インフラ普及における有効性—
都市化とSDGs—都市化の肯定的利用手段としての建築物—
環境分野でのSDGsの達成に向けた国際貢献
防災とSDGs－SDGsの礎として—
ジェンダーとSDGs—女性のエンパワーメントと障壁に関する見解：フィリピン
における様々なコミュニティの女性リーダー—
社会的保護・社会保障とSDGs—拡大する社会的保護—
すべての人に対する支援とSDGs—不可欠な障害者支援、スリランカを事例に—
観光開発とSDGs—環境保全と地域社会を基盤としたサステナブルツーリズム—
アフリカの開発とSDGs—アフリカにとっての持続可能な開発目標とアフリカ
開発銀行の役割—
アフリカにおける農業と技術
マサイ・コミュニティとSDGs
持続可能な開発目標に対する国際共生社会研究センターの貢献
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≪海外研究報告≫

イタリアにおける災害と復興、
カメリーノ大学での公開セミナーについて
研究員

柏崎

梢・松丸

亮

また連続する地震を受けて住宅支援が必要となった
住民の数がこれまでになく多く、復興における住宅支
援の重要性が高まっていることも指摘されました。松
丸から日本やアジアの復興政策や組織構成などの紹介
がなされ、より効果的な体制づくりや連携についての
議論がなされました。
カメリーノ大学で開催した公開セミナーでは、松丸
より “Recovery from Large-scale Disasters: Issues
in Japan and Asian Countries focusing on
Resettlement”、柏崎より “Community Resilience
toward Disaster in Asian Cities”というタイトルで、
アジアにおける災害復興とコミュニティ開発に関する
発表をし、そしてカメリーノ大学のEmanuele Tondi教
授からカメリーノ周辺での被害と復興状況に関する発
表をしていただきました。発表の後は、教員、学生間
で活発な意見交換がなされました。セミナー後はLucia
Ruggeri教授および大学院生らの案内のもと、市長訪問、

国家防災局でのミーティング

被災地視察、仮設住宅訪問を実施しました。

ヨーロッパ諸国のなかでも災害大国とされるイタリ
ア共和国では、近年中部地方における地震被害が深刻
です。2009年に309人が犠牲者となったアブルッツォ
州都のラクイラ地震の復興がすすめられるなか、隣の
ウンブリア州ノルチャを震源に2016年８月にM6.2、
10月にM6.6と、過去36年間で最大規模の地震が続いて
います。人的被害に加え、中部地方の中山間において
長期にわたって築かれてきた歴史的建造物の損傷が著
しく、復興に向けて多くの課題を抱えています。
筆者は、今後実施していく予定の研究の第一弾として、
2017年７月に国家防災局での聞き取り調査、カメリーノ大
学での公開セミナー、そして被災地視察を行いました。防
災局での聞き取りからは、今回の中部地震は、⑴被災地が
複数の州およびにまたがる広域であるため、各行政組織の
異なるシステムの調整、資源の分配、インフラの連結など
の難しさ、⑵当該地域の不明瞭な建物規制や土地利用、
水理地質リスクなど領域が抱える脆弱性、⑶文化遺産の
復旧といった困難を抱えており、防災局としての調整業務
がこれまで以上に難しく重要であることがわかりました。
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カメリーノ大学での発表

態であるとの判断を受け、現在でも被災レベル決定の
ための建物調査が継続されています。損傷の大きい建
物の周りには、瓦礫が山積みになった状態であり、学
校や広場に面する商店などの部分的な補強措置がみら
れましたが、建物の修復作業はほとんど行われていな
い状況です。共通して被害が大きくみられたのは、石
やレンガが積み上げられて作られた教会などの古い建
築物の上階部分と、比較的新しく建設された鉄筋構造
の住宅の外壁でした。また建築物の多くが連結して立
ち並んでいることから、損傷がみられない建物であっ
ても隣接する被害の影響を避けられない状態となって

カメリーノ市長訪問

います。区域は軍によって警備されており、住民は消
防の許可を得て軍隊員の同行のもと生活用品や商品な
どの運び出しを行っています。
カメリーノの外縁部にあるバス会社の建物に、消防
と並んで基礎自治体のオフィスが仮設置され、復興対
策本部として機能していました。また大学施設の近く
には仮設商業施設として大小のテントが設置されてお
り、レッドゾーンの店舗から持ち出した商品（日用品
や雑貨など）がブースごとに販売されています。しか
しテント内に換気の他にエアコン等の設備がなく日中
はテント内の気温が上昇するため、気温が下がる夕方
以降のみ販売をおこなうという店がほとんどで、調査

レッドゾーン視察

時には人気はほとんどありませんでした。

マルケ州マチェラータ県に位置するカメリーノは、

現在使われている仮設住宅は、コンテナ型と呼ばれ

面積130㎢、人口約7,000人、カメリーノ大学関係者約

るもので、通路を挟んで両側に居住スペースとなるコ

7,000人の基礎自治体で“中世の大学都市”とよばれてい

ンテナが横付けされ、上から見ると魚の骨状の形をし

ます。カメリーノ大学は1363年に創設され、歴史的建

ています。内部と外部空間が隔離されているのが特徴

造物が並ぶ中心部に位置していましたが、震災後は旧

的です。公共スペースとして食堂、多目的スペースが

市街中心部が立ち入り禁止区域（レッドゾーン）に指

設置されていますが、訪問時には利用者はあまりみら

定されたため、現在は20年前に外縁部に建設された校

れませんでした。一方、通路は幅広くとられており、

舎のみ使われています。調査時点では、大学は、国の

通路に置かれたベンチに座り談話する高齢者の方々の

補助を得て開講しており、学生は授業料免除のかたち

姿がみられました。

で就学を続けています。

このように中心部の復興が遅れているカメリーノで

地震発生直後は約5,000人が避難所やコンテナ型仮設

は、基礎自治体とカメリーノ大学とが共同で「I R O

住宅に避難しましたが、復旧に時間がかかることが明

NON COROLLO CAMERINO（イタリア語で「私は屈

らかになってからは、多くの住民が約100km離れた東

しない」という意味）」という活動団体を立ち上げ、

沿岸部のアパートなどでの仮住まいを始め、そのうち

学生ボランティアの募集、エネルギー対策、商業活動

一部の住民は１日２便のバスを利用しカメリーノまで

やイベント支援、広報活動などの再建支援活動が草の

通っています。現在は３箇所ある仮設住宅で約300人が

根的に開始しています。しかしながら、中山間に位置

避難生活を送っています。

することからアクセスも限られ、継続的な支援活動が

特に被害が大きかった旧市街地中心部でも、半壊し

難しい状況です。被災者や学生からは、仮設商業施設

ている建物が１割程度で、街並みは一見保たれていま

の有効活用およびレッドゾーンの復旧活動開始の目処

した。しかし外観以上に内部の損傷があり、危険な状

を求める声が高まっていました。
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≪海外研究報告≫

ガンビアにおけるボトムアップ型政策形成・実施
イニシアチブの可能性
研究員

藪長

千乃

西アフリカのガンビア共和国は、三方を隣国セネガルに
囲まれた、ガンビー川流域を国土とする人口約200万人の
小さな国です。2017年９月７日から13日まで滞在し、首都
バンジュールでは政府機関への聞き取り調査、地方の農村
集落では村落開発委員会の聞き取り調査を実施しました。
滞在中10件以上、グループインタビューの参加者を含めて
約50人の方から話を聞くことができました。
聞き取り調査の主な目的は、政策形成・実施過程におけ
る、当事者である住民の参加可能性、ボトムアップ型のイ
ニシアチブの可能性、そのための知識・情報の普及の度合

北部中流地方イリアサの村落開発委員会

いの現状を把握することでした。政府機関では、国土・地
方政府大臣ラミン・ンダンブン・ディッバ氏、国土・地方政
府省事務総長ブバ・サヤン氏、同省地方分権主任官デビッ

視・監督から地方の事業・要望の調整（コーディネイション）

ト・ゴメス氏、同省NG O事業部長ムス・ソンコ氏、同省コ

へと変化させているそうです。
地方の２集落で実施した村落開発委員会の聞き取り調査

ミュニティ開発課長イブリマ・サワネ氏、保健福祉省福祉

部長ファンタ・デイサッカ氏らにインタビューを行いました。 では、高等教育を終了し、村で農業・漁業等のリーダーと
さらに、南部下流地方テンダバ、北部中流地方イリアサの

なっている若い世代が議論に刺激を与えていました。また、

２か所で村落開発委員会に同席し、聞き取りを行いました。 携帯電話やスマートフォンが、地方の農村へも普及し、若い
ガンビアは1997年の地方分権法の制定以降、中央集権

世代の情報・知識の入手の重要なツールとなっていました。

型から地方分権型の政策形成・実施体制に移行しつつあり

こうした変化が住民のボトムアップ型イニシアチブによる政

ます。分権体制は、開発援助元である組織の後押しで進め

策形成の可能性を膨らませています。
今後、
インタビュー調査結果を分析、検討して行く予定です。

られてきました。分権化の動きは、政府の機能を地方の監

≪海外研究報告≫

ミャンマー連邦共和国インレー湖周辺環境に関する調査
客員研究員

松行

輝昌

本研 究センターの「持 続可能なビジネス」チームでは、 水上でトマト、ナスなどの野菜が湖上の浮き畑で栽 培さ
アジア・アフリカにおけるビジネスによる持 続可能な社

れています。これまで浮き畑の耕 地の拡 大や湖周辺の

会生 成をテーマとして研 究を行っています。私は、眞子

丘 陵 での 焼き畑 農 業や材 木の 伐 採 、地 域 住 民の生活

岳 研 究 員とともに平 成 2 9 年８月にミャン マ ー の イン

排水などにより湖の水質が悪 化されているとされてきま

レー湖周辺にて調査を行いました。

したが 詳細については明らかになっていません。そこで、

インレー湖はシャン州タウンジー県ニャウンシェ郡区

今回の調 査では、地 域住 民に対して聞き取りを行い、

にある淡 水湖です。表面積43.5k㎡の巨大な湖で現 地

水使 用形態について調 査を行いました。調 査は２地区

の住 民は伝 統的に湖上 生活を営んできました。特に、

で行いました。ひとつは織 物工 房を持つ比 較 的 裕 福な
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地区です。ここでは井戸水を引いてきており、地区で共

があり、地 域 経 済 の構 造の 分析 が 次のステップとなり

有する水のタンクがあり、それを利用したシャワーの設

ます。

備などが見られました。また、地 区の 一 部の家 庭 では

その他、丘陵での植樹の現場や浮き畑を訪れ 、現地

全自動 洗 濯 機 の利用も見られましたが、多くの家 庭で

の概 況を把 握しました。インレー湖の水質 悪 化には多

は湖で洗濯を行っていました。織 物工房では化学染 料

数の要因がありますが、ひとまず水質調査を進めるとと

を使用し、廃液は湖に流していました。もう一つの地区

もに地 域住民の水使用形態を明らかにすることで研 究

は比較的所 得の低いところで電気は引かれていますが

を進めていきます。

飲み水は雨水に頼り、水 浴びを湖で 行っていました。
洗濯は湖で行っていました。このように所得などによる
地 区の 格 差はあるものの 生 活 排 水や工 業 廃 水 はイン
レー湖の水質悪 化の要因である可能性が見出されまし
た。貧 富の 差 の 拡 大 が 水質 悪 化の 要 因である可 能 性

浮き畑の様子

織物工房付近の様子

インタビューの様子

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分、Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩 15 分

東洋大学国際共生社会研究センター

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金9：00～17：00）
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「誰一人取り残さない−No one will be left behind｣という
SDGsの理念と復興
“No one will be left behind”- a pledge of
SDGs and recovery from disasters

東洋大学国際共生社会研究センター 研究員
国際貢献テーマコーディネーター 松丸 亮

2015年９月に国連本部で開催された「国連持続可能
な開発サミット」において、「我々の世界を変革す

安心して暮らせるということが、地域や社会の発展から取り
残される人をつくらない最初の一歩であると言えよう。

る：持続可能な開発のための2030アジェンダ（2030ア
ジェンダ）」が全会一致で採択された。この、2030ア
ジェンダでは、「誰一人取り残さない−No one will be
left behind」を理念として、17のゴール・169のター
ゲットからなる「持続可能な開発目標（Sustainable
Development Goals：SDGs）」が設定されている。
SDGsは、ミレニアム開発目標（MDGs）の後継とされ
ており、MDGsにおいて残された課題やMDGsに取り組
んできた間に顕在化した格差や都市、地球規模の課題
などの解決を目指すものである。
筆者は、本センターが昨年（2017年）に出版した「持続
可能な開発目標と国際貢献－フィールドから見たSDGs－」
の中で、S D G sと防災の関係を整理したが、本 稿では、

インド洋大津波災害（2004年12月）により被災した直後のバンダアチェ
市海岸部ここには多くの住宅が立ち並んでいたが、津波によりほぼ壊滅。
（2005年1月、筆者撮影）

SDGsの理念と復興の関係について少し述べてみたい。
災害からの復興を考えたとき、
マクロな観点では、SDGs
の採択に先立つ2015年３月に仙台で開催された「国連防
災世界会議」で採択された「仙台防災枠組」に示された
「より良い復興（Build Back Better）」がSDGsの理念に
合致するものであろう。より良い復興は、災害前に比べて
安全な地域を構築したうえで、生計の向上や地域経済の
活性化、文化、環境など再生が行われることを目指したも
のである。ハード・ソフトの両面から防災対策を考え、レジ
リエントな社会をつくり人々から災害の恐怖を遠ざけること
で、すべての人が安心して暮らせるようになる。一人一人が
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復興が進んだバンダアチェ市海岸線の住宅地
（2016年10月、筆者撮影）

一方、ミクロな視点では、復興そのものから取り残

帰村する村民を見届け、2007年の大晦日に最後の仮設

される人を無くすということが、SDGsの理念に合致す

住宅住民として退去し帰村した。これは、一人の住民

る。災害はその地域が内包していたが顕在化していな

も取り残すことなく復興をするという長島先生の信念

かった社会課題をしばしば顕在化させる。そして、災

の表れであり、まさにSDGsの理念を体現したものであ

害からの復興過程では、顕在化した問題を抱える人々

ると言える。住民が戻った旧山古志村（現在の長岡市

（例えば、高齢者、障がい者、経済的困窮者、外国人

山古志地区）では、伝統的な産業である錦鯉の養鯉や

など）が復興から取り残されることになり、誰一人取

伝統的な催しである「牛の角突き」も復活し、生計や

り残さないためには、このような被災者への配慮が必

文化も含めた復興がなされたと言えよう。このような、

要となる。このような問題は、被災直後の避難所など

偉大な先輩の跡をたどりつつ、今後もSDGsの理念に基

でも発生する問題であるが、特に注意が必要なのは、

づいた防災・復興を考え、研究をすすめていきたい。

順調に復興にむかう人とそうでない人の間に大きな差
が生まれる、仮設住宅などの仮住まいから恒久的に住
む場所への移転の時期である。東日本大震災や熊本地
震の被災者はまさにこの時期に有ることから、復興か
ら取り残される人が出ないような配慮された施策が行
われることを期待したい。
ここで、復興において「誰一人取り残さない」とい
うことを10年以上も前に実践した、東洋大学のOBで前
理事長であり、2004年中越地震発生時に当時の山古志
村村長であった故長島忠美衆議院議員の例を紹介した
い。長島先生は、山古志村住民が全村避難した際に自
身も仮設住宅に住み、被災者の声を聞いてまわったと
言われている。また、先生は、被災から３年以上の間、
その間に衆議院議員に就任するも仮設住宅に住み続け、

復興した旧山古志村で復活した伝統行事「牛の角突き」。
毎年5月〜11月初旬にかけて開催されて、多くの観光客も訪れる。
（2017年11月筆者撮影）

≪国際シンポジウム開催報告≫

開発途上国における水道事業体の収益確保を目指した
技術協力と水ビジネスの展開
―第１回 無収水対策を中心として―
研究員

石井

晴夫

2018年２月19日東洋大学白山キャンパス２号館16階

きました。さらに、小平 基晴氏（東京都水道局 企画調

スカイホールにて、国際シンポジウム「開発途上国に

整担当部長）、富井 孝氏（横浜市水道局事業推進部

おける水道事業体の収益確保を目指した技術協力と水

長）、間宮 健匡氏（㈱日水コン 取締役・海外本部長）、

ビジネスの展開― 第１回 無収水対策を中心として

西澤 昭夫先生（東洋大学経営学部教授、東洋大学産官

―」を開催いたしました。基調講演者として、日置 潤

学連携推進センター・副センタ―長）にパネリストと

一氏（厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道計画指

してご参加頂き、水ビジネスについて議論を行いまし

導室・室長）、松本 重行氏（JICA地球環境部次長）、

た。また、フロアからも多くの質疑があり、幅広い議

土田 泰秀氏（東洋計器㈱ 代表取締役社長）にご登壇頂

論がなされました。

−2−

シンポジウムの様子

本研究センターは、開発途上国協力においてポスト

課題解決方策について幅広く議論いたしました。「水

MDGs (Millennium Development Goals) の新たな指

と環境問題」に対応するには、安心・安全な水をどう

標となる持続可能な開発目標S D G s（S u s t a i n a b l e

確保するのかの課題から、水資源の安定的な確保、水

Development Goals)の実施に向けた国際貢献のあり方

インフラ整備の主体と新たな維持管理手法の開発、さ

に関する研究と実践とを行っています。このため、研

らには、水をめぐる国際的な戦略や水ビジネスの展開

究対象地域も従来から活動してきたアジア地域にアフ

など、幾つもの分野にわたる複雑な問題を解きほぐす

リカ地域も加え、グローバル化時代に即した内発的発

ことが必要です。現代の水と環境に関する総合的な政

展を社会インフラの充実を通して実現する普遍的手法

策の立案は、国家間ではほとんど進んでいないのが実

の開発とその実践を目指しています。

情です。

研究内容を大別すると、①「社会・経済基盤形成の

国際共生社会研究センターでは、持続可能な水ビジ

研究」（特にこのための国際貢献）、②「社会形成の

ネスの発展を志向しつつ、文系・理系といった枠を超

ための人材育成研究」（特にアフリカを中心に幅広い

え、水道のスマート化による経営基盤の強化策はもと

分野）、③「ビジネスによる持続可能な社会生成の研

より、地域や国境を越えた課題解決を水ビジネスとい

究」（特に持続可能なビジネス）の３つのテーマから

う視点から、今後とも果敢にチャレンジし、地球全体

成り立っています。個別の研究においては相互に関連

の目標でありますSDGsの実現に貢献して参ります。

するとともに、早期の解決が迫られている具体的な課
題を取り上げ、関係機関などとの連携により、実践的
かつ具体的な成果を上げることを目的としています。
持続可能な開発が求められる中で、SDGsの実現のた
めには産官学の連携が必要であります。現在、世界中
で気候の変調や人口の増加、そして急激な工業化や開
発などに伴い、地球全体での「水と環境問題」（SDGs
ターゲット６や13）が顕在化しています。
本シンポジウムでは、地球レベルの現代的課題であ
る「安心・安全な水道の安定的な供給」に焦点をあて
つつ、国内での課題解決はもとよりグローバルな視点
から、特に海外で直面している「無収水対策」などの
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基調講演者による発表

≪海外研究報告≫

ミャンマー国インレー湖における水質に関する調査
― 水位について ―
研究員

眞子

岳

８月27日から８月31日の期間、ミャンマー連邦共和

砂の沈殿池を造るなど、低コストで実施できることも

国のインレー湖における水質環境及び湖上住民の水使

あります。このような対策が土砂流入量を軽減できる

用形態について調査を行いました。本研究センターの

ため、今後このようなことが流域内で実施できるかど

「持続可能なビジネス」グループは、「国際貢献」グ

うか現地住民と話し合いを行いながら、対策を考えて

ループと共にインレー湖の環境について研究しており、 いきたいと思います。
本調査では松行客員研究員（大阪大学）と現地調査を
行いました（松行研究員の研究報告は和文43号に掲載
されております）。
ミャンマーのシャン州タウンジー県ニャウンシュエ
郡区にあるインレー湖は、国内外問わず多くの人でに
ぎわっている観光地のひとつです。非常に注目されて
いる観光地であるために、観光開発が進み、ホテルや
飲食店などが次々に建設され、環境との共存ができな
くなっています。特に、野焼きや森林伐採により、傾
斜面にある土砂が雨によりインレー湖に流入し、イン
レー湖の水位が低くなっている問題があります。水位
が低くなることは、インレー湖を船で移動する住民や、
漁業の従事者に大きな影響を与えています。これ以上
水位が低下しないように現地住民は、インレー湖に潜
り、底から砂をかき出し、堆積した砂を船に積んで運

山肌の様子（土砂流入の原因の１つ）

ぶといったことをしていますが、非常に労力がかかり、
一艘や二艘のみでは焼け石に水であります。
今回の調査では、インレー湖内を約２km圏内毎に水
位を調査し、雨期と乾期との差を明らかにしました。
雨期と乾期では、前者の方が約１m水位が高く、豪雨
による土砂の流入も確認しました。山々に囲まれてい
るインレー湖への土砂の流入は、筆者の短い調査期間
でさえ、何度も見られたことから、雨期の土砂の総流
入量は非常に多いと考えられます。
この土砂の流入を防ぐために、土砂流入防止策や、
土砂堰堤のようなものを設置する必要があると考えま
す。しかしながら高価な土砂流入防止策などは造るこ
とが難しいことから、現地に適した技術（適正技術）
による建設が必要です。現地住民に経済的負担が少な
い技術は多くはありませんが、流入前に穴を掘り、土
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濁度が高いインレー湖

客員研究員とリサーチアシスタントの紹介
岡田

察する。近年、以前は見られなかった生業に関する組

未来（客員研究員）

織が存在するようになってきたのはなぜか。どのよう

SDGsのための公衆衛生に関する研究
2015年に採択された持続
可能な開発目標（SDGs）

な条件があったのか。農業協同組合を例として、生業
に関する組織化の成立条件を明らかにする。

は、MDGsと比較して、そ
の対象国・地域や分野・課

加藤

題が多様化、複雑化してい
る。うちゴール３（健康と

聡（リサーチアシスタント）

Public Private Partnership（PPP）を活用した開発
途上国の地域開発における民間企業の参入に関する研究

福祉）に関しては、MDGs

開発協力の実施におい

からの残された課題である

て、民間部門を含む多様

母子保健や感染症に加え、全ての人が生涯を通じて、必

な機関との連携やPPPの重

要な時に基礎的な保健サービスを負担可能な費用で受け

要性が謳われている。し

られることを意味するユニバーサル・ヘルス・カバレッ

かしながら、国レベルの

ジ（UHC）の推進が、エボラ出血熱のような公衆衛生

大規模な経済インフラや

上の危機への備えという観点からも世界的注目を浴びて

ハードインフラを対象と

いる。アフリカ諸国においても、2016年に開催された

したPPPと異なり、PPPを

第６回アフリカ開発会議（T I C A D V I）や2017年の

地域開発で活用するには、地方自治体が事業主体とな

UHCフォーラム等を通じてUHC推進にかかるビジョン

り、社会インフラやソフトインフラも事業対象となる

が提示されており、各国で取り組みが進められている。 性質上、特に事業規模が小さいという課題を克服する
研究ではUHC推進に重要な要素として、保健システム

必要がある。PPPの実現には民間企業の参入が必須であ

の観点から、アフリカ諸国の政策、戦略、開発パート

り、民間企業の参入には、「質」としての収益性に加

ナーの支援アプローチ等を調査し、課題を抽出する。

えて、「量」としての収益規模の確保が求められる。
本研究は、民間企業の参入の観点から、かかる課題の

柴田

克服に、我が国のPPP/PFIのさらなる推進のために議論

京子（リサーチアシスタント）

ミャンマーの農村開発における住民組織化に関する

が進む、複数事業を束ねる「バンドリング」という手
法の有効性と意義について検証を行うものである。

研究－シャン州の農業協同組合の事例から
本研究では、これまで
農村開発の分野で有効と

松島

恭範

（リサーチアシスタント）

されてきた参加型開発を

ケニア農村地域における小零細企業の持続的な経営

実現可能とする「住民組

手法に関する研究—ケニア一村一品プロジェクト支援

織化」について検討を行

農村企業の経営動向を事例として

う。様々な住民組織の中

ケニアでは、これまで

でも、プロジェクトの期

農村地域における小零細

間や範囲を超えて住民の

企業の育成を目的とした

生活向上に直接的、長期的に寄与する「生業に関する

活動が多く実施されてき

組織化」は農村開発のカギになると考える。研究の

たが、本研究は、その対

フィールドをミャンマーのシャン州に置き、これまで

象企業の現状を分析しつ

歴史的、地域条件的、外部・内部契機的に困難とされ

つ、より持続発展的な経

てきたミャンマーでの生業に関する組織化について考

営手法を研究するもので
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ある。特にケニアでは、小規模金融、生産技術、マー

ツールとなりえます（UN 2016）。ネパールおよび世

ケットアクセス、経営指導などサービスを提供する機

界の他の国々における貧困削減および不法虐殺のスラ

関（BDS：Business Development Service Provider）

ムのコミュニティ改善活動のためのコミュニティベー

が充実している特性が認められることから、小零細企

スの貯蓄およびクレジットツールについて研究してい

業とBDS機関との関係に着目し、持続発展的な経営手

ます。

法を考察していく。ケニアでは2008年より、日本の大
分県発祥の地域振興策である「一村一品運動」を実施

Le Thi Phuong Truc

しており、本研究は、同活動を通じて把握された、ケ

（リサーチアシスタント）

下水道利用による適正な料金設定に関する研究 —

ニア全国約200企業をサンプルとして分析を進める。

ホーチミン市を事例に
多くの途上国では、上

PURI BHAKT KUMAR （リサーチアシスタント）

水へのサービスの財源が

マイクロファイナンスによるコミュニティ開発研究

容易に得られる一方で、

この研究は主に、アジ

下水道へ設備投資や維持

ア諸国におけるマイクロ

管理のための資金調達メ

クレジットと女性エンパ

カニズムはほとんど注意

ワーメントの役割に焦点

が払われていない。筆者

を当てて研究しています。

の研究対象地域である

貧困は、世界の途上国に

ホーチミン市も下水道事

おける主要な課題の１つ

業は上水事業とは独立して扱うことができず、日本の

です。この世界のすべて

ように料金設定などはまだできていない。

の貧しい人々が、貧困問

上下水道の持続可能性を確保するための前提条件と

題から脱出する必要がありますが、それは単純ではあ

して、収入による適切な「料金設定」が重要であると

りません。しかしながら貧困から脱却できた例もあり

考えている。しかし、料金設定は下水道公社が直面す

ます。それは、バングラデシュでのマイクロファイナ

る最も重要な問題の１つであり、幅広い所得階級を含

ンスの事例です。バングラデシュにおけるマイクロク

む適切な料金設定する方法が重要である。料金設定に

レジットは、貧困削減に重要な役割を果たしてきまし

おいて、ホーチミン市民から必要とされるサービス

た。マイクロクレジットやマイクロファイナンスは、

（需要）などを分析し、適正な料金設定について研究

貧困と貧困を削減するための単一コミュニティ開発

を行っています。

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分、Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩 15 分

東洋大学国際共生社会研究センター

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金9：00～17：00）
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国際共生社会研究センターとSDGs

センター長

北脇秀敏

東洋大学国際共生社会研究センター（以下、
「センター」）
は、2001年の発足以来、国際社会が必要とする研究テーマ
に取り組んで来ました。研究対象地域は当初の「アジア」に
「アフリカ」が加わりました。主な研究テーマも共生社会の
実現、内発的発展の支援等を経て、現在では「アジア・アフ
リカにおける地域に根ざしたグローバル化時代の国際貢献
手法の開発」をプロジェクト名とし、持続可能な開発目標
（SDGs）の実現のために３つの研究テーマに取り組んでい
ます。各研究員は「国際貢献」
「持続可能なビジネス」
「イン
クルーシブ・アフリカ」の３つのテーマのどれかに所属し、
現地でのワークショップ、獲得した外部資金（三井物産環境

サンパウロの日系人街

基金研究助成）等によるフィールド調査、水ビジネスに関す
る公開シンポジウムなど多彩な活動を続けています。また

を派遣し、地球を一周する地域の大学間協定につなげるこ

毎年センター全体の行事として行う国際シンポジウムは海外

とに成功しました。これはセンターが目指すSDGs実現のた

から要人を招き、各国大使館やJICAのご後援も得て社会に

めの地理的な布石といえます。2018年度に行う国際シンポ

公開しています。これらのセンターの活動の詳細は毎回発行

ジウムはラテンアメリカを対 象としたものですが、これは

するニュースレターに記載されている通りです。

2020年度以降のセンターの挑戦の第一歩と言えるものです。

現在のセンターは、文科省の私立大学戦略的研究基盤

もう一つの挑戦は、その研究テーマです。現在センター

形成支援事業のスキームで2019年度を最終年度として運営

が取り組んでいるSDG sという巨大な目標は、一つのセン

していることもあり、2020年度以降の活動形態は未定です。 ターの手に負えるものではありません。しかしセンターでは、
しかし現在の活動をさらに発展させるべく検討を進めていま

2017年に「持続可能な開発目標と国際貢献 －フィールド

す。その重点事項の一つが活動地域のグローバル化です。セ

から見たSDGs」を上梓し、現在は2019年に発行する予定

ンターでは、アジアは言うまでもなく、過去に東洋大学として

の続編の編集を行っています。センターでは、分野横断的

の研究協力が十分とは言えなかったアフリカ（ケニア・ジョモ

にフィールドで研究を行う能力を持つ研究員が活発に活動

ケニヤッタ農工大学）、太平洋島嶼国（フィジー・南太平洋

していますので、今後も他の研究機関にないユニークな

大学）、ラテンアメリカ（ブラジル・サンパウロ大学）に調査団

研究に向けての挑戦を続けて行きたいと思っています。

サンパウロ大学と東洋大学の協定締結記念国際シンポジウム開催のお知らせ

アジアとラテンアメリカにおけるSDGsの実現に向けて－日本とブラジルの絆
日時：2018年11月23日㈮
14時より開場
会場：東洋大学 白山キャンパス 井上円了ホール

＊入場無料
＊詳細は随時HPに掲載いたします。

●サンパウロ大学、独立行政法人国際協力機構、東洋大学からの講演を予定しております。（演題調整中）

主催：東洋大学国際共生社会研究センター
※お申し込み：事務局宛にお名前、ご所属、お電話番号、ご出席を添えてお申込みください。

E-mail : cesdes@toyo.jp

TEL/FAX 03−3945−7747（火・木・金の９：00～17：00）
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≪海外研究報告≫

今年度のシンポジウム開催に向けて－サンパウロ大学との協定
客員研究員

金子

彰

３月10日より眞子研究員が合流し３月12、13日の準
備を行うとともに、11日には市内の移民博物館、日系
移民資料館、国際交流基金および東洋人街を訪問する
とともに国際交流基金資料室に本学関係出版、資料を
寄贈し展示を依頼した。
３月12日はUSPの新キャンパスである東キャンパス
を訪問、見学した。このキャンパスは環境など新しい
学科が置かれておりまた建物なども新しいデザインの
ものである。メインキャンパスとは鉄道などで結ばれ
ているが今後の発展が期待される立地である。その後
北脇センター長（左）とサンパウロ大学Neto副学長（右）

メインキャンパスを見学した後田代准教授など関係教

2018年３月８日から17日にかけて北脇センター長
（2018年３月８日から15日）、金子客員研究員（北脇
センター長と同じ）、眞子研究助手（３月10日から17
日）の３名はブラジル・サンパウロ市所在のサンパウ
ロ大学（USP：ウスピーと呼ばれる）と本学との協力
に関する合意文書について調印するとともに関連する
事項に関して協議を行うとともに、本年11月末に予定
している国際シンポジウムにおける基調講演の講師な
らび共同研究のための研究者の派遣を要請するために
ブラジル・サンパウロを訪問した。あわせて関係機関
の訪問、見学等を行った。
時差があるため同日３月８日にサンパウロ国際空港
に到着し、着後JICA担当者の案内によりJICAの支援に
より設立された市内の高齢者福祉施設を訪問し、施設
関係者から説明をうけるとともに派遣されている日系

員と懇談し今後の本学との協力の進め方について具体
的な意見交換を行った。なおメインキャンパスも広く
緑が多く快適であるが、留学生向けの寮はなく学外居
住とのことであった。
３月13日はUSPメインキャンパス会議室においてUSP
国際担当副学長Neto教授と東洋大学北脇副学長との間
でUSPと東洋大学との協力に関する協定の調印を行った。
その際本学北脇副学長より本学の概要説明を行うととも
にダブルディグリープログラムなど具体的な協力につい
て協議を行った。さらに国際共生社会研究センター主催
の国際シンポジウム（2018年11月23日）へのUSP講演
者２名の招聘を行う予定であることを説明し訪日につき
要請を行った。その後USPの日本文化研究所を訪問し菊
池所長他所員と面談し同研究所の概要ヒアリングおよび
今後の協力可能性の議論を行った。

社会青年ボランティア活動視察を行った。
３月９日は在サンパウロ日本国総領事館を訪問し、
総領事はじめ館員と面会し表敬および情報収集を行っ
た。この中で日本関係の行事の情報と合わせて本日
USPにて行われる留学説明会の情報提供を受けた。こ
のため総領事館訪問後市内にあるUSPメインキャンパ
スのUSP国際部を訪問し、関係教職員および日本の大
学より派遣されているコーディネーターと面談すると
ともに説明会における資料配布を依頼した。その後国
際協力機構サンパウロ出張所を訪問し所長および担当
者と面談した。特に日系社会ボランティアに関連する
現状について有益な情報を得た。

USPメインキャンパス
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３月13日をもって北脇センター長および金子客員研

学生がおりその中に入って学ぶことは大変有意義なこ

究員はサンパウロにおける用務を完了し、同日夜カナダ

とと考えられた。またブラジルは中進国であり特にサ

経由で帰国の途につき時差の関係もあり３月15日夕方

ンパウロはその経済の中心であることから生活条件も

帰国した。

整っており留学にも良い条件があると考えられる。さ

なお眞子研究員は残留し必要な資料収集などを行い

らに日系社会の存在がありこれを学ぶことは世界の中

３月15日夜アメリカ経由で帰国の途につき３月17日帰

でどのように活動していくかを学ぶ上で有益と考えら

国した。

れる。なおシンポジウムについては現在具体的に調整

以上短期間であったがサンパウロ大学は大規模な大
学で多様な教育研究が行われていることから、様々な

を行っているが当センターの研究テーマであるSDGsの
実現に向けて新たな視点が示しうると考えている。

≪世界持続的エネルギー会議・参加報告≫

COP21 パリからの道程と方向
客員研究員

久留島守広

１．COP21パリ合意までの動向
本世紀は「地球環境の制約下での成長の時代」で、
環境問題への人知の集約が必須といえる。
一方、世界のエネルギー消費は、中国・インドをは
じめとする開発途上国の人口増や経済発展による増加
は不可避で、今後の対応において低炭素型エネルギー
への転換、省エネルギーの推進は急務である。
地球温暖化国際対応・行動として、2009年コペン
ハーゲン開催COP15にて、産業革命以降の気温上昇を
2℃以内に抑えるべく採択されたコペンハーゲン合意は、
世界全体の長期目標等を定めたものではあるが、これ
は自主的目標であり、法的合意とは異なるもの。

同会合・会場風景（出典：筆者撮影）

そして第21回気候変動枠組締約国会合C O P21は、
2015年フランス・パリで開催、以下のような合意がな
され大きな成果をあげた。

決め、各国の目標や行動を５年ごとに提出・見直しを

それは、全ての温暖化ガス主要排出国に削減義務を

行う仕組みを構築したこと、そして、排出削減のみな

課す新たな枠組みとして「パリ協定」を制定、この全

らず、適応、損失と被害、技術移転、能力構築、資金

ての主要排出国を対象とした意義は大きく、京都議定

供与などについて、先進国の責任や役割はもとより、

書と異なり先進国のみならず中・印・墨・伯など多く

途上国の役割についても適切に盛り込んだ包括的な協

の経済大国も自主的な削減義務を負う。また主要排出

定となっている。しかしながら、目標達成自体に拘束

国にも、発展途上国の対策を支援する資金援助を任意

力はかからないため、各国の主体的な行動とその強化

に行うことなどに合意した。これらは2020年を目途と

に委ねられることになる。ただし、各国は政策措置を

し、さらなる削減努力について5年毎の政策評価が法的

実施すること及びその進捗を5年毎に評価する仕組みは

義務付けとされた。

義務付けられ、今後の低炭素社会構築へ向けた方向性
は明確である。今後は、このための政策・技術革新等

２．パリ協定の実施・展望について

が各方面より望まれ、低炭素型エネルギーへの転換、

同協定の重要な点は、地球の平均気温上昇を2℃未満
との目標のみならず、1.5℃未満に向けて努力する旨を

省エネルギーの推進等主導すべく、以下会合が開催さ
れた。
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また、当地大学教員及び欧州連合・エネルギー総局の

３．WSED2018について
3月1日～3日、オーストリア・ベルツ市他へ出張、同
市・市民ホールで開催の『世界持続的エネルギー会議

担当官他と、国際共生社会への方向・方策等につき意見交
換・討議等を行った。

WSED』に参加、『日本のエネルギー技術動向』に関

このように、欧州各国はパリ協定の着実な実施方策とし

し発表・討議等を行うとともに、併せて『若手研究者

て、本会合のような低炭素型エネルギーへの転換等に努め

研究発表』にて、バイオマス分野同研究につき、評価

ており、同分野に関し本センター事業等の情報発信を行う

コメントを行った。

とともに、研究者との情報交換に努めて参りたい。

≪海外研究報告≫

スリランカの知的障害者及び発達障害者への
支援に向けた実態調査
客員研究員

島野涼子

2018年2月にスリランカのコロンボ市周辺及びクル
ネーガラ市において、知的及び発達障害者の支援に向
けた実態調査を行った。コロンボ市周辺では、Ceylon
Biscuits Groupの障害者雇用部門でクッキーの工場であ
るSahan Sevanaの訪問と従業員4名の家庭訪問を行っ
た。そして、スリランカ全土で４カ所しかない知的及
び発達障害のある子供の療育センターであるC h i l d
Guidance Centerも訪問した。クルネーガラ市では、
クリアピテイア地区の障害児のセンター（デイケア）
及び併設の職業訓練所を訪問した。
S a h a n S e v a n aの訪問及び家庭訪問から、S a h a n
Sevanaで働くようになってから障害のある従業員たち
が自分に自信を持つようになったこと、お金を稼ぐこ

家庭訪問

とによって家族の中で頼る存在から頼られる存在へ変
化したこと、自立したいという気持ちが出てきている
ことなどの変化があることが分かった。彼らの製造し
ているHOPEクッキーもスリランカ国内で認知度が高く
なってきており、繁忙期には土日返上で仕事に励んで
いるようである。
Child Guidance Centerは４カ所しかない国営の療育
センターの一つで、知的及び発達障害児を０歳児から
受け入れており、幼稚園や小学校の通常学級及び特別
支援学校に行けるようにすることを目的としている。
授業中静かに座っていられること、教員の話を聞ける
ようになることが目安になっている。長きに渡って青
年海外協力隊員が関わっていることや、センターの代
表が本邦研修へ参加したこともあることから、日本の
療育センターを模範として運営されている。

クリアピティアの障害者施設での青年海外協力隊の活動の様子
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クルネーガラ市クリアピティア地区の障害児セン

の制作、裁縫、料理などを行っているが、市場に出せ

ター及び職業訓練所もまた、長きに渡って青年海外協

るような仕上がりには程遠く、自立していく段階にま

力隊員が関わっている。この地域の中では最も施設が

では達していないことが分かった。

整っており、目的はChild Guidance Centerと同様に学

今回の調査から、早期の療育段階から就学、就労に

校に行ける状態にすることであるが、なかなかそのよ

至るまで知的及び発達障害者の受入れ先が非常に少な

うな状態まで到達できない子供たちも多い中、職業訓

いことが分かった。これまでの調査を踏まえて、どの

練所が併設されているところが一番の特徴である。職

ような形でスリランカにおいて知的及び発達障害者へ

業訓練所ではスリランカの家庭で使われる玄関マット

の支援をしていくことが可能か検討する予定である。

研究紹介
客員研究員

岩崎真紀

客員研究員

宗教と移民に関する国際比較研究：イスラームとキ
リスト教を事例として

小野

悠

アフリカ・アジアにおけるインフォーマルな都市化
に関する研究

エジプト南部のミニヤ

私は学生時代にアフリ

という地方都市をフィー

カやアジア、中東、南米

ルドとし、ムスリムとコ

など約50カ国を旅し、水

プト・キリスト教徒の宗

や下水、電気といった基

教共存について、宗教学

本的な生活インフラサー

や中東地域研究の立場か

ビスが不十分ながらも、

ら研究してきた。現在で

人々が知恵を出し合い、

はこれに加え、欧米にお

自ら暮らしをつくり出し

ける宗教と移民という

ているような街に数多く

テーマに取り組んでいる。そのきっかけのひとつは、

出会った。博士課程では、そうしたスラムあるいはイ

2011年に起きた「アラブの春」と呼ばれる民主化運動

ンフォーマル市街地と呼ばれるような地域に部屋を借

にある。チュニジアで発生した民衆蜂起は、エジプト、 りて住まい、人々と暮らしを共にすることで、人と人
シリア、リビアなど多くのアラブ諸国に波及し、一部

との関係性の中に生まれた暮らしのルールを見出すこ

の国では長期独裁政権を終焉に導いた。この一連の民

とに努めた。画一的で味気のない近代都市において私

主化運動は、アラブ諸国内部の政治、経済、社会に大

たちが見失ってしまった暮らしのあり様や、都市との

きな変化をもたらしただけでなく、欧米諸国への移

関係性についてのヒントがあるのではないかと考えて

民・難民の大幅な増加という現在にもつづく大きな国

いる。

際問題の要因ともなった。こうした今日的状況がある

アフリカやアジアなどの途上国都市では、都市計画

一方、アラブ諸国は、移民として海外に渡る人々の歴

の枠外で都市化が進行している。こうしたインフォー

史も長く、今では欧米で活躍するアラブ系移民の第2世

マルな都市化は、一見すると無秩序で無規制な現象に

代や第3世代の姿も頻繁に見受けられる。本研究は、欧

見えるが、実際には社会的秩序によって規制され、そ

米のアラブ系移民のなかでも、エジプトの人口の約10

の土地の文脈に応じた制度を発達させていることが分

～15％を占める宗教的マイノリティであるコプト正教

かってきた。インフォーマルな都市化の実態を実証的

徒のうち、カナダやフランスに移住した人々に焦点を

に明らかにし、コミュニティが持つ都市居住の知恵を

あて、彼らがディアスポラとして異文化にどのように

都市計画に落とし込むことで、地域に根ざした都市計

適応しつつ、みずからのアイデンティティを保ってい

画のあり方への示唆を得たい。

るかの調査研究を行っている。

−5−

リサーチアシスタント

調査結果によると、ゴミ問題を意識するものの、実際

周可

中国における都市生活ゴミの削減・分別に対する国

に分別などの行動をしていない人が多いことが分かった。
つまり、ゴミ問題を解決するためには、国民への意識付

民の意識に関する研究
中国では90年代以降、
経済の発展に伴って国民

けと同様に、実際に行動に向ける何らかの方策が必要で
あると言える。

の消費水準が高まり、都

博士前期課程では、中国湖南省の長沙市を例として、

市化の進展が加速した。

長沙市市民を対象としてアンケート調査を実施し、ゴ

それに連れて都市人口が

ミ問題に対する長沙市の市民意識を把握して、それら

増加し、都市ゴミの量が

の意識に影響を与えている要因を明らかにすることを

年々増える傾向にある。

試みた。なお、研究ではゴミ減量・分別行動に関する

にもかかわらず、これら

要因について因子分析を実施したが、環境に配慮した

を処理するための施設は

行動の規定因モデルの構築までは行えなかった。

十分に整備されておらず、「垃圾包

城市」（大量の

本研究では、計画的行動の理論に基づきながら、前

ゴミで都市が囲まれてしまう状態）という言葉がよく

述したようにギャップがある中国の市民意識を調査・

使われるように、環境汚染と土地資源浪費などの深刻

分析し、ゴミ削減と分別に対する市民意識を環境に配

な環境問題が生じているという現状がある。ゴミの排出

慮した行動と結びつける方策を提案することである。

削減や資源化を促進していくことが課題となっている。

今後研究内容として、まず、博士前期課程の時に

近年、政府は生活ゴミの処理を重視し始め、2000年

行ったアンケート調査結果に対して、共分散構造解析

ごろから北京、上海、広州、深センといった大都市で

を実施し、日中の先行研究と比較して目標意図に影響

試験的に分別収集が導入されたが、他の中小都市には

を与える要因についてその違いを検討する。

ほとんど実施されていない。このようなことから、中

また、長沙市ではまだ実際に分別が行われておらず

国の都市生活ゴミの問題の深刻化と、それに対する国

分別行動の実施の有無が確認できないため、分別が導

民の関心度を調査するため、2015年11月にSNSサービ

入されている中国の北京市でも、調査を実施する。

スであるWECHATを利用して、中国国内に在住する中
国人の意識調査を試験的に行った。

それらの結果から、中国におけるごみの分別収集の
推進について、効果的な方策を提案する。

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分、Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩 15 分

東洋大学国際共生社会研究センター

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金9：00～17：00）
国際共生社会研究センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、リサーチアシスタ
ント、事務局員等から構成されております。これらの組織を中心に、センターでは先進国や開発途上国の専門家を
海外から招聘して行う国際シンポジウムやワークショップを毎年開催しております。また国内に向けた市民や実務者
むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュースレターの発行、年次報告書の発行を
行っております。これらの報告書はセンターのウェブサイトからダウンロードが可能です。是非、本センターのウェブ
サイトをご覧ください。
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平成最後の年末に思う
テーマコーディネーター・研究員
この原稿は、平成最後の年末、平成30年12月がそろ

松丸

亮

で、すべての国の持続的発展を目指したSDGsが提唱され、

そろ終わろうという時期に書いている。平成という時 代

その目標達成のため、目標間のインターリンケージな取り

は1989年１月に始まり、2 019年４月に終わる。元号は

組みを含む様々な取り組みが行われているところである。

人 為 的な歴 史の区切りであるが、それでもなにか 一つ

このような時代背景の中、センターは、2001年に設立

の時 代を象徴するようなところがある。ある一つの時 代

された。改めて2 0 01年以降の身の回りの情 勢をみると、

の区切りがつくということが分かっている珍しい機会な

イラク戦争、インド洋大 津 波災害、リーマン・ショック、

ので、国 際 共 生社会 研 究センター（以下、センター）の

東日本大震災などがあり、どちらかというとあまり明るい

視点で平成という時 代を振り返ってみたいと思う。

話題のなかった時 代だといってもよいかもしれない。一

平成が 始まった1989年の秋、ベルリンの壁が崩壊し

方、開発の文 脈でみると、前述のようにセンターが 経 験

た。ベルリンの壁の崩 壊はその後の米ソ冷戦の終 結に

してきた時代はまさに、M D G sの提唱・実施からS D G s

つながり、19 91年にはソ連が崩壊している。19 9 9年に

へ展開された時期であり、アジア中心だった日本の開発

はヨーロッパ 統 一 通 貨 であるユーロが 導入され 、ヨー

支援がアフリカなどへ拡大するとともに人間の安全保障

ロッパの経 済 圏が 確 立したが、共生センターが 設 立さ

など質的にもシフトしてきた時期に重なっている。

れた2 0 01年には9.11米 国同時 多 発テロが 発生し、そ

センターは2001年の設立当初は、生活環境の改善など

れ以降、今でも世界はテロの脅威にさらされている。日

工学分野をカバーする、当時はわが国でほぼ唯一の「技術、

本では、1991年のバブル崩壊以来、失われた20年と呼

経済、社会、
マネジメント等が融合した開発系大学院」であ

ばれる長期の経済の停滞・デフレ期間が 続き、不安定

る東洋大学大学院国際地域学研究科に設置されていた。

な雇 用や就 職 氷河 期などといわれる時 代を経 験してい

設立当初から国際地域学研究科の特徴を生かした学際

る。現在は経済が回復傾向にあるとはいえ、それを実感

的・分野横断的な体制で特にフィールドに根差した研究を

できるのは、依然として限られた範囲にあるといえよう。

行ってきているが、それは、MDGsや日本の支援の質の変

日本の国際協力の立場からみたこの時 代の大きな変

化といった時代を先駆け、また、時代の要請に叶ったもの

化は、ソ連崩壊とともにはじまった東欧諸国への支援開

であったといえよう。実際、設立当初アジアを中心としてい

始、世界一のO DA供 与国からの陥落、新興支 援国（例

たフィールドは、アフリカ・東欧・中南米と拡大し、現在で

えば、韓国や中国）の台頭といったことがあげられる。東

は、SDGs達成に向けた国際貢献のあり方に関する研究と

欧諸国へのO DA供与やアフリカ重視の援助戦略などを

実践を行っており、今後はその展開としてSDGsの目標間の

背景として日本の支援は、地域的な拡大が進んだ半面、

リンケージを重要視した研究を行っていく予定である。

予算上の制約もあり、2000年代に入ると世界一のO DA

このようにセンターは、平成という時 代の後半を幅広

供与国から陥落し、支出総額ベースでアメリカ、イギリス、 い地 域 でフィールドに根 差した研 究を展 開することで
ドイツに次ぐ4位（2015年）という状況になっている。

開発分野の研 究に貢献してきた。

また、世界的な視点で国際開発・国際協力の分野を見る

平成の次の新しい時 代でも、時 代の一歩先を行き、

と、平成の後半からは、MDGs、SDGsといったグローバル

フィールドでの成果を重視するというセンターの伝統を引

目標の時代であった。2000年から2015年までは、極度の

き継ぎ、さらなる発展を目指していく。そして、将来的には、

貧困と飢餓の撲滅などを目指し、全国連加盟国193ヶ国と

センターが開発研 究分野の日本における世界的な研 究

23の国際機関が目標達成に合意したM D G sが途上国開

拠点・知の拠点となっていくことを新しい時代に向けたセ

発のグローバル目標となった。現在は、それを継承する形

ンターの目標に据えて今後も研究活動に励んでいきたい。
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≪国際シンポジウム開催報告≫

アジアとラテンアメリカにおけるSDGsの実現に向けて
―日本とブラジルの絆―
研究員

岡本

郁子

東洋大学国際共生社会研究センターは、国際シンポジウ
ム「アジアとラテンアメリカにおけるSDGsの実現に向けて
―日本とブラジルの絆―」
（共催：東洋大学大学院国際学
研究科、東洋大学大学院国際観光学研究科、東洋大学国
際学部、東洋大学国際観光学部、東洋大学社会学部、後
援：独立行政法人 国際協力機構、駐日ブラジル大使館）
を2018年11月23日に井上円了ホールにて開催しました。
本年の国際シンポジウムでは、ラテンアメリカ、特にブラ
ジルに焦点をあてながら、SDGsの実現に大学、国際援助
機関、あるいは日系社会がどのような役割を果たしてきて
いるのか、また果たし得るのかを検討し、知見を共有する
会場の様子
ことを目的としました。
駐日ブラジル大使館のGabriera Resendes参事官のご 「日系コミュニティの SDGs 活動への貢献」
挨拶の後、サンパウロ総合大学のFlavio Hourneax教授、 紀 葉子 （東洋大学 社会学部教授）
ブラジルの日系コミュニティの変遷、とりわけそこに住む
橋本（市里）りか・シルレイ教授、休憩をはさんで国際協力
機構の吉田憲氏と山本美香氏にご講演いただきました。当 日系人が直面してきた諸課題をご報告いただきました。変
日は祝日だったこともあり、本学の学生、教職員、そして一 貌をとげるブラジル社会のなかで葛藤や世帯間ギャップが
生じていること、またいかに日本的な美徳や日本語を伝承
般の方々も含め約600名の参加をいただきました。
するかに苦慮していること、さらに若い世代を中心とする現
各講演者の講演概要は以下の通りです。
「ブラジルにおける国連の持続可能な開発目標－大学に 代日本社会との新たな関わりが生まれると同時に、日系一
世が高齢化していくなかで日系コロニアが受け皿になって
できる国際貢献とは？ー」
Flavio Hourneax （サンパウロ総合大学 経済学部経済
いることなどを紹介いただきました。ご講演の中で使用さ
れていた、日系コロニアを代表するイラストレーター田中慎
学科 教授）
サンパウロ総合大学は1934年に設立された、300の学 二氏のイラストは、これらの日系社会の問題を端的に表す
部プログラム（学生数約６万人）、222の大学院プログラム 大変印象深いものでした。
（学生数３万人）を有するブラジル随一の総合大学です。 「日本人移民の意義と国際協力」
SDGsの達成に向けて、大学は知識、学習機会の提供、デ 吉田 憲（独立行政法人 国際協力機構 中南米部次長）
モンストレーション等の各局面で役割を果たすことが可能
日本の南米移民政策が立案された社会・経済的背景、
であり、その中でサンパウロ総合大学がどのような具体的 実際の移民の渡航の様子や移住先での生活を概観した後、
な取組みを行っているのかを詳細にご紹介いただきました。 日本が行ってきた様々な国際協力の具体例（たとえばセ
「ブラジル日系社会の貢献と持続可能な開発目標」
ラード開発）をご紹介いただきました。現在は日系社会に
橋本（市里）りか・シルレイ（サンパウロ総合大学 教授） 対する協力にも重点がおかれ、とくに若年層の育成、たと
橋本教授はサンパウロ総合大学にて日本語を教えてい えば大学院の設置、海外留学支援などに力をいれられてい
らっしゃいますが、学生の日本語学習の動機が20世紀から ます。こうした国際協力の取組みを通じて、日系社会そのも
21世紀にかけて変化したとされます。すなわち、20世紀は のとのつながりだけでなく、そこを窓口としたラテンアメリ
好奇心・オリエンタリズムなどの影響、就職への有利性、ア カ諸国とのさらなる関係深化を目指されているとのことです。
ニメ・ゲームなどのサブカルチャーへの関心などが中心 「日系社会青年海外協力隊プログラム」
だったものが21世紀になって経済力だけでなく、日本文学 山本美香（独立行政法人 国際協力機構 青年海外協力
などより深い文化や思想への尊敬の念が含まれるように 隊事務局 事務局長）
なったとのことです。そのようななかで、無駄使いをよしとし
国際協力機構の青年及びシニア海外協力隊プログラム、
ない「もったいない」という概念の日系社会への浸透や、日 特に日系社会に対する協力隊員の派遣の概要の後、日系
系人特性の誠実さや忠誠心がSDGs目標の達成に貢献し 社会をターゲットとする協力隊員の具体的な活動内容を実
ていることを強調されました。
際に活動されている隊員の方々の声を交えながらご紹介い
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ただきました。これらの日系社会への協力隊派遣は日系社
会の経済社会発展を促すと同時に、日本的な考え方や行

動様式への理解を深め、また将来を担うリーダーの育成を
目指して行われているとのことでした。

≪特別セミナー開催報告≫

SDGsと社会的包摂：社会的不利な状況にいる人のエンパワメント
研究員

2018年11月29日に、特別セミナー『Discussing Social
Inclusion from the perspective of SDGs:Empowerment
of persons facing social disadvantage（SDGsと社会的
包摂：社会的不利な状況にいる人のエンパワメント）』を開
催しました。
情報処理・通信技術が想像を超える速さで発展し、急
速に変化する地球社会の中で、人とひととが働き、生産
し、生活を支えあう社会保障システムは、あり方の根本的
な見直しを迫られています。その中で、個人の特性のため
に「障害者」として位置づけられ労働市場システムから排
除される人びとに対して、社会がどのように向き合い包摂
していくのかという問題は、誰もが真剣に考えなければな
らない命題になっています。とりわけ、社会の持続可能な
発展を目指すことが世界的な目標となっている中で、人
びとを包摂していく社会の構築は、発展途上国、先進国
共通の課題といえるでしょう。このような状況の中で、この
セミナーは障害のために社会的に不利な状況に置かれる
ことに対して、どのように考え、どう向き合っていくべきか
について、先進諸国から発展途上国まで包含する幅広い
視点から検討していくことを目指して開催されました。
セミナーは、基調講演とパネル・ディスカッションを行
いました。基調講演では、障害者の社会的状況に関する
研究の世界的第一人者であり、国際社会学会 ISA 副会
長、国際社会保障学会 FISS 共同代表を歴任されている
ビョルン・ヴィンデン教 授が『社会的包摂と持続可能な
福祉：グローバル社会における相互に関連する二つの課
題』をテーマにお話しいただきました。同教授は、東洋
大学国際学部・大学院国際学研究科がオスロ首都大学
と学術交流協定を締結したことを記念し、短期招聘教授
制度で本学に滞 在していたところです。基調講演では、
ヨーロッパにおいて若年層が失業をきっかけに長期的な
社会的排除の状態におかれていくこと、とくに一定の規
模をもつひきこもり（N EETs）が労働不能としていわゆる
障害者と同様の位置づけで経済活動から疎外されていく
こと、日本では女性が経済活動から疎外されている傾向
にあること、この層の社会的包摂が持続可能な発展のた
めに重要であること、そのためのエンパワメントの必要性
が指摘されました。一方、SDGs への取り組みにおいては、
日本が積極的に取り組んでいること、これに対してノル
ウェーの動きは消極的であることも紹介されました。
続いて、パネル・ディスカッションでは、３人のパネリス

藪長

千乃

会場の様子

トがそれぞれの活動実践を基に話題提供し、討論を繰り
広げました。まず、障害平等研修で発展途上国を中心とし
た世界的ネットワークを作り上げている国際協力機構の久
野研二氏は、
「社会的包 摂と障害をめぐる土台としての
『障害の社会モデル』：その理論と実践」というタイトルで、
障害は社会環境によって生み出され存在する、という障害
の社会モデルの視点から社会的包摂に取り組む必要性に
ついて分かりやすく解説しながら提言しました。続いて、本
センター客員研究員であり、スリランカで障害者支援にあ
たってきた実践家でもある島野涼子氏から、スリランカで
の経験をもとに「障害者のエンパワメントとキャパシティ・
ディベロップメント：心のバリアが与える影響」というテー
マで、既存の価値観や社会通念・規範が偏見や無意識の
うちに多数派に都合の良い社会を作り上げ、排除の構造
を生み出していることを紹介し、社会的包摂にあたってこう
した心のバリアを取り除いていくことの必要性を指摘しま
した。最後に、南アフリカ共和国で障害平等研修のシニア
インストラクターとして活躍し、またA BEイニシアティブで
来日し東洋大学大学院国際学研究科博士前期課程に在
学中のンゾ・ズキスワ氏が「J ICAと南アフリカにおける障
害者主流化プロジェクト：障害者の持続可能な発展に向
けて」というテーマで、母国南アフリカ共和国における実
践活動とその課題について、障害を持つ当事者として、さ
らにエンパワメントに取り組む実践家としての視点から報
告しました。３人の報告者からの話題提供の後、ヴィンデ
ン氏からのコメント、フロアからの質問を受けてエンパワメ
ントの在り方についてディスカッションが行われました。
なお、このセミナーは、東洋大学大学院国際学研究科
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と共催で開催されました。また、新設された東洋大学ウェ
ルネスセンター、東洋大学福祉社会開発研究センターの
後 援を 受けました 。当日は 、南 アフリカ大 使 館 やノル
ウェー大使館、JICA、株式会社ミライロなどのご協力をい
ただき、多くのお客様に聴きに来ていただきました。また
授業の一環として留学生を中心とした多くの学生が参加し

ました。示唆に富む議論とともに、フロアの聴講の皆様に
も積極的に質問をいただき、充実したセミナーとなりまし
た。多くの皆様にご協力いただき盛会となりましたことに
この場をお借りして感謝を申し上げます。
なお、シンポジウムの記録等は整理して今後の研究に
活用される予定です。

循環型社会構築に向けた岩手県紫波町の取組み
研究員

2018年９月19～20日にかけて、岩手県紫波町において、
地域の循環型社会構築に向けた取組について、岡本郁子
研究員とともに調査を行った。紫波町は公民連携による駅
前開発を推進したオガールプロジェクトで知られるが、実
は1990年代より、地域の循環型社会構築に向けた取組を
推進しており、その経験がオガールプロジェクトにおいても
様々な形で発揮されている。
今回の訪問では、紫波町役場企画課、情報交流館（紫
波町図書館）、
（株）オガール紫波から、オガールプロジェ
クトの概要を伺うとともに、持続可能な地域の社会経済シ
ステム構築に向けた合意形成の仕組みづくりについて、町
内３か所の地域を訪問してお話を伺った。
紫波町では町民の寄付を2.7億円集めて長年の悲願だっ
た紫波中央駅を整備するが、それに伴う駅前開発が財政
難でとん挫することとなり、その後「公民連携」によるプロ
ジェクトへと舵をきる。役場公民連携室は庁内の各課と調
整を図るとともに、住民説明会や参加型ワークショップを
はじめ、多様な手法を駆使して町内の意見を整理し、町の
将来ビジョンの策定へと結びつけていった。その後、公民
連携基本計画が議会で承認されると、専門家からなるデザ
イン会議を設け、その実現に向けた空間整備や制度設計
の検討が行われている。
オガールプロジェクトには、エネルギー循環や地産地消
の理念が盛り込まれている。エリア内は町内の間伐材等に
よるチップを利用した熱供給システムが整備されており、
駅前町有地の住宅は、このシステムを利用することとあわ
せて、町産材を利用した、地元業者による（紫波型エコ住
宅）施工が要件とされている。また、紫波町の農業は多品

沼尾

波子

紫波型エコ住宅の街並み

目を特徴とすることもあり、全国的にも早い時期から各地
区に直売所がつくられた経緯があり、オガール内にも町内
で10番目となる「紫波マルシェ」が入り、生産者が会員と
なって、地元農産物や加工品等を販売する仕組みが構築
されている。
オガールエリアへの来 場 者数は年 々増 加しており、
2016年度には95万人に達している。現在、紫波町では、
中央地区におけるこうした賑わいを東部・西部の中山間
地域に広げ、循環型の社会経済ネットワークを密にしてい
くべく、新たな展開を進めている。旧街道沿いの日詰地区
で空き家リノベーション再生事業を展開するほか、人口
減少が進む赤沢地区では小さな拠点を構築し、様々な事
業を転換する取 組を進めている。また古舘地区では、公
民館を拠点として、地域活動のさらなる展開を模索してい
ることが確認できた。

SDGsについてのわが国国内における議論
客員研究員

わが国においても政府としてのSDGsの取組が方向づ
けられたこともあり、日本国内の計画やその実践につ
いても様々な角度からSDGsとの関連が議論されるよう

金子

彰

になってきた。これらに関して2018年９月に福岡市で
開催された日本計画行政学会第41回全国大会は下記の
通りSDGsを大会テーマとしてこれに関する講演やワー
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クショップが行われ、筆者も参加したので、その概要
を簡単に報告する。詳細は『日本計画行政学会第41回
全国大会「環境・経済・社会の統合的向上と計画行
政—SDGsを見すえて—」研究報告要旨集（第2版）』
（2018/７）がWebで公開されているので参照されたい。
http://www.japanpa.jp/cms/wp-content/uploads/2018
abstracts_2-1.pdf
（最終閲覧2018/11/27）
1. 特別講演
演題：国際NGO・オイスカ西日本研修センター50年
の歩みとSDGs実現へのとりくみ
—人々が違いを超えて存し、自然と調和して
生きる世界をめざして—
2. 基調講演
演題：環境・経済・社会の統合的向上：SDGsと新国
富指標の活用
3. シンポジウム
テーマ：環境・経済・社会の統合的向上と計画行政
—SDGsを見すえて
本シンポジウムにおいては行政（国、県、市）および企
業における環境を中心とした計画とその実践について報
告がなされた。
4. ワークショップ（以下筆者が参加したもののみを示す）
４－１ ワークショップC
テーマ：地方自治体政策へのSDGsの実装に向けて

本ワークショップにおいてはSDGsを地域の行政
の中で実現していくために、多様なセクターが参
加し、単なる計画ではなく行動により根付かせて
いくことの重要性が述べられている。
４－2 ワークショップD
テーマ：SDGsと交通まちづくり
本ワークショップは宇都宮市のLRTプロジェク
トをケースとしてとりあげ、自動車から公共交通
への転換をいかに実現させるかを議論している。
４－3 ワークショップE
テーマ：世界農業遺産とSDGs
—計画行政と地方創生への反映—
本ワークショップは社会や環境に適応しながら
幾世代にわたり形づくられた伝統的農業を認定し
たものであり農業生産と文化、ランドスケープ、
生物多様性などが結び付いたものでありSDGsの具
体的な事例である。
以上の講演やワークショップの内容は、ほぼ日本国
内におけるSDGsへの取組であり途上国を中心とした当
センターのS D G sへの取組とは異なる面もあるが、
SDGsは先進国も含めてその実現に取り組むこととされ
ており、当センターの研究活動に多くの示唆を与える
ものと考えられる。

独エネルギー機関DENA年次総会参加報告
― COP21からの道程と方向 ―
客員研究員

1．地球温暖化問題とCOP21パリ合意
本世紀は「地球環境の制約下での成長の時代」で、環境
問題への人知の集約が必須といえる。
この状況の下、地球温暖化国際対応・行動として、世界
の注目を集めた第21回気候変動枠組締約国会合COP21
は、2015年フランス・パリで開催、以下のような合意がなさ
れ大きな成果をあげた。
それは、全ての温暖化ガス主要排出国に削減義務を課
す新たな枠組みとして「パリ協定」を制定、全ての主要排出
国を対象とした意義は大きく、先進国のみならず中・印は
じめ多くの経済大国も自主的な削減義務を負い、さらに発
展途上国の対策を支援する資金援助を任意に行うことなど
に合意した。
筆者も、行政サイドとして1997年京都会合COP3から毎
年参加しているところ、全世界が一丸となった同会合はま
さに圧巻であった。
同協定の要点は、地球の平均気温上昇を産業革命以降
２℃未満に抑えるとの目標はじめ1.5℃未満に向けて努力
する旨を決め、各国の目標や行動を５年ごとに提出・見直

久留島

守広

アルトマイヤー・独連邦経済エネルギー大臣講演
同会合・会場風景（出典：主催者提供）

しを行う仕組みを構築したこと、また排出削減のみならず、
技術移転、能力構築、資金供与などについて、先進国の責
任や役割はもとより、途上国の役割についても適切に盛り
込んだ包括的な協定となっている。
２．パリ協定の下での産業界の展望
このように、新しい世界のルールとして低炭素社会構築
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へ向けた方向性は明確で、今後はこのための政策・技術革
新等が各方面に望まれ、欧州各国はじめ世界の産業界は
既に着々と先手を打ちつつある。
同協定の下、世界で低炭素、脱炭素社会に向けた動きが
本格化したことにより、多くの産業にとり新たなリスクや機
会が生じると思われる。
とりわけ、産業界において上記目標達成のために省エネ
ルギー・燃料転換が進められることから、化石燃料関連事
業の収益性ならびに資産価値の劣化リスクが拡大するとの
指摘がなされ、金融・投資業界の視点からは、資産価値
が毀損するとの指摘（座礁資産と呼ぶ）もなされている。
３．独エネルギー機関DENA・年次総会について
2018年11月26日～27日に独・ベルリンにおいて上記
会合に参加し、
「都市とコミュニティの脱 炭 素化：エネ

ルギー転換とは」のパネルにて発言した。今回の会合で
は、特に都市計画・建築・交通分野における都市の政策
に焦点があてられ、独・各地の専門家からその先進的な
動きを紹介するとともに、その推 進方策、規 模・範囲の
拡大等につき議論がなされた。
また、当地JETRO、産業人、大学教員及び欧州連合
エネルギー総局の担当官他と、国際共生社会への方向・
方策等につき意見交換等を行った。
このように、欧州各国はパリ協定の着実な実施方策と
して、本会合のような省エネルギー・新エネルギーをはじ
めとする低炭素型エネルギーへの転換等に努めており、
同分野に関し本センター事業等の情報発信を行うととも
に、研究者等との情報交換に努めて参りたい。

自己紹介
リサーチ・アシスタント

湯浅 岳史
このたびリサーチ・アシスタ
ントとしてセンターの 一員と
なった湯浅です。この９月に博
士 課 程１年に入学し、ミャン
マー・インレー湖の環境改善
をテーマとした研究に従事して
います。よろしくお願いいたし
ます｡
私の専門は水環境です。大
学では、琵琶湖の水質形成機構の解明をテーマに研究し
ました。1997年にパシフィックコンサルタンツ株式会社に

入社、河川部に配属となり、以降も水環境を中心に、防災・
治水、水資源、水域生態系、親水、流域管理など広く国内
外の水問題に関わってきました。６年前に本社経営企画部、
ついで本年グローバル事業本部に異動となり、少々専門と
は離れた業務内容に従事していますが、心は「生涯水商売
人」です。
趣味はアウトドア全般、特にランニングと登山が好きで、
週末は野山を駆け回っていることが多いです。もう一つは
旅をすること、旅先で新しい発見をすること。研究で現地
に行った際は、水環境の視点のみならず、そこに暮らす人々
やコミュニティと触れ合う機会を持ち、新しい発見を研究に
も活かしていきたいと考えています。

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分、Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩 15 分

東洋大学国際共生社会研究センター

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金9：00～17：00）
国際共生社会研究センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、リサーチアシスタ
ント、事務局員等から構成されております。これらの組織を中心に、センターでは先進国や開発途上国の専門家を
海外から招聘して行う国際シンポジウムやワークショップを毎年開催しております。また国内に向けた市民や実務者
むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュースレターの発行、年次報告書の発行を
行っております。これらの報告書はセンターのウェブサイトからダウンロードが可能です。是非、本センターのウェブ
サイトをご覧ください。
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国際共生社会研究センターの新たな始動に向けて
センター長

北脇

秀敏

東洋大学国際共生社会研究センター（以下、センター）

センターにとって2018年度最大の出来事は東洋大学重

は2001年度の設立時より、開発途上国を主なフィールドと

点研究推進プログラム（以下、重点研究）の公募に採択さ

して社会的な問題の解決に実践的に寄与するための研究

れたことです。重点研究は、本学の「東洋大学重点研究戦

を進めてきました。2015年からは文部科学省の私立大学

略」を具体化し、本学のブランドとなり得る先端的かつ独

戦略的研究基盤形成支援事業（以下、戦略基盤）による支

創的な研究プロジェクトを大学として支援するために設立

援を受け、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献す

されたプログラムです。現在の戦略基盤は2019年度の第3

るための研究活動を行ってきました。センターではその過

四半期で主な活動を終了しますが、2019年度後半から

程で海外の研究機関との提携や、研究員が所属する国際

2022年度末までは重点研究により具体的な活動を世界規

学研究科が受け入れてきた途上国政府の公務員等への研

模で行う予定です。重点研究のプロジェクト名は「開発途

究指導やフィールド研究等を通し、強固な世界的研究ネッ

上国における生活環境改善による人間の安全保障の実現

トワークを構築して来ました。2018年度は、センターではブ

に関する研究」で、いままでより一層SDGsの実現に重点を

ラジルへの移民110周年の記念となる国際シンポジウムや

置き活動を始動させます。研究のビジョンは“TOYO SDGs

福祉関係の国際ワークショップ開催など、多くの活動を行

Global 2020-2030-2037”の名の下、本学のビジョンで

いました。こうした研究活動から得た知見をまとめた書籍

あるBeyond2020の理念に則り、SDGs目標年次の2030

「国際貢献とSDGsの実現 －持続可能な開発のフィール

年を超えた2037年（創立150周年）に、本学の国際開発

ド」を2019年度に朝倉書店から発行する予定です。

研究が世界に通用するブランドとなることを目指します。

東洋大学国際共生社会研究センターのネットワーク
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センターの研究が他の多くの研究と異なる点は、SDGs

るとともに、産官学連携を促進して来ました。今後こうした

の実現に求められるインフラ建設を始め、経済、社会、
マネ

外部との連携をさらに強めるため、新たな案件形成のため

ジメントまでSDGsの多くの目標の達成のために途上国の

の現地事前調査等を行うなど、センターがプラットホームと

フィールドに根ざした実証を行うところです。途上国で必要

して機能することを目指したいと思います。また、研究成果

とされているような深刻な生活環境の問題や貧困の軽減と

を分野横断的に発信する書籍の執筆や国際シンポジウ

いった視点を持ち、人間の安全保障の実現に尽力したいと

ム・ワークショップ開催、外部との協定締結、産官学連携

考えています。これまでもセンターは、研究を実施するため

を行うとともに大学院生やポスドクの人材育成にも努めて

に科研費、JICA資金、民間助成金等の外部資金を活用す

行きたいと考えています。

TOYO SDGs Global 2020-2030-2037構想

ミャンマー・インレー湖の保全と観光業に関する調査報告
研究員

藤稿

亜矢子

去る11月25日～12月１日に、ミャンマーのインレー湖周

ている。このような場所では、自然保護を最優先とした観

辺において調査出張を実施した。本調査は、国際共生社

光のみが行われなければならないが、近年のインレー湖の

会研究センターとNPO法人地球市民の会（在ミャンマー）

環境悪化を鑑みると、観光産業がそのひとつの要因となっ

との共同研究によって受託している「ミャンマー・インレー

ていることは疑いの余地がない。インレー湖上また湖畔に

湖における環境悪化要因の分析と住民主体の環境型環境

は、数多くのホテルやレストランが立ち並び、また、観光客

改善手法の構築」
（三井環境研究基金助成）の一環として、 向けに伝統的な織物を紹介・販売しているような施設も多
インレー湖の保全に関わる観光管理および周辺の観光事

く存在するが、これまで適切な観光管理が行われているの

業者の実態調査を目的とした。ミャンマー東部のシャン州

か、また周辺の観光事業者の環境配慮行動はどのように

ニャウンシュエ郡に位置する風光明媚なインレー湖は、同

なっているのかといった調査は、ほとんど実施されていな

国で最も人気の高い観光地のひとつとなっており、野生生

い。そのため、本調査はそのベースラインとなる情報収集が

物保護区（Wildlife Sanctuary：1985年）やアセアン遺産

目的であった。昨年度末に行った参与観察からも、観光事

（A SEA N Her itage：2013年）、さらにはU NESCOの

業者に保全の意識が希薄であることが示唆されたため、今

生物圏保護区（Biosphere Reserve：2015年）に指定され

回は、①10月に現地にて事前のアンケート調査、②その結
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インレー湖周辺ホテル

インレー湖上の織物業者

果を元に、主要ステークホルダーへのインタビューや現場
視察を行った。①においては、前述のN PO法人地球市民
の会の協力を得て、計33件（宿泊施設15件、飲食店15件、
織物業者２件、銀細工業者１件）に対面式アンケートを実
施したが、その結果から、観光事業者の多くが特に環境配
慮行動をとっていないことが示唆された。特に中小事業者
においては、環境配慮施策の資金も知識も不足しているこ
とが問題だと思われる。
また、インレー湖の観光において重要な位置を占める南
シャン州では、2004年から観光協会が設立されているが、
議論の多くがホテル経営の話のみで、環境に関する話が出
ることは少ないという。ホテルの集まりでは、水質とかそう
いった話はほとんど出ず、その理由は、皆あまり知らないの
ではないか、とのことであった。今回の調査中でも、観光事
業者の主要な興味は観光振興であり、多くの観光事業者

森林省環境保護局にて

から、40％観光客が減っているとの話が出ていた。観光客
が減り減益となると、より一層、環境の話は置き去りになる

としてもっとも重要なもののひとつであるが、インレー湖の

可能性が危惧される。

入域料は学校建設、ゴミ収集、道路、橋の建設などに使用

インレー湖の観光管理についても、保護区の管理主体
である森 林 省環 境保 護 局でインタビューを行ったが、

されており、環境関係には割当はない、ということがインタ
ビューから明らかとなった。

Protected Area Lawは存在しているものの、実質的な法

今回の調査からも、環境保全の認識の欠如、財源や人

執行（すなわち監視や管理）が適切になされているのか疑

材の不足、不十分な法執行など、適切な観光管理にまだま

問が残った。他の多くの途上国の保護区と同様に、財的資

だ多くの障害があることがわかった。問題は山積みである

源や人的資源が不足していることもあろう。本来、保護区の

が、他の途上国における成功例なども参考にしつつ、持続

観光などから得られる「入域料」は、その環境保全の財源

可能な観光のための制度設計が急がれる。

スリランカにおける長期的な障害者支援に関する調査
客員研究員

島野

涼子

SDGsに掲げられている「すべての人」に対する支援には

に障害者支援を行なっている団体への聞き取り調査を行う

障害者に対する支援が必須であり、さらにそれらを持続可

ために、2018年12月１日から８日までスリランカ民主社会

能な支援にしていく必要があります。そのため、現在長期的

主義共和故国に滞在し、最大都市のコロンボ市とモナラガ
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ラ県ブッタラ市で聞き取り調査を行いました。

な課題です。これらの課題は今後の研究課題として考察お

コロンボ市では、青年海外協力隊員（幼児教育）でスリ

よび分析を進めていく予定です。

ランカに派遣されたことをきっかけに、任期終了後も幼児
教育の支援を続け、そこから障害者支援の必要性を見出し
て活動しているスランガニ代表の馬場繁子氏、同じく青年
海外協力隊員（環境教育）でスリランカに派遣され、津波
などの災害支援を通じたコミュニティ開発の経験をきっか
けに視覚障害者の職業訓練の支援を行なっているアプカ
スの石川直人氏、そして日本のNGOの支援から始まって現
在はスリランカ製菓会社のCSRとして障害者雇用が行われ
ているクッキー工場Sahan Sevanaのリーダーのチャミラ
氏の聞き取りを行いました。
ブッタラ市では、スランガニが経営しているリトル・トゥ
リーセンターという地域の障害児の通所センターを訪問し

スランガニのリトル・トゥリーセンター訪問

てきました。このセンターは障害のある子供たちとその家
族が通える場として日本の支援を受けて2011年に開所し
ました。２歳半から25歳くらいまでの子供たちが31名通っ
ており、学齢期の子供たちは身の回りのことができるよう
になるための生活訓練や身体機能を向上させるための運
動などを行なっています。18歳以上の生徒は職業訓練の
一環として、リトル・トゥリーセンターの運営資金ともなって
いるピーナツ製品づくりを行なっています。年齢制限はな
いものの、大人になっていく生徒たちをどのように自立さ
せていくか、またセンターは運営においても短期的に入る
各所からの支援をどのように生かして、支援終了後に継続

リトル・トゥリーセンターの子供たちが発表会に向けて
踊りの練習をしている様子

した活動が行えるように資金を確保していくかなどが大き

客員研究員の紹介
客員研究員

朴

当て、国レベル・地方レベルという面的なスケールと、

美善

産業立地と地域経済政策に関する研究―中国周辺地

地域政策における中央・地方の関係、財政制度におけ
る中央・地方の関係など、地域構造に関わる具体的な

域を事例として
私は経済地理学と立地

分析を行い、地域問題の発生メカニズムを明らかにし、

論の視点から中国におけ

解決策の展望を提示することを試みている。また、域

る企業立地と産業集積の

外経済への依存度を高めつつある周辺地域経済のレジ

空間的地域間格差の発生

リエンス（強靭性）について、自然災害のリスクと域

メカニズムについて研究

外依存（中央政府の産業立地政策への依存）のリスク

している。具体的に、立

を中心に考察している。

地条件が異なる諸地域に

現在取り組んでいる研究課題は、大きく分けて二つ

おける企業立地と産業発

ある。第一は、消費者選好、環境規制、技術進歩など、

展の実態、地域構造の変

立地環境の変化による産業の空間移動が地域経済構造

容、およびそれと関連する地域政策の実証分析を行っ

に与える影響に関する研究である。具体的に、中国に

ている。特に、地域格差に関連する国土構造に焦点を

おける消費様式、労働環境、環境規制などの変化に対
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応すべく行われる企業の立地行動が、地域経済発展に

基本法の施策として｢沿岸域総合管理（ICM）｣が制定

与える影響に関する実証分析を行っている。第二は、

され、海を活かしたまちづくりや、持続可能な資源管

自然災害が産業活動に与える衝撃と、被災地域におけ

理などのSDGs達成にむけた取り組みを先導的に進めて

る産業の復旧・復興に資する産業立地政策のあり方に

おります。特に、日本の東京湾は世界を代表する富栄

関する研究である。産業の復興過程においては、既存

養化した内湾であり、長年にわたり底層貧酸素水塊の

産業の復旧にとどまらず、災害に強い強靭な地域産業

発生が生物生息環境および漁業上の重大問題となって

構造やサプライチェーンを構築することを視野に入れ

おります。2013年に東京湾再生官民連携フォーラムが

て、持続可能な地域経済発展の実現に向けた産業立地

設立されるなか、環境再生への取り組みが活発化して

政策のあり方について研究を行っている。

おり、貧酸素水塊の縮減と生き物生息場の再生を目指
した取り組みが始まりつつあります。しかし、長期的

客員研究員

呉

な取り組みが不可欠であることから、数十年スケール

海鍾

環境共生都市開発に向けた水圏環境改善に関する研

での環境予測の必要性が高まっています。
そこで本研究では長期的な環境予測に資することを

究―都市沿岸域における貧酸素・青潮影響の軽減策の

目指し、長期的な環境変動の履歴が記録されている底

検討―
私は、「環境共生都市

質に着目し、水底質環境調査や数値予測に取り組んで

開発に向けた水圏環境改

おります。これまでに多くの底質コアサンプルを取得

善に関する研究―都市沿

し、放射能測定による堆積年代推定や全炭素・全窒素

岸域における貧酸素・青

分析等を進めてきました。

潮影響の軽減策の検討

現行の研究手法で蛍光X線分析装置（XRF）と安定同

―」について研究をして

位体質量分析（EA-IRMS）を利用することで、底質の

おります。

堆積構造や底質中に含まれる有機物の起源の推定を行

本研究対象の沿岸域は、 い、有機分に富む底質の形成メカニズムをさらに詳細
地球環境の中でも環境破

に把握することで、埋立や人口増加等の環境条件が大

壊が最も顕著に現れるところでありまして、国連環境開

きく変化してきた東京湾における、堆積年代別の堆積

発会議（リオ・地球環境サミット：1992年）において

過程を明らかにすることが可能となります。これらの

環境と開発に関する行動計画「アジェンダ21」や、新

研究は、過去の水底質環境過程の深い理解につながり、

たな仕組みとしてミレニアム開発目標（MDGs：2000

将来予測や環境再生事業として望ましい方策の検討に

年）とMDGsの取り組みを強化した持続可能な開発目標

役立つものと考えます。また、長期予測手法の開発に

（SDGs：2015年、パリ協定）の達成のために調査・研

おける数値モデリングや数値シミュレーションの

究は必要な地域です。

チューニングと検証にも有用な情報となることが期待

日本では沿岸域に深くかかわる一連の主要な法律の

されます。今後の課題としては、IoTを駆使した新たな

改正や制定が行われ、海岸法（1999年）・水産基本法

水底質環境モニタリングシステムの構築も行っていき

（2000年）などが誕生いたしました。2007年には海洋

たいと考えております。

青潮が発生している状況
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第28回 2019 NEW環境展（環境ビジネスの展開）のご案内
東洋大学国際共生社会 研 究センター（以下、セン

究成果を多くの方々に公開し将来の活動に資するため、

ター）では、2002年以降出展してきました北脇研究室の

今年も出展することになりました。このイベントは例年

活動を引き継ぎ、2018年からセンターとしてNEW環境

５月に開催されていましたが、2019年はオリンピックに

展に出展しています。このイベントは、廃棄物処理をは

向けてのビッグサイトの準備のため、３月に開催されま

じめとする環境分野のビジネス展開の場であるとともに

す。お時間の許す方は是非センターの出展ブースまでお

産学連携の場ともなっています。センターでは、その研

運び下さいますようお願い申し上げます。

出展内容：国際共生社会研究センターの研究報告
開発途上国の環境衛生の現状紹介、環境に関する資料・ニュースレターの配布
途上国におけるBOPビジネスに関する研究
日

他

時：平成31年３月12日（火）～３月15日（金）
午前10時～午後５時（最終日は午後４時まで）

場

所：東京ビッグサイト有明

東３ホールG309ブース

連 絡 先：国際共生社会研究センター（電話/FAX:03-3945-7747 e-mail:cesdes@toyo.jp）
アクセス：こちらのウェブサイト（https://www.nippo.co.jp/n-expo019/ne19_i.htm）をご参照ください。

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分、Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩 15 分

東洋大学国際共生社会研究センター

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金9：00～17：00）
国際共生社会研究センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、リサーチアシスタ
ント、事務局員等から構成されております。これらの組織を中心に、センターでは先進国や開発途上国の専門家を
海外から招聘して行う国際シンポジウムやワークショップを毎年開催しております。また国内に向けた市民や実務者
むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュースレターの発行、年次報告書の発行を
行っております。これらの報告書はセンターのウェブサイトからダウンロードが可能です。是非、本センターのウェブ
サイトをご覧ください。
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新時代のアフリカ研究を牽引する拠点として

―

東洋大学国際共生社会研究センターの新たなミッション
研究員

中村

―
香子

近年、アフリカを取り巻く環境は目まぐるしく変化し、
関与する主体も複雑化しています。アフリカはいま、国
際支援の対象から「最後の資源フロンティア」、「新た
な投資先」、「ビジネス・パートナー」へと変貌し、多
国籍企業による資源や土地の収奪が大規模に進行する一
方で、ソーシャルビジネスの展開への期待も高まってい
ます。インフラ整備が急速に進み、さまざまな人・モ
ノ・情報が「辺境」といわれてきた社会の隅々にまで流
れ込み、地域住民の生活に多大な影響を与えています。
強く「伝統」を維持してきたといわれるマサイの社会
を例に挙げれば、近年の学校教育の急速な浸透により、

マサイ系牧畜民サンブル

教育に関わる出費が家計を圧迫しています。このため主
生業である牧畜に加えて、農業を開始したり、家族の誰
かが出稼ぎに出ることが必須になりつつあります。加え

究者、さらには大小さまざまな多国籍企業や個人がそれ

て、従来は、幼少期から大地を駆け回ることで身につけ

ぞれの目的をもって参入しています。協働あるいは利害

てきた放牧技術―地形、植生、方位、天候、家畜の状態

の対立によって複雑に交錯しながら絶えず変化する多様

を総合的に把握しながら臨機応変な判断が求められる極

なアクター間の関係を理解することは容易なことではあ

めて高度な技術です―は、通学に大半の時間を割かねば

りません。地域社会の事情に精通した信頼できる研究

ならなくなった子供たちにとって、習得が困難になって

パートナーの存在が極めて重要です。

います。また、環境保全、生物多様性を謳う国際NGOと

東洋大学国際共生社会 研 究センター（以下、セン

観光収入の増加を目指す政府によって急速に進められて

ター）は、こうした、いわば新時代のアフリカ研究に必

いる野生動物保全区域の拡大は、放牧可能域を年々減少

要不可欠な、学際性に富んだ研究チームと現地との強固

させています。マサイの民族アイデンティティの基盤で

なパートナーシップを兼ね備えた研究体制を築き上げる

あった牧畜という生業自体が大きく揺らぎ始めています。 ことに注力しています。平成27年度より始動し今年度が
このように複雑化した現地の状況は、単一の学問の枠

その最終年度となる「アジア・アフリカにおける地域に

組みによって理解できるものではありません。フィール

根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開発」プロ

ドワークによって個別社会に正面から向き合うことは大

ジェクト（「平成27年度私立大学戦略的研究基盤形成支

前提ですが、加えて、学際的な研究チームによる多角的

援事業」）においては、「インクルーシブ・アフリカ」

な視点による分析と、それらを統合した包括的な考察が

と銘打たれた分野横断的な研究チームが、南アフリカ、

必須となります。また、今日のアフリカ諸社会には、国

ザンビア、ケニア、セネガル、ナミビア、ガンビア、エ

家、地方政府、地域住民組織、国際機関や国際NGO、研

ジプトなどにおいて現地調査を実施し、まさに包括的な
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アプローチによる分析をすすめています。また、アフリ

動、環境、観光開発、貧困削減、障害と福祉など、多

カ各地における拠点形成も精力的に進めており、その第

岐にわたっており、帰国した卒業生とのあいだで、例

一号として、ケニアのジョモケニヤッタ農工大学と東洋

えばタンザニアでの水資源やモロッコでの都市開発な

大学との学術協定の締結、加えて、同校との国際研究集

どの分野における共同研究もすでに開始されています。

会の共同開催を実現しています。

今年度、センターは、東洋大学重点研究推進プログ

また、センター研究員が所属する国際学研究科では、 ラムにより「開発途上国における生活環境改善による
「ABEイニシアティブ」（アフリカの若者のための産

人間の安全保障の実現に関する研究」（2019～2022年

業人材育成イニシアティブ）により、2014～18年度ま

度）を始動しました。センターの誇る学際性と緊密な

でに南アフリカ、セネガル、ケニア、タンザニア、モ

ネットワークを存分に生かし、今後、次々に生み出さ

ザンビーク、モロッコなど13か国から26名のアフリカ

れるであろう共同研究の成果によって、東洋大学国際

の政府や産業界などで活躍中の若手人材を受け入れて

共生社会研究センターは、新時代のアフリカ研究を牽

います。彼らの研究分野は、防災と災害復興、都市開

引する拠点としての地位を確かなものにするにちがい

発、廃棄物処理、住環境、教育、女性と開発、気候変

ありません。

ナイロビのスラムにおける
パブリックスペースの空間特性と活用実態に関する調査
客員研究員

小野

悠

2019年２月４日〜11日にかけてケニアの首都ナイロ

めて高く、超高密度に建物が立ち並んでいる。その一

ビで、スラムにおけるパブリックスペースの空間特性

方で、スラム内には様々なパブリックスペースが形成

と活用実態に関する調査を行なった。ナイロビは東ア

されており、近所の人たちとのおしゃべりや商い、水

フリカにおける第３次産業の中心地として発展し、

汲み場など生活空間として利用されている。都市計画

1963年の独立以来、年平均人口増加率約５%を維持す

制度の枠外で不法かつ高密度にスラムが形成される中、

るなど急速に都市化が進んでいる。現在、314万人

パブリックスペースがいかに生成されマネジメントさ

（2009年）の人口のうち、55〜60%が住宅地のわずか

れているのか、また、住民によってどのように活用さ

5.2%を占めるスラムに居住していると言われる。

れているのかを明らかにすることでスラム改善手法の

ナイロビのスラムの平均人口密度は50,000人/㎢と極

示唆を得たいと考えている。

道路上の水場で水汲みをする子どもたち

道路上での飲食店の営業
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今回調査を行なったのはナイロビ中心部から約15k m

残余的空間としての小規模な広場は確認されなかった。

に位置し、面積1㎢に約15万人が居住するムクル・クワ・

利用実態については、比較的広幅員の通行スペースでの

ンジェンガと呼ばれるスラムである。調査では、まず道路、 経済活動が盛んであり、グループでのおしゃべりなども誰
路地、広場、オープンスペースといったパブリックスペース

かしらの商いの場に親族や友人が集まっている形が一般

のマッピングを行なった。次に、実際にパブリックスペー

的である。また、通行スペースは水の販売が行われるなど

スを利用している個人やグループに対して利用行動に関す

インフラサービスの提供の場になっていたり、市場的空間

るアンケート調査を実施した。さらに、グループに対しては

が展開される場にもなっている。一方、オープンスペース

グループ内の人々の関係性を把握するため、各人の居住

では日中は校庭のない学校の子供たちの遊び場として、

場所や職業、民族、日常的に使用する言語などの属性を

また夕方以降は仕事帰りの若者たちのスポーツの場として

聞いた。

使われていることが分かった。

調査結果から、ムクル・クワ・ンジェンガのパブリックス

今回は平日の日中に調査を行なったが、今後は平日の

ペースは道路や路地といった通行スペース、学校の校庭な

朝方や夕方以降、休日など時間や曜日の違いによるパブ

どのオープンスペースが主であることが分かった。逆に、

リックスペースの利用実態を明らかにしていきたい。

グローバル都市システムにおけるカイロの地位変遷
研究員

藤本

典嗣

２月20日から27日まで、アフリカとアラブの結節点
に位置するエジプトのカイロを訪問した。グローバル
都市システムにおけるカイロの地位変遷について、現
地の研究機関（ASU:Ain Shams Universityなど）や、
中枢管理機能（エジプト証券取引所、T h e G r e e k
Campusなど）を、訪れ、ヒアリング調査をおこなった。
四大文明であるエジプト文明の発祥地であるエジプ
トだが、ナイル川流域に市街地が広がるカイロ市の中
心地から車で西方向に向かい、約１時間のところに位
置するギザ市にはピラミッドがある。古代から都市形
成がなされ人類の定住と密集居住において長い歴史を
持ち、現代では1,600万人以上の人口がいると推計さ

Ain Shams大学 経済学部棟

れるカイロ大都市圏は、他方で、地中海を北に臨む北
アフリカに位置し、欧州・アジアとの近接性から、多

との結節点として、カイロが位置付けられる地理的条

文化の影響を受けてきた。７世紀のイスラム化、16世

件は、各種経済指標をみても、変わることはないと推

紀のオスマントルコ帝国領化、19世紀末からのイギリ

測される。

ス保護国化と、西暦に入ってからイスラム・アジア・

訪問先の一つであるASUの経済学部は、同国の財務

欧州という多方面の影響を受けてきた。1922年後の独

大臣を6名輩出したようだが、そこの学部長である

立後は、エジプト・アラブ共和国（A r a b R e p u b l i c

Tamer Rady教授を訪問した際に、都市間競争におけ

of Egypt）という国名が示すとおり、アラブ圏の一員

るカイロの地位向上についての有効な経済政策を尋ね

としての役割が重要であることは否めないが、グロー

ると、「市場経済的領域を、規制緩和などにより増や

バル化が進展する中で、21世紀においても、多方面

すことで、自ずから成長がもたらされる」という、新
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古典派的視点からの回答があった。たしかに、昨今、

機関の思想背景において、ネオリベラリズム色が強く

アフリカ諸国を取り巻く環境は、一次産品価格の高騰、 なっているのも事実である。アラブの春による2011年
低廉かつ豊富な労働力の存在、直接・間接投資の増加

のムバラク大統領辞任を契機として、それまでの独裁

により、主要都市の経済が成長している面がある。グ

政権色の強さへの反動から、急速に、ネオリベラリズ

ローバル化が経済成長を促している面があるのは事実

ムへの傾倒が起こっている典型例であるが、あくまで

である。多国籍企業のオフィスが立地する誘因を高め

も、多国籍企業の支所が立地して、量的な経済成長が

るように制度設計をしている国・都市が、グローバル

もたらされるが、意思決定機能が欠落する「発展なき

都市システムにおける地位を上げているが、カイロも

成長」になることも、また、否めない事実であること

その例外ではない。他方で、同学部長が、アメリカ留

を、各方面からヒアリングをおこなうことで明らかと

学で学位を取得した経済学者であることからも明らか

なった。

なように、経済政策立案やその決定に深く関わる研究

イタリア中部地震の復興に関する調査報告
研究員

2019年２月16日から23日にかけて、昨年度に引き続
き、イタリア中部地震被災地であるイタリア中部の都市

柏崎

梢・松丸

亮

博士課程大学院生と、震災復興に関する知識共有およ
び意見交換を行うことができた。

カメリーノを訪問し、カメリーノ大学の研究者と意見交
換を行うとともに、カメリーノおよび周辺の小規模集落
４箇所にて聞き取り調査を行い、復興の実態を確認し
た。調査結果から、震災復興に関わる法制度や行政組
織関係を体系的に整理するとともに、歴史的保存地区
における長期を想定した復旧計画がもたらすコミュニ
ティ組織の移り変わりを確認することが出来た。特に、
2001年憲法改正による分権化により土地所有権や住宅
登録法が変わったことを受け、４つの州にまたがる大規
模災害であった今回のケースでは、歴史的市街地を中
心に復興手続きにおいて大きな弊害を生んでいること

公開セミナーの様子

が明らかとなった。また、中央政府による仮設住宅の建
設は、日本のものと異なり高い質を保ち長期滞在を可能
にしている一方、前述の法制度に関する手続きの遅延
や、歴史的建造物の原型復旧の見通しが立たないこと
から、居住者の負担や不満も増加しつつあることが分
かった。広域的かつ漸進的に進む復興プロセスに今後
も注目して調査を継続していく予定である。
２月19日にはカメリーノ大学にて“Disaster Risk
Management and Recovery: Theory and Japan’s
Experience”というテーマで公開セミナーを行い、日本
の事例を発表した。参加した関係教員および約130人の
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仮設住宅での聞き取り調査の様子

最近の国際会議を通じて感じた
日本のプラスチック資源循環戦略の課題
客員研究員

井上

常史

持続可能な開発目標（S D G s）のターゲットの１つ

戦略の課題を以下に示した。①戦略策定の前提として

として海洋汚染の防止がある。2018年６月のカナダで

の容器包装類のプラスチックごみのリサイクル率が

の先進７カ国首脳会議（G７）で安倍首相が日本に漂

84％とされているが、Energy Recoveryが57%を占め

着する海洋プラスチックごみに関し言及、多国を巻き

ている。海外では資源循環の視点からケミカルやマテ

込んだ取り組みの重要性を訴えた。日本政府は本年６

リアルリサイクルが重要視され、資源消費につながる

月に大阪で開催される20カ国・地域首脳会議（G20）

Energy Recoveryは批判的。②海洋ゴミの対策を論じ

で議長国としてこの課題解決のリードを目指している。 るとすれば、その原因と対策効果の検討が十分ではな
しかし、日本政府は国内法の整備不十分を理由に、

い（大量に海洋ゴミとなっているものの対策の記載が

100%再利用可能あるいはリサイクル可能とする等の

不十分）。③日本国内の廃プラスチックの削減は重要

内容の「Ｇ７海洋プラスチック憲章」を承認しなかっ

であるが、効率を重視すれば処理・処分技術が必要な

た。巻き返しを図り、政府はG20に備え更に広範な

国への展開が重視されるべき。④数値目標の多くが、

「プラスチック資源循環戦略」を策定中である。一方、 ライフサイクル分析の考え方等に基づいた根拠のある
中国による2017年の廃プラスチックの輸入禁止、及び

数値とは考えられない。⑤また、中国のリサイクラー

本年５月に「バーゼル条約」の対象に汚れた廃プラス

が廃プラスチックの自国への輸入禁止に伴い自国外で

チックが加えられることになり、この戦略実施をより

のリサイクルを開始していること等の国際間の現象も

複雑なものにしている。

考慮する必要がある。⑥日本が思いがけず脱プラス

海洋プラスチックの発生量が多い国は東・東南アジ

チックに乗り遅れているのは、特に海洋プラスチック

アに集中しており、廃プラスチックの課題解決や

ごみが、中国や韓国からの原因であるという被害者意

フィールドトリップ（写真参照）も対象とした、The

識の問題に起因していることもある。

3R International Scientific Conference on Material
Cycles and waste Management 2019（４月27日～
３月１日、17ヶ国300人参加）及びNinth Regional
3R Forum in Asia and the Pacific（３月４日～３月
６日、39ヶ国550人参加）がタイのバンコクで開催さ
れた。筆者は研究の一環としてこの会議に参加し日本
の「プラスチック資源循環戦略」の課題について関係
者と議論した。
戦略には珍しく数値目標が示されている。①2030年
までにワンウェイプラスチック（容器包装等）を累積
25％排出抑制。②2025年までにリユース・リサイク
ル可能なデザインに。③2030年までに容器包装の６割
をリユース・リサイクル。④2035年までに使用済プラ
スチックを100％リユース・リサイクル（含、熱回
収）等により有効利用。⑤2030年までにプラスチック
の再生利用を倍増。⑥更に、バイオマスプラスチック
を約200万トン導入。
両国際会議で議論した日本のプラスチック資源循環
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ESBEC（タイ）最終処分場訪問の様子

客員研究員とリサーチアシスタントの紹介
客員研究員

リサーチアシスタント

フラマン ピエール

薗畠

ひとみ

熱帯地域における媒介動物の感染モデル化に関する

開発途上国における汚泥収集の最適化に関する研究

研究 -廃棄物との関係を中心に-

-ベトナムの腐敗槽を中心に
私がこの研究を選んだ理由

熱帯地域では、人間を一番

は、私の衛生関係の仕事に関

多く殺す動物といわれる蚊に

連しており、研究に貢献すると

よる媒介疾患が流行している。

いう事だけではなく、現場の現

代表的な病気はマラリアなど

状を改善したい、より良い専門

があるが、本研究では、中米

家になりたいと考えたからです。

パナマ共和国にてデング熱と

そして私が選んだ研究は分散

ジカウイルス感染症の媒介者

型処理施設からのし尿・汚泥

であるヤブカ属のネッタイシ
マカとヒトスジシマカに焦点をあて固形廃棄物起因の

管理（Fecal Sludge Management – FSM）です。
世界中で27億人が分散型処理施設（特にセプティック

発生源のモデル化を中心に行う。2017年にWHO・米

タンク）を使用しており、まだまだこれからも長く使用され

国CDC・ECDCが作成した新分類法では、パナマ共和

る見込みです。

国は新しく感染連鎖が確認されるか再燃した最も注意

その施設の適切な維持管理（し尿・汚泥収集と運搬）は、 が必要な地域としている。パナマの保健省より検査さ
安全な汚泥処理とその後の処分や再利用と同じように重

れたデング熱の過去26年の患者数は67,837人にも上っ

要なステップですが、残念ながら、殆ど定期的に汚泥収

ている。研究では、パナマ共和国の気象要因（気温・

集・運搬は行われていない状況であり、公衆衛生と水環境

降雨量・風速）とデングの患者数を過去のデータをも

の汚染に対して、大変悪い影響を及ぼしています。そうした

とに、特定の固形廃棄物に雨水が溜まる度合いを計り

事から、新しい分析方法を開発し、し尿・汚泥収集の効率

分析する。蚊と廃棄物の関係を明らかにすることで蚊

を改善するために公衆衛生と環境、そして持続可能な開発

対策がより明確になり、感染症を防ぐ提案ができるの

目標6.2と6.3を達成するための貢献をすることが必要であ

ではないかと考えている。

り、重要であります。

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分、Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩 15 分

東洋大学国際共生社会研究センター

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: http://www.toyo.ac.jp/research/labo-center/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金9：00～17：00）
国際共生社会研究センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、リサーチアシスタ
ント、事務局員等から構成されております。これらの組織を中心に、センターでは先進国や開発途上国の専門家を
海外から招聘して行う国際シンポジウムやワークショップを毎年開催しております。また国内に向けた市民や実務者
むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュースレターの発行、年次報告書の発行を
行っております。これらの報告書はセンターのウェブサイトからダウンロードが可能です。是非、本センターのウェブ
サイトをご覧ください。
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海外で得た知見を日本でも － SDGsの実現のために
国際貢献テーマコーディネーター

2019年７月22日、国際共生社会研究センター（以下、セ
ンター）は、三重県度会郡玉城町と、地域の活性化や人材

松丸

亮

が日本の地方自治体と協定を結ぶに至ったのにはいくつか
の理由があります。

育成のために包括連携協定を締結しました。2001年の設

その一つは、SDGsが途上国のみならず日本のような先

立以来、センターは、途上国開発に係る研究を推進するた

進国も対象とするからです。日本政府も、
「SDGsの達成は、

め、海外の多くの大学と包括・学術協定を締結してきまし

地方自治体における諸問題解決に貢献し、地方の持続可

たが、国内での協定締結は、玉城が初めてのものとなりま

能な開発、すなわち地方創生に資するもの」としており、

す。玉城町との協定では、主に「学習・研究のための交流」

「地方自治体及び地域経済に新たな付加価値を生み出す

「共同研究プロジェクトの実施」について連携を行い、

企業、専門性をもったNGO・N PO、大学・研究機関等の

「持続可能な開発のための目標（SDGs）」への貢献を目

広範なステークホルダーとのパートナーシップの深化、官民

指すこととしています。

連携の推進」を掲げています。日本におけるSDGsの達成

これまで、センターの研究は、主に海外、特に途上国を
フィールドとしたものでした。それは、日本の開発経験や環

への貢献についても、いち早くSDGsへの貢献に取り組んで
きたセンターの役割と考えたからにほかなりません。

境問題を克服してきた経験が、途上国の内発型の開発や、

もう一つの理由は、これまでの途上国の経験を日本でも

地域に根差した持続可能な開発の研究と実践に役立つと

生かすこともセンターの使命であると考えるためです。現在、

いう考えに基づいたものでした。このような形で進められて

日本は少子高齢化が進み、縮小していく社会が現実となっ

きたセンターの開発研究は、2015年４月から、文部科学

ています。このような社会では様々な資源が限られてきます。

省による研究助成を受け「アジア・アフリカにおける地域に

つまり、限られたリソースの中で持続性を考えていくという

根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開発」として

途上国では当たり前のことが、まさに今の日本で起ころうと

SDGsの達成に貢献するための開発研究として継続されて

しているわけで、途上国開発に係るこれまでの研究成果が

います。

これからの日本の地域の在り方を考えるうえで役に立つは

このように、途上国を中心に研究を進めてきたセンター

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

ずです。これまでは、日本の経験を途上国に適用していくこ

成果報告シンポジウム開催のお知らせ

国際貢献とSDGsの実現―持続可能な開発のフィールド
14時より開場
開催日：2019年11月22日㈮
会 場：東洋大学 白山キャンパス スカイホール
主

＊入場無料
＊詳細は随時HPに掲載いたします。

催：東洋大学 国際共生社会研究センター

※お申し込み：事務局宛にお名前、ご所属、お電話番号、ご出席を添えてお申込みください。
E-mail : cesdes@toyo.jp

TEL/FAX 03−3945−7747（火・木・金の９：00～17：00）
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とが主たる課題でしたが、これからは、途上国を対象とし

くことには変わりないのですが、SDGsが目指すものを考え

た研究で得た知見を日本のこれからに生かしていくことも

たとき、国内でも活動を行い、SDGsの貢献に寄与すること

センターに求められることではないかと思います。

がセンターの役割だと考えているところです。

今後もセンターは、途上国開発に資する研究に軸足を置

三重県度会郡玉城町との包括協定
―

地域活性とSDGs

―

センター長／持続可能なビジネステーマコーディネーター

北脇

秀敏

2019年７月22日、三重県度会郡玉城町と国際共生社会

町にて、インターンシップに参加予定です。今後当センター

研究センター(以下、当センター)は、地域の活性化や人材育

は、玉城町が抱える優先度が高い問題解決に向けて貢献

成のために包括連携協定を締結いたしました。当センター

していきたいと思います。

は、アジアやアフリカなどの海外の大学と研究推進のため
の包括・学術協定を締結してきました。大変喜ばしいこと
に、国内では玉城町が初めての協定先となりました。本協
定では、主に「学習・研究のための交流」
「共同研究プロ
ジェクトの実施」について連携をおこない、SDGsへの貢献
を目指します。
教育と人材育成の面では、2019年春に、東洋大学の留
学生５名が玉城町の農家にインターンシップに参加し、留
学生から玉城町や地域が抱える問題について議論を行い
ました。地方が抱えている産業の持続的な経営運営の手
法や、外国人移住に人口減の抑制などについても議論を行
玉城町における調印式の様子

いました。2019年９月には当センターのR Aの学生も玉城

セーシェルにおける廃棄物問題と市民の意識に関する調査
研究員

循環型社会の形成を考えるうえで、離島はその人口規模

荒巻

俊也

課程学生のSolenn Le Borgneと共同で実施した。

から効率的なリサイクルシステムを構築するのに不利な環

セーシェルはアフリカ大陸から約1300km離れた西イン

境にある。筆者らは以前伊豆諸島の八丈島を対象とした循

ド洋にある大小さまざまな島によって構成されている国で、

環システムの研究を実施したことがあるが、一人当たりごみ

人口約8.6万人、面積455k m 2と小規模な国である。首都

排出量が全国平均と比べて4割程度大きく、また資源ごみ

ヴィクトリアがある最大の島マヘ島に人口や経済活動が集

は島外に移出されている状況であった 。インド洋の島国

中している。観光業と水産業が主要な産業であり、一人当

セーシェルも人口規模が小さい一方で周辺国から隔絶され

たりGNIは14000米ドルを超えていてアフリカ諸国の中で

ており循環型社会の形成に不利な状況であるが、ビーチリ

は１位である。

(1)

ゾートを中心とした観光業が経済の中心であり、廃棄物の

調査では、実際の廃棄物の収集状況を確認するととも

適正な管理は重要な課題である。そこで、廃棄物の収集処

に、環境省や廃棄物管理局など行政当局の担当者にヒア

理処分の現状と課題を探るとともに、排出者である市民の

リングを行った。さらに埋立処分場など廃棄物処理処分業

意識についての調査を行った。なおこの調査は、博士前期

務を委託している民間企業にヒアリングを行うとともに、実
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際の運用状況の視察を行った。さらに共同研究者により、

ウォッターも活動をしていたが、食品廃棄物等の生ごみは

一般市民へのインタビュー調査を行った。

家庭内で処分されていることが多いためかそれほど多くな

セーシェルは国の成り立ちにも特徴がある。18世紀半ば

く、臭気やハエなどについてはそれほど問題となる状況で

にフランスが探検隊を送り込んだのちに領有権を主張した

はなかった。埋立地は海に面しているため、ごみの飛散等

後、イギリス、フランスとの間で領有権が移った後、1976

がないように埋め立てた後に砂をまいているが、十分な量

年に独立したのち一党独裁の下での社会主義政権を経験

を撒いているとは言えない状況であった。金属系のものに

し、1991年以降に複数政党制に移行し、市場も自由化した。 ついては別にヤードを設けて手作業で選別後、スクラップ
このような歴史的経緯から、アフリカ系、アジア系、ヨー

にして他国に輸出しているとのことであった。

ロッパ系のさまざまな移民から構成されており、古くからの

市民へのインタビュー調査では、自然資源を利用した観

コミュニティが形成されていないこと、市民の感情としてご

光地であることを反映してか環境問題やごみの問題につい

みの問題は国の仕事、という意識があるとのことであった。 て多くの回答者は認識しており、半数以上の回答者はごみ
実際に、一般廃棄物の収集は、地区ごとに写真のようなゴ

の処分状況なども理解しているようであった。行政機関に

ミ箱が設置してあり、市民は分別せずに随時排出していた。 おけるインタビューでもほとんどの行政担当者が指摘して
収集された廃棄物や商業施設等からの廃棄物はマヘ島

いる通り、ごみによる問題は認識しているものの当事者とし

中部の海外沿いにある埋立処分場にて処分されている。

ての意識や取り組みが不足している様子であった。クリー

当初の予定より早いペースで埋立が進んでおり、埋立量の

ンアップ活動など市民の意識啓発を目的とした取り組みが

削減が重要な課題となっている。剪定枝等の有機系廃棄

NPOにより計画されているが、今のところ大きな広がりとは

物の破砕および堆肥化施設が併設されていたが、破砕施

なっていないようである。廃棄物処理処分やリサイクルに

設の機器が故障して稼働していない状況であったが、有機

ついてのハードな仕組みの整備とともに、市民の意識啓発

廃棄物だけでなく、さまざまなごみの破砕を行うことによっ

などのソフトな対策の必要性が示唆される。

て埋立量の削減を行うことを検討しているとのことであっ
た。処分場は2つの区画からなり、埋立中の区画を視察し
たところ、家庭や商業施設からのごみが直接投棄されてい

《参考文献》
1）白井ら（2015）マテリアルフローからみた八丈島の特性評
価、環境情報科学学術研究論文集、29、171-176

る状況が確認された。ペットボトルやグラスを回収するスク

各地区に設置されたゴミ回収箱

埋立処分場の様子

ナウルにおける研究報告
研究員

岡本

郁子

８月15日～2０日まで、ミクロネシアの一国、ナウル

植民地下で豊富なリン鉱石輸出が経済を支え、1960年

にて調査を行った。本出張は、同国でこれまで行われ

の独立後もリン鉱石輸出収入によって国民は高い経済

てきた家庭菜園の現状や課題の把握を主な目的とした。

水準を享受することができた。一方、そうした天然資

ナウルは面積21平方キロメートル、人口約1万人の小

源依存が続くなかで、国内で消費される食料の90％を

さな国である。他の多くの太平洋諸国同様、従来住民

輸入に頼るようになり、糖質や脂質を多く含む加工食

は採集活動で生計を維持してきたが、1900年代以降、

品中心の食生活が一般的となった。その結果、糖尿病
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をはじめとする成人病の罹患率が他の太平洋諸国に比

には、栽培が可能な土地が少ないということである。国

しても高いという問題を抱えるようになったのである。 土の８割がリン鉱石のために掘り尽くされており、沿岸
そうした食事パターンから脱し、栄養バランスを改善

部の一部の土地でしか農作物を栽培できない。第二には、

するための方策として、様々な家庭菜園の推進プロ

その少ない土地に関しても、ナウルの慣行的な土地所

ジェクトが実施されてきた。しかし、そうしたプロ

有・保有権が非常に複雑で、個々の世帯の一存で利用の

ジェクトが実際にどの程度の効果を上げているのか、

形態が決められないということである。第三には、近年

またどのような課題に直面しているのかに関して体系

の気候変動の影響もあって、農業用水（真水）の確保が

だった評価は行われていない。そこで、これらの点に

徐々に困難になってきていることである。これは長期的

関して、ナウルの行政担当者、家庭菜園を行っている

に大きな制約になる可能性がある。

農家、家庭菜園プロジェクトを支援している台湾の国

リン採掘後の土地のリハビリテーションも長期的には

際協力機関、保健局の専門家からヒヤリングを行った。

検討されているが、多大な資金、技術そして時間が必要

ナウルの行政機関、また一部の住民には食生活、栄養

である。そのため、いかに残っている土地を有効に活用

改善に関して強い危機感があるものの、長年の食生活パ

できるか、そしてそれを活用することの重要性を住民の

ターンや嗜好を変えるのは決して容易ではない。住民は

間でひろく共有できるかが鍵を握ることとなるだろう。

糖尿病がかなり深刻化した段階になって初めて自身の食
生活を振り返りはじめ、その段階ではすでに手遅れと
なっている場合も少なくない。そこで可能なかぎり学校
教育の場などを通じて子供に対して食育を推進するよう
にしている。一方で、栄養改善のためには野菜・果物の
摂取が不可欠だが、こうした生鮮食料品も輸入に依存し
ているため、一般家庭で日常的に消費するには高価すぎ
るということがネックになっている。
そこで家庭菜園での自家用の野菜・果物の生産が重要
であるものの、その普及には多くハードルがある。一つ

家庭菜園で栽培をしている農家

家庭菜園を行っている農家への聞き取り

カナダSDGs・国際教育戦略に関する調査
研究員

本調査では、次の２点を目的とした。第１に、ブリ

花田

真吾

調査である。第２に、2014年にカナダ保守党のハー

ティッシュコロンビア州における持続可能な開発目標

パー政権によってカナダ国際教育戦略が策定されたが、

ゴール４（SDGs Goal 4）「Ensure inclusive and

2019年８月にカナダ自由党のトルドー政権によって新

equitable quality education and promote lifelong

戦略が示されたことを受け、新旧両戦略における連邦

learning opportunities for all」への取り組みに関する

政府、州政府、大学に期待される取り組みの比較およ
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び前戦略で残された課題に関する調査をおこなった。
どちらの調査も主なヒアリング対象は、ブリティッ
シュコロンビア大学、ビクトリア大学、カナダ国際教
育局、ブリティッシュコロンビア州教育省である。
第１の調査においては、カナダは国外的には教育開
発支援という観点から発展途上国の教育機会への支援
を展開している一方で、国内的にはF i r s t N a t i o n s
People（カナダに住んでいる先住民のうち、イヌイッ
トとメティ以外の民族）の教育支援に取り組んでいる。
ブリティッシュコロンビア州は歴史的にFirst Nations
との関わりが強く、約25万人を有する。SDGs Goal4で
目指されている質の高い教育の機会均等という観点か
らFirst Nationsの高等教育への進学、進学後の学習・

ビクトリア大学のFirst Nationsへの支援拠点である
First Peoples House

生活面における支援を展開しており、その理念や具体
的な取り組みについてヒアリングをおこなった。
第２の調査においては、教育ガバナンスが各州政府
に委ねられているカナダにおいて、連邦政府の関連機
関が策定した国際教育戦略が具体的にどのように推進
されているのか、その中心的なアクターである上記機
関に対してヒアリングをおこなった。特に実際の教育
プログラムを展開する大学において、そのプログラム

の展開がもたらす教育上の効果とカナダおよびBC州の
社会に対するインパクトに関して議論をおこなった。
以上の調査で得られた知見をもとに執筆される原稿
を国際教育の関連書籍の章として発表することを予定
している。

国際会議「International Congress on Pure & Applied Chemistry
(ICPAC) Yangon 2019」をヤンゴンで開催
研究助手

眞子

岳

2019年８月６日から９日まで国際会議「International

について議論を行いました。主な発表者は科学の分野

Congress on Pure & Applied Chemistry (ICPAC)

を専攻している先生方であり、各大学や研究所にラボ

Yangon 2019」がミャンマー国ヤンゴンにて開催されまし

をもって研究を実施しており、社会学とは異なる研究

た。本会議では、科学や薬学などの研究者が発表しており、 手法やアプローチであった。本国際会議後は、筆者の
筆者はAnalytical and Environmental Chemistry and

研究の幅も広がり、この出会いを活用して、分野横断

Engineering (AEC) のセッションにて発表を行ってき

的な研究を実施していきたいと思います。

ました。発表タイトルは、Toward Contribution to
SDGs for Safe Water Supply and AIRP in Rural
Bangladeshであり、SDGs達成に向けた地下水ヒ素汚
染地域の安全な水供給とヒ素鉄除去装置の普及方策に
ついて発表を行いました。質疑応答では、適正技術の
必要性や援助ではなくビジネスとして持続性を保ちな
がら問題を解決していくことが重要であるという話も
ありました。
本セッションでは、マレーシアにおける表流水の飲
料に関する問題、カンボジアにおける地下水ヒ素汚染
地域の食物汚染、台湾における環境汚染に関する問題
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ICPACによるプレゼン

熊本

被災地調査報告
研究員

柏崎

梢

2019年7月13日から14日にかけて、2019年度国際地

く仮設住宅の高齢者問題や区画整理の遅れ、みなし仮

域学研修（イタリアでの被災地研修）の事前研修とし

設問題、報道に左右されがちな外部支援活動の影響、

て実施された熊本視察に同行し、2016年熊本地震の復

活動評価の難しさなど、様々な課題が提示された。同

興状況に関する情報収集を行った。視察初日は、被害

席いただいたKVOADの活動を支援する認定NPO法人

の最も大きかった益城町の仮設住宅や災害公営住宅を

ジャパン・プラットフォームの職員の方からも、地域

訪問するとともに、布田川断層の大規模亀裂跡や市街

特性や個々の能力といった事情を踏まえて連携するこ

地の復興状況などを視察した。益城町テクノ仮設団地

との重要さなど、示唆を得ることができた。こうした

の自治会長および運営代表をされている吉村静代さん

熊本の復興における貴重な経験を引き続き注視しつつ、

からは、被災後の絶望的な状況にありながらも、体育

世界各地で増加している大規模災害の復興課題に関す

館での避難所を“生活の場”として自主運営に切り替え

る調査研究に繋げていく予定である。

ていった際のプロセスや、その後の仮設住宅へコミュ
ニティとして繋いでいく工夫やその大切さなどについ
てお話しいただいた。集会所となっている「みんなの
家」にはその様々な記録や、各地から寄せられた支援
の記録などが大切に残されており、震災復興期のあり
方や、経験をいかに繋げていくかという議論が参加者
の間でなされた。
視察二日目には特定非営利活動法人くまもと災害ボ
ランティア団体ネットワーク(KVOAD)を訪問し、代表
理事の樋口務さんのお話を伺った。様々な支援団体や
NGO、県や市などの自治体、そして現場とをつなぐ役
割をしているKVOADの立場から、未だに避難生活が続

現地調査の様子

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分、Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩 15 分

東洋大学国際共生社会研究センター

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/research/labo-center/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金9：00～17：00）
国際共生社会研究センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、リサーチアシスタ
ント、事務局員等から構成されております。これらの組織を中心に、センターでは先進国や開発途上国の専門家を
海外から招聘して行う国際シンポジウムやワークショップを毎年開催しております。また国内に向けた市民や実務者
むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュースレターの発行、年次報告書の発行を
行っております。これらの報告書はセンターのウェブサイトからダウンロードが可能です。是非、本センターのウェブ
サイトをご覧ください。
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TOYO SDGs Global 2020-2030-2037を
東洋大学のSDGs推進拠点へ
センター長

東 洋 大 学 国 際 共 生 社 会 研 究 センター（ 以 下、セン

北脇

秀敏

言ではないでしょう。

ター）は文部科 学 省「私立大学学 術研究高度化推進事

実際、多くの公共団

業」によるオープン・リサーチ・センター整 備事業として

体や大学では、すで

20 01年に設 立され 、2010年度～2019年度は同省「私

にS D G sの実現のた

立大学戦略的研究基盤形成支援事業」にスキームを変

めのプロジェクトを

えて活動を続けて来ました。さらに2019年度～2021年

前面に出しています。

度は東洋大学 独自の補助事業である「東洋大学重点研

S D G sを目指して日

究推 進プログラム（以下重点研 究）」による支 援を得て

本中が舵を切る中、

「開発途上国における生活 環境改善による人間の安全

東洋本学でもS D G s

保障の実現に関する研究」をテーマとして持続可能な開

の実現を目指すセン

発目標（Sustainable Development Goals:SDGs）

ターのプロジェクトが大学の「重点研究」に採択され

の実 現への貢献を目指して活動しています。センターの

ました。

活動拠点も2001～2008年度が板倉キャンパス、2008

東洋大学では、S D G sに関する多くの研究・教育を

～2 012 年度白山 第二キャンパス、2 013 年度 から白山

行ってきていますが、センターはその活動をサポート

キャンパスと移り変わりました。このように目まぐるしく

する存在としても機能したいと考えています。そのた

活 動スキームと拠 点とを変えて活 動を行って来たセン

め、プロジェクトにはTOYO SDGs Global 2020-2030-

ターですが、2020年度からは予算を重点研究に一本化

2037というサブタイトルを付しました。これは東京

し、大学のブランド力向上に寄与するための研究を行う

2020大会をスタート地点とし、S D G sの目標年次の

ことになります。センターの設 立以来の活動は和文・英

2030年を折り返し地点、大学創立150周年となる2037

文で発行されるニュースレターで報告を行って来ました

年を当面のゴール

が、本号は和文第50号という大きな区切りを迎えたこと

と見立てて行う壮

になります。

大なレースとも言

さて、言うまでもなく来たる2020年は東京オリン

えます。今後、セ

ピック・パラリンピック競技大会（東京2020大会）が

ンターの活動が東

開催される年です。国家プロジェクトである東京2020

洋大学のSDGs推進

大会を終えた後、次に目指すべき目標はなんでしょう

の突破口となり、

か。大きな目標に向けての計画はDecade（10年間）の

大学全体で未来に

単位で策定されることが多いのですが、大会の10年後

向かって進めるよ

の2030年は奇しくもSDGsの目標年次です。すなわち次

う努力したいと考

の10年は、SDGsの実現に向けての期間だと言っても過

えています。
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プロジェクトのロゴ

「国際貢献とSDGｓの実現－持続可能な開発のフィールド－」の刊行
客員研究員

金子

彰

この書籍は東洋大学国際共生社会研究センター（以

制度や慣習としてフィールドで確定していくこと、枠

下センター）の監修により2019年11月に朝倉書店より

組みとして多くの公的機関などが取り組んできたこと

刊行されました。金子はその編集委員をしているので

が実現していくことの循環がSDGsの実現に不可欠であ

以下その背景などをご説明します。当センターは2001

る考えており、そのプロセスの中に当センターの取組

年度に文部科学省の私立大学学術研究高度化推進事業

が位置づけられれば幸いです。

であるオープン・リサーチ・センターとして、東洋大

本書は、以下のような構成になっています。

学大学院国際地域学研究科に設置されました。、それ

第１部

以来スキームをかえつつその活動を続けており、現在

１

SDGsと国際貢献

は2015年度から「アジア・アフリカにおける地域に根

２

アフリカにおける国際貢献とSDGs

ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開発」を

３

ラテンアメリカにおける国際貢献とSDGs

テーマとして持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向け

第２部

主として現地に根ざした研究を行っています。

SDGs実現に向けた課題と枠組み

SDGs実現に向けたフィールドからの取組

４

中国における脱貧困事業とSDGs

これまでの研究の成果は、国際貢献のための学問成

５

高等教育パートナーシップとSDGs

果として活用されていますが同時に様々な形で実践に

６

SDGs達成に必要不可欠なICT

生かされています。また、この研究のために世界の多

７

人材育成とSDGs

くの大学、研究機関などとのネットワークを形成する

８

社会的保護・社会保障とSDGs

とともに国際貢献に寄与する国際人材の育成に努めて

９

SDGsと障害者支援

きました。さらに、その研究成果は研究交流やニュー

10

都市コミュニティとSDGs

スレターならびに本書のような書籍の刊行により広く

11

SDGsと水道整備

公表されています。研究はさらに継続して行われます

12

SDGsへ向けたクリーン・エネルギーのあり方

が、文部科学省による支援のスキームは2019年度で終

13

SDGsの達成を見据えた都市化のあり方

了することとなり、これまでの研究のまとめとして本

14

本書のまとめ

書が刊行されることになりました。

現在、多くのSDGsに関する書籍が刊行されています

本書を含めこれまでに６巻の書籍が刊行されました

が、本書は大変ユニークな内容となっています。読者

が、フィールドにおける研究成果の公開がその中心と

の皆様におかれましてはぜひご覧いただき、ご購入い

なっています。本書もその性格は引き継いでいますが、 ただければ編集に携わったものとして大変幸いです。
同時に研究のテーマの広がりを踏まえて「SDGsをいか
に実現するか」をその主な切り口とするとともに、
SDGsは広い範囲の議論が必要ですから、持続可能な開
発の枠組みとフィールドを中心とした研究成果を体系
化した2部構成としました。本書の第１部ではSDGs実
現を目指す国際開発の枠組みを、第２部ではフィール
ドにおける実際の姿をベースにしたSDGs実現への方向
を述べています。またSDGs実現の方法を考えるために
は、SDGsが地域によりさまざまに異なる状況にあるこ
とを理解する必要がありますので本書では、アジアの
みならずアフリカ、中南米にも研究の視点を広げた幅
広いものとしています。
当センターが行ってきた研究・実践を枠組みが広く

−2−

東洋大学重点研究推進プログラム採択記念
2019年度東洋大学国際共生社会研究センターシンポジウム

開発途上国における生活環境改善による人間の安全保障の実現
―TOYO SDGs Global 2020-2030-2037―
開催報告

副センター長

松丸

亮

北脇秀敏センター長による概要説明の後、センターに
所属する５名の研究員が発表を行うとともに、研究に
関する質疑応答が行われました。
シンポジウムには、外部からの参加者に加え、本学理事
長ならびに理事の方々、大学関係者、学生の参加があり、
参加者は延べ100名以上になりました。
このシンポジウムをきっかけに、研究活動、フィールドで
の実践が活発化していくことを期待するところです。
シンポジウムの様子

各研究員の講演タイトル

東洋大学国際共生社会研究センター（以下：センター）

■東洋大学国際共生社会研究センターの重点研究推進プ
ログラムにおける取組み（北脇秀敏センター長）

は、センターが進める研究プロジェクト『開発途上国におけ
る生活環境改善による人間の安全保障の実現－T OYO

■生活環境改善に向けた環境インフラの整備に関する研
究（荒巻俊也研究員）

SDGs Global 2020-2030-2037－』が東洋大学重点研
究推進プログラムに採択されたことを記念したシンポジウ

■より良い復興のための研究―発展段階に応じた政策提
言に向けて（松丸

ムを2019年10月９日（水）に開催しました。

亮

副センター長）

このシンポジウムは、今年度より新たに実施が決

■アフリカにおけるジェンダー役割の変容: ケニア牧畜社

まった、東洋大学重点研究推進プログラムに、当該研

会における女性自助組織の役割に着目して（中村香子

究プロジェクトが採択されたことを記念し、そのキッ

研究員）

クオフとして、研究プロジェクトをより広く認知して

■被災地におけるフードデザート問題―移動販売車の途
上国への転用について（藤本典嗣研究員）

もらうことを目的に実施したもので、３年間の研究プ
ロジェクト期間中にどのような方向で研究を進めてい

■生活環境改善に向けた都市交通整備の方向性（岡村敏
之研究員）

くか、どのような成果を期待しているのかについて、

東洋大学国際共生社会研究センター
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 成果報告シンポジウム

国際貢献とSDGsの実現―持続可能な開発のフィールド―
開催報告

副センター長

松丸

亮

東洋大学国際共生社会研究センター（以下：セン

から、『アジア・アフリカにおける地域に根ざしたグ

ター）は、文部科学省の研究支援スキームである『私

ローバル化時代の国際貢献手法の開発』というプロ

立大学戦略的研究基盤形成支援事業』により2015年度

ジェクトを実施してきています。本年度は、その最終
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年にあたり、このたび研究成果の一環として、『国際
貢献とSDGsの実現－持続可能な開発のフィールド－』
と題した書籍を出版することができました。11月22日
（金）に開催したシンポジウムは、これまでの研究成
果をまとめたこの書籍の出版記念としての位置づけも
持っています。
このシンポジウムでは、書籍にも寄稿いただいた、
横山正氏（独立行政法人国際協力機構理事、前アフリ

シンポジウムの様子

カ開発銀行アジア代表事務所長）より「アフリカにお
ける国際貢献とSDGs」と題した基調講演をいただいた
ほか、書籍の執筆者4名が、それぞれの研究成果につい

各講演者の講演タイトル
■【基調講演】｢アフリカにおける国際貢献とSDGs」

て、書籍の内容に沿った形で講演を行い、参加者との
議論が行われました。

横山 正氏（独立行政法人国際協力機構 理事）
■｢アジア・アフリカにおけるグローバル化時代の国際

シンポジウムには、多くの外部からの参加者に加え、

貢献手法の開発」

本学顧問などの大学関係者、学生の参加があり、参加
者は延べ150名以上になりました。

北脇 秀敏（国際共生社会研究センター長）
■｢SDGs達成に必要不可欠なICT」

文部科学省の支援スキームによる活動は本年度いっ
ぱいで終了しますが、センターとしての活動は東洋大

内藤 智之氏（独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員）
■｢社会的保護・社会保障とSDGs ―持続可能な福祉へ

学重点研究プログラムとして引き継がれます。これか

向けた取組―」

らも、個々の研究員が連携し研究を展開できるプラッ

藪長 千乃（東洋大学国際共生社会研究センター 研究員）

トフォームとしての機能をより充実させ、SDGsの達成

■｢都市コミュニティーとSDGs」

に貢献できるような研究に取り組んでいく所存です。

柏崎 梢（東洋大学国際共生社会研究センター 研究員）

ケニアの牧畜社会におけるジェンダー役割の変容に関する
現地調査報告
研究員

中村

香子

2019年８月30日から９月16日にケニア共和国北中部

しかしながら、近年は、人口増加と干ばつによる家

に位置するサンブル・カウンティにて、ジェンダー役

畜の減少、学校教育の普及、現金経済の浸透など、社

割の変容に関する現地調査を実施しました。サンブ

会が急激に変化しており、人々の価値体系も多様化し

ル・カウンティは半乾燥地であり、この地に居住して

ています。家父長制のもと父親が娘の結婚相手を決定

いるのはサンブルとよばれるマサイ系牧畜民です。彼

してきた「許嫁婚」は、高等教育を受けた人々には受

らは、ウシ、ヤギ、ヒツジといった家畜を放牧管理し

け入れられなくなり、一夫一妻の恋愛結婚を志向する

ながら繁殖し、ミルクと肉を主たる食糧として利用す

男女が増加しつつあます。また、牧畜以外の仕事をと

る牧畜業を営んできました。また、東アフリカの多く

おして、女性も現金収入を得る機会が増え、夫妻の関

の牧畜社会では、性別と年齢（または世代）によって

係も変わりつつあります。このように、社会経済的環

人々をカテゴリー分けし、それぞれに明確な社会的役

境が激動するサンブル社会において「伝統的」なジェ

割と行動規範を与える「年令体系」とよばれる社会シ

ンダー役割の変容動態を明らかにすることを目的とし

ステムが広くみられますが、サンブルはそれを強く維

て、本年度より調査研究に着手しました。

持してきた社会のひとつです。彼らは、牧畜業も性別

今回の調査は、今後の研究のベースとなる基礎的な

と年齢による明確な分業体制によって成立させてきま

データの取得を集中的に実施しました。主として既婚

した。

女性とその夫に対して、対面インタビューにより、①
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夫の年齢組（世代）、②女性と夫の所属クラン、③女

は、未婚の母や未亡人が多く含まれているのか、メン

性と夫の学校教育レベル、④女性と夫の宗教、⑤女性

バーの教育レベルはどうか、グループの役職（議長や

と夫の開発プロジェクトへの関与経験、⑥居住地域、

書記など）を務めて活動をけん引している人びとの特

⑦世帯の生業の複合状態、③配偶者選択のプロセスと

徴、メンバーの夫はグループ活動や小規模ビジネスに

結婚の形態（許嫁婚（強制婚）・連れ去り婚・恋愛結

対して理解を示しているかといった、メンバーの属性

婚など）を聞き取りました。

とグループ活動の関連性を分析することをとおして、

今後は、このデータをさらに増やしながら、近年増

最終的には、女性自助グループがジェンダー役割の変

加している女性の自助グループに注目して調査を継続

容に与えている影響とその可能性を考察していく計画

していく予定です。具体的には、自助グループの成員

です。

ヤギの放牧にでかける若い既婚女性

サンブルの最長老（75～80才）へのインタビュー

イタリア中部地震の復興プロセスに関する研究
研究員

柏崎

梢

2016年イタリア中部地震の復興プロセスに関する継

住民、研究機関といった関係組織間の共同事業の展開

続調査を2019年８月31日〜９月５日に実施した。協定

も期待されている。山岳部における小規模集落の質を

校であるカメリーノ大学の研究員の協力を得て、今年

保った復興は、我が国においても喫緊の課題であり、

から新しく就任した市長への聞き取り調査をはじめ、

コミューンのような基礎自治体における長期復興ビ

市役所でのデータ収集、木造長期滞在型仮設住宅での

ジョンおよび詳細計画の在り方、そして近隣コミュー

聞き取り調査、近隣の基礎自治体（コミューン）での

ンをはじめとする横との連携の実態について、より詳

踏査を実施した。広域にわたり被害が拡大し、歴史的

細に調査を継続していく予定である。なお、これまで

建造物の復旧が遅れているこれらの地域では、長期化

の調査研究の成果は2019年度日本都市計画学会学術論

する避難生活に不安・不満の声も少なからずあげられ

文「2016年度イタリア中部地震の復興期における主体

たが、仮設住宅間を運行するバス連絡網が新たに設け

間の連携に関する一考察 –マルケ州マチェラータ県カメ

られたり、少しずつ復旧が進む公共スペースや商業施

リーノに着目した調査より」（査読付）として投稿した。

設を中心として、学生のボランティア活動や祭事が催

また、本調査時期には当センターの松丸亮研究員、

されるなど、生活面における新しい賑わいがみられる

志摩憲寿研究員が主催する国際地域学研修（イタリ

ようになった。生活を取り戻すことを最優先とする新

ア）が約35名の学部・院生らとともに実施されており、

しい市長が選ばれたのも、安心・安全を求める住民意

教員および学生の調査研究や交流がもたらす現地への

識の高まりとみられている。また、震災をきっかけに、 高い効果もみられた。これらの活動の蓄積および連携
コミューンの枠を超えた調査研究や復旧作業の連携、

を通して、今後より充実した調査研究を展開していく

芸術品の保管維持などの活動も始まっており、自治体、 ことを期待する。
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パナマ共和国におけるSDGs達成に向けた
廃棄物処理と感染症の減少の研究
リサーチアシスタント

９月14日から15日にかけて、福岡県北九州市に来日中

薗畠

ひとみ

⑥感染症（デング感染者）及び気象のデータ（過去３

だったEduardo Herrera（パナマ首都廃棄物庁、廃棄物

年間の気温・降雨量）の取得方法に関する相談。

処理実務家)と研究打ち合わせを実施した。Eduardo氏は

打ち合わせでは、昨年提出した自身の修士論文「パナ

国際共生社会研究センターのプロジェクト「パナマ共和国

マの廃棄物処理とベクターコントロールに関する研究―

におけるSDGs達成に向けた廃棄物処理と感染症の減少」

デング熱とジカウイルス感染症を中心として―」の内容を

の海 外 研 究協力者である。また、私が 2 015 年９月から

プレゼンテーションし、今回のプロジェクトおよび研究に

2019年１月まで青年海外協力隊員としてパナマ共和国に

ついての情報 提供・知識共有・意見交換を行った。対面

派遣されていた時のカウンターパートであり、ともに活動を

での打ち合わせが実施できたことで、今後のプロジェク

行ってきた仲間である。研究打ち合わせでは、下記の６つ

トを前向きに協力し進める事を再確認する機会となった。

の事項について行った。
①今年の６月に変わったパナマ共和国の新しい政権や
大統領及び新しい長官の情報共有。
②パナマ首都廃棄物庁の新しい政策方針や行政組織体
制の情報共有。
③来年度パナマに渡航する日程の調整。
④廃棄物処理及び埋立処分場への立ち入りの手続きと
プロセスの確認。
⑤聞き取り調査に関する内容の照らし合わせ及び依頼
プロセスの確認。

打ち合せの様子

お問い合せ先
●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分、Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩 15 分

東洋大学国際共生社会研究センター

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/research/labo-center/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金9：00～17：00）
国際共生社会研究センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、リサーチアシスタ
ント、事務局員等から構成されております。これらの組織を中心に、センターでは先進国や開発途上国の専門家を
海外から招聘して行う国際シンポジウムやワークショップを毎年開催しております。また国内に向けた市民や実務者
むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュースレターの発行、年次報告書の発行を
行っております。これらの報告書はセンターのウェブサイトからダウンロードが可能です。是非、本センターのウェブ
サイトをご覧ください。
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Toward International Contribution in Asia and Africa in the Era of Globalization
Hidetoshi Kitawaki, Dr. Eng.
Director, Center for Sustainable Development Studies
Toyo University

Toyo University’s Center for Sustainable Development
Studies (hereinafter referred to as “the Center”) was
established in 2001 in the University’s Graduate School
of Regional Development Studies as an Open Research
Center under the High-Tech Research Center Project for
Private Universities implemented by the Japanese
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology (MEXT). After conducting activities for
eight years to t he end of ﬁscal 2008, t he Center
suspended its activities in ﬁscal 2009 following the end
of the Ministry’s project. In ﬁscal 2010, however, the
Center’s activity plan was adopted under the Strategic
Research Base Development Program for Private
Un iversit ies prov ided by MEXT a nd t he Center
resumed its activities, which lasted until the end of
ﬁscal 2014. Then, in ﬁscal 2015, the Ministry adopted
another action plan made by the Center. Accordingly,
the Center has made a fresh start for the next ﬁve years,
with an eye to making use of the ﬁndings and expertise
obtained through its past research activities and
fostering the expansion of research bases, as described in

the adopted action plan.
T he Center aims to
conduct research activities
by focusing on the creation
of research bases and the
promotion of collaboration
in Japan and developing
countries based on the theme
of developing international
contribution methods for Asia and Africa in the era of
globalization. Further, it aims to conduct research and
to implement measures for international contribution,
speciﬁcally to foster the implementation of measures
for the Sustainable Development Goals (SDGs) as postMDG indicators to be referred to in giving support to
developing countries. The Center will expand its
previous Asian-focused research target to include Africa
with a view to developing universal methods to foster
the endogenous development of developing countries
through the enhancement of social infrastructure and in
a manner suitable for the era of globalization.

International Symposium

“International Contribution in the Era of Globalization”
Date & Time : Friday, December 11, 2015
Doors open at 12:30
Venue : Inoue Enryo Hall, Toyo University
Hakusan Campus

5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8606, Japan
5 minutes on foot from Exit A3 of Hakusan Station on
the Toei Subway Mita Line, or
5 minutes on foot from Exit 1 of Honkomagome Station
on the Tokyo Metro Namboku Line

Program
13:00‒ Symposium starts.
17:00‒ Reception starts.
☆Free admission. ☆Simultaneous translation.

■Speakers and speech titles

Mr. Hiroshi KATO (Vice-president, Japan International Cooperation Agency)
“Sustainable Development Goals and Japan’s International
Cooperation: What, Who, and How?”
Ms. Yuko SHIBATA (Manager, Overseas Programme Division, Japan Platform)
“Humanitarian Activities by NGOs in Africa”
Mr. Assefa Temesgen KASAHUN (Researcher, Japan Tourism Marketing Co.)
Mr. Takashi SHIMAKAWA (Associate professor, TOYO University)
“Sustainable Tourism Development - The Case of Ethiopia-”
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc-e/

※Reservation for attendance: Contact us by e-mail, phone, or fax and tell us your name, aﬃliation, and phone
number, as well as which event (the symposium or reception, or both) you would like to attend.
E-mail : cesdes@toyo.jp
Tel/Fax: +81 3-3945-7747 (9 a.m. to 5 p.m. on Tuesday, Thursday, and Friday)
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The Center is composed of researchers, who are
regular faculty members of Toyo University, visiting
researchers invited from Japan and abroad, research
assistants, and administration support personnel. It
w i l l c o n du c t r e s e a r c h o n t h r e e t h e m e s . T h u s
structured, the Center, will annually hold international
sy mposia /work shops to wh ic h it w i l l i nv ite
international experts in relevant fields, such as the
development of developing countries. Further, it will
hold public seminars in Japan for interested citizens and
professionals engaged in the related fields, issue

newsletters in both Japanese and English to share
information about its research projects, and publish
annual reports. Moreover, it will publish books on
endogenous development trends in Asia and Africa
and international contributions, support endogenous
development in developing countries through its
overseas bases, and promote the socially beneficial use
of its research results. All members of the Center are
determined to make a concerted effort to fulfill its
mission, for which I would ask for your kind support.

Outline of Toyo University’s Center for Sustainable Development Studies
A Study on Development of Methods for International
Contribution in the Globalization Era Based on Local Situation
in Asia and Africa
・About 10 international joint research bases on local-based endogenous
development
・Implementation of ODA projects based on research results
・Dissemination of information through publications, including books and newsletters,
international symposia, and other measures, and the
application of research results in ODA projects, and NGO and business activities
・Significant and pioneering work by RA students in Japan and abroad

Studies on human
resource
development to
meet social needs in
developing
countries

Local
universities
in Africa
Local
universities
in Asia

Studies on the
establishment of
social and economic
infrastructure in
developing
countries

Studies for
practical
application

Studies on the
creation of a
sustainable society
through business
activities

Toyo University’s CeSDeS*

Aid Agencies

・Africa as a new research field adding to Asia

（such as JICA）

・Implementation of international contribution activities

・Enhancement of cooperation with governments of developing countries
・Promotion of international business
・Collaboration with other Toyo University initiatives

Private
enterprises
（such as Saraya
Co., Ltd.）

Toyo
University’s
foreign
studies

Visiting
researchers
from Japan
and abroad

Toyo
Universities
overseas
office

NGO
（such as Bridge
Asia Japan）

Endogenous
development
The Center’s publications,
including “International
Development and Endogenous
Development

Organization of international
symposia

Organization of international

Publication of newsletters （in

workshop
Japanese and English）
Harmonious
*CesDeS
:
Center
for
Sustainable
Development Studies
society

Figure 1: Structure of research
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The research project of Toyo University’s Center for
Sustainable Development Studies (hereinafter referred
to as “the Center”), titled “A Study on developing
international contribution methods for Asia and Africa
in the era of globalization” was awarded as a project to
be fostered to under the fiscal 2015 Strategic Research
Base Development Program for Private Universities.
Accordingly, the Center will implement the research
project over the next five years. The outline of the
Center is as follows.
Research Objectives
The Center aims to conduct research and practically
apply measures with a focus on making international
contributions for the achievement of the Sustainable
Development Goals (SDGs) as the post-MDG indicators
to be referred to in giving support to developing
countries. To this end the Center will newly include
Africa in its research target in addition to Asia and will
work to develop general methods to foster endogenous
development in the two regions through the
enhancement of social infrastructure and in a manner
suitable for the era of globalization.
Research Themes
Research activities are roughly divided into the
following three themes: formation of social and
economic infrastructure (especially international
contribution for that purpose); human resource
development to meet social needs (across a wide range
of research fields particularly in Africa); and creation of
a sustainable society through business (especially
sustainable business).
In individual research activities by each researcher, the
Center will work to achieve practical results by focusing
on the specific intertwined issues that need to be
resolved as early as possible in collaboration with
related organizations. The content of research themes
are shared below in this newsletter. The background

Evaluation Committee

and research themes of the Center are shown in Figure
1 at the upper right corner of this page.
Research Organization
In conducting research activities, the Center is led by
the Director and Project Leader (Professor Hidetoshi
KITAWAKI, Vice President of Toyo University) and is
composed of researchers who are regular faculty
members of the university, visiting researchers who
cooperate with the regular researchers, and graduate
school students pursuing doctoral programs, who serve
as research assistants. Information about the researchers
and their research themes can be found on page 6 of this
newsletter. Furthermore, the overseas offices of the
university will be used as overseas research bases and a
new base will be established in Africa. An evaluation
committee comprising external experts has been
established to evaluate the Center’s activities and offer
advices, and a secretariat has been established to
support the Center’s research activities and share its
findings with society. Figure 2 in the upper left corner
of the next page shows the outline of the Center’s
organization.
Making Use of the Research Results for the Benefit
of Society
As seen above, the research targets of the Center require
it to share its results with people in actual society.
Therefore, it will foster close cooperation with related
organizations, both in Japan and abroad, that will make
practical use of the research results as well as with other
universities and eventually the public in order to apply
the findings for the good of society. Moreover, to
introduce its achievements publicly and broadly, the
Center will provide information through its website
and newsletters (both in Japanese and English), hold
international symposiums, and foster the publication of
various materials.

Director

Secretariat

【International contribution】
Theme coordinators
Researchers

Visiting researchers

【Sustainable businesses】
Coordinators on specific themes
Researchers

Visiting researchers

【Africa】
Theme coordinators
Researchers

Visiting researchers

Figure 2: Research organization of the Center
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Collaborating centers

International contribution
Ryo Matsumaru, Theme Coordinator

Since its establishment in 2001, Toyo University’s Center

development to examine what aid methods will

for Sustainable Development Studies (hereinafter “the

facilitate development mechanisms, what frameworks

Center”) has conducted research aiming to help solve

are required to foster human resources necessary for the

challenges facing the international community, especially

promotion of development, and other problems by

in developing countries, under the theme, “Development

focusing on on-site activities. Additionally, we hope to

of methods to assist endogenous development in

initiate practical projects for international contribution.

developing areas in Asia.”
In 2015, we adopted a new theme for our research,
“Developing international contribution methods that
are both localized for Asia and Africa and suitable for a
globalized world.” International contribution is thus
one of our subthemes.
Under the subtheme of international contribution, and
based on the research results that the Center has so far
accumulated, we will explore how we can further
develop our findings and apply them in the area of
international contribution.
Specifically, we will further pursue our studies
based on our past findings regarding eco-friendly

Conducting interviews at a temporary shelter for those who lost
their homes due to Typhoon Yolanda

development mechanisms and methods of endogenous

Sustainable businesses
Takashi Shimakawa, Theme Coordinator

To develop endogenously and sustainably by
addressing social problems such as poverty and
economic inequality, developing countries, rather than
being completely dependent on external aid, need to
facilitate the emergence of businesses that can help
return profits to local communities. Recently, however,
there have been many reports showing that development
schemes introduced by these countries have instead
caused profits to flow out to developed countries,
making it impossible for people in developing countries
to escape from the trap of poverty. Academic research
conducted in collaboration with industries on the
emergence of individual businesses is therefore
required to promote the emergence of businesses that
will help return profits to people in developing
countries, as opposed to pursuing research that merely
serves the purposes of industry. The sustainable rather
than short-lived development of this type of business

A beach on Île aux Cerfs, Mauritius
Unlike other sublimely beautiful beach resorts in post-colonial countries,
which often are developed exclusively for Western tourists and operated
as private beaches by five-star hotels that have been invited in by
influential developers, beaches on Île aux Cer fs, among the most
beautiful in Mauritius, have no five-star hotels and are open both to local
people and tourists.
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needs our ongoing attention as a matter of ethics and

our researchers to pursue research in their own field of

the social responsibility of developed countries. The

study in line with the common theme of ethics and social

business sector of the Center will thus encourage all of

responsibility in contemporary tourism development.

Africa
Norihisa Shima, Theme Coordinator

How should we think about the current situation of
Africa? Some people predict an optimistic future
because of the recent economic growth and the positive
trend in private investment. For example, the Intelligent
Unit of Economist reports that such African cities as
Johannesburg, Cape Town, Cairo, and Nairobi are
among the 40 fastest-growing cities in the world. On the
other hand, we must know that economic inequality is
also increasing at a rapid pace: UN-Habitat includes
such African cities as Johannesburg, Addis Ababa, and
Nairobi among the five most unequal cities.
So, how should we approach to a better future for
Africa? The possible answers will converge in two
kinds of approaches: cross-sectional rather than singlesectional approaches; and the approaches of finding
solutions within local wisdom rather than relying on
conventional theories. Yet, it is easier said than done.
We will move forward finding clues to Africa’s future,
starting with development, poverty, international
relations, water, hygiene, higher education, and
community building.

One example is the challenge of slums. The mere construction of
infrastructure sometimes aggravates them. Such is the case for
Kibera area of Nairobi.

Research Members and Research Titles

(Top row) Sakamoto, Ballescas, Matsumaru, Toko, Tokue, Matsuyuki, Kurushima, Rahman, Liu, Katayama
(Middle row) Hanada, Yabunaga, Aramaki, Okamoto, Sugita, Kim, Manago,
(Bottom row) Hori, Okamura, Shimakawa, Kitawaki, Kaneko, Shima, Ono (Titles omitted)
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Vice-President of TOYO University, Director of Center for Sustainable Development Studies :
Hidetoshi KITAWAKI
INTERNATIONAL CONTRIBUTIONS (Theme Coordinator : Ryo MATSUMARU)
Toshiya ARAMAKI

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

Toshiyuki OKAMURA

Urban transport planning, management and operation.

Ikuko OKAMOTO

The local society and self-organization in developing countries

Hidetoshi KITAWAKI

Appropriate Technology in Environmental Sanitation

Ryo MATSUMARU

Promoting the Disaster Risk Reduction and Management and Build Back Better after Disaster in Developing Countries

Gaku MANAGO

Water Supply and Hygiene for Appropriate Technologies in Developing Countries

Maria Rosario Piquero-Ballescas

Gender and Sustainable Communities in Developing Countries

Chino YABUNAGA

Development of social policies in developing countries

SUSTAINABLE BUSINESS (Theme Coordinator : Takashi SHIMAKAWA)
Seungjoo KIM

The development of New tourism

Takashi SHIMAKAWA

Social Responsibility of Tourism

Ayako TOKO

The development of sustainable tourism based on conservation.

Jun-ichiro TOKUE

Hospitality Industry in the Developing Countries

Masamichi HORI

Efficiency of Transport Infrastructure Management

AFRICA (Theme Coordinator : Norihisa SHIMA)
Koichi SAKAMOTO

Inward Development in Asia and Africa

Norihisa SHIMA

Machizukuri-based Urban Planning in Asia and Africa

Elli SUGITA

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

Shingo HANADA

Transformative Research and Education Partnerships between Developed and Developing Countries

Access Maps

Address: 7th floor, Building 8 Hakusan Campus, 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8606, JAPAN
E-Mail: cesdes@toyo.jp

URL:http://www.toyo.ac.jp/site/orc-e/
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Tel/Fax +81 3-3945-7747

Center's Activities in FY2016 and Forward
Hidetoshi Kitawaki
Director, Center for Sustainable Development Studies

While Toyo University's Center for Sustainable
Development St udies (herei nafter, "t he Center")
concentrated its activities on the Asia region until
FY2014, it added Africa to its focused research areas in
FY2015 and started studies on the project subject of
"development of methods of international contribution
in the globalization era based on local situations in Asia
and Africa". We have a study system whereby each
researcher belongs to a group in charge of one of the

Courtesy call on Jomo Kenyatta University of Agriculture and

three themes: international contribution, sustainable

Technology (JKUAT)

International Symposium

Development and Environment in Africa

-

Human Resource Development on Technology and Society-

Date & Time : Friday, November 11, 2016
Doors open at 12:30
Venue : Inoue Enryo Hall, Toyo University Hakusan Main Campus
5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8606, Japan
5 min from Exit A3 of Hakusan Station on the Toei Subway Mita Line,
5 min from Exit 1 of Hon-Komagome Station on the Tokyo Metro Namboku Line

☆Free admission.
☆Simultaneous translation

■Speakers

• Prof. Romanus Odhiambo Otieno, Ph.D.
Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT), Deputy Vice Chancellor (Academic Affairs)
• Prof. Patrick G. Home, Ph.D.
Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT), Associate Professor
• Japan International Cooperation Agency (JICA)
To be determined
• Prof. Koichi Sakamoto, Ph.D.
Toyo University, Dean of Department of Regional Development Studies, Professor

※Reservation for attendance: Contact us by e-mail, phone, or fax and tell us your name, affiliation, and phone
number, as well as which event you would like to attend.
E-mail : cesdes@toyo.jp
Tel/Fax: +81 3-3945-7747 (9 a.m. to 5 p.m. on Tuesdays, Thursdays, and Fridays)
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc-e/
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business, and inclusive Africa, to conduct focused

Technology, which Japan International Cooperation

studies on each theme. Details of research results on

Agency (JICA) supports, to exchange views with

each theme are published in our annual report, and

university executives and members of the technical

their outlines are presented in this newsletter.

co op erat ion projec t tea m f rom Japa n. A l so, we

The major events we held in FY2015 include the

discussed with the Japan Society for the Promotion of

International Symposium "International Contribution

Science and the University of Nairobi the possibility of

in the Era of Globalization" on December 11, 2015; the

future cooperation in studies, and offered technical

International Workshop "Sustainable Development and

cooperation by conducting research on environmental

International Contribution for African Countries" on

aid projects in Kenya, as well as research on the area

January 8, 2016; and the International Workshop

around Lake Nakuru for technical aid by Japan Overseas

"Responsible Tourism for Sustainable Development" on

Cooperation Volunteers.

January 29, 2016. In these events, active discussions

We also hope to send an investigation team to Kenya

centered on sustainable development in Africa, with

in FY2016, to build the Center's research base in

participation of many African students studying at the

Nairobi. Additionally, we are planning to hold an

Graduate School of Regional Development Studies, to

international symposium on development and the

which the Center belongs.

environment in Africa, as below, by inviting researchers

Moreover, aiming to create a research base in Africa

from Jomo Kenyatta University of Agriculture and

and prepare for an international symposium planned

Tech nolog y. We look forward to havi ng readers'

in FY2016, the Center sent an investigation team to

continued understanding and support for the Center's

Kenya from February 20 to 28, 2016, and the team

activities.

visited Jomo Kenyatta University of Agriculture and

International Conference and Migrants in Taiwan
Maria Rosario Piquero-Ballescas
Researcher
Hiroya Takamatsu
Graduate school of regional development studies, Toyo University

Organized by the Risk Society and Policy Research
Center of the College of Social Sciences of the National
Taiwan University and co-sponsored by the Far Eastern
Memorial Foundation, an international conference
about caring for domestic foreign workers in Asia was
held from March 17 to 18.

International participants came from government,
International Conference on Caring for Domestic Foreign Workers
in Asia

academe, civil society, and other sectors to attend the
conference whose aims included
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1.) review the quality of life of caregivers and their rights;

(or as domest ic helpers/careg ivers), followed by

2.) understand the current policy limitation and weakness;

Filipinos, then by the Vietnamese.

3.) make better policies for the migrant care workers to stay
and work;

Fr. Peter's discussion discussed their struggle for

4.) help the caregivers' better adjustment to their home

better migrant protection. It was not easy. It entailed so

societies after they go back to their original countries; and

much effort, requiring much diligent work in updating

5.) develop regional cooperation and strategies for human

one's knowledge of Taiwan's national migration laws

resource development.

and understanding local practice and policy as well.
There was the need to provide education to migrants

The event also aimed to connect theory, policies, and

about t hei r r ig ht s. T he process ent a i led t he

empirical studies encompassing social justice and

development of effective hotlines and coordinated

equality across class and ethnicity.

response system involving various agencies (police,
labor agency, civil society, among others) to protect

Fr. Peter O' Neill, Executive Director of the Hope

migrants and so on.

Workers' Center and t he Diocesan Chaplain and
Coordinator for the Migrants and Immigrants Service

The process for better migrant protection in Taiwan

Center of the Hsinchu Catholic Diocese shared his time

ha s reac hed a ver y h ig h level of mu lt i-s ec tora l

and experiences to orient us about the situation of

coordination and effectivity. Yet, the struggle goes on -

Filipino workers in Taiwan. Ms. Lydia Nieh joined in as

there remain so much more to be done for many needy

well to share her experiences as a social worker of the

migrants, both adults and children.

Hope Workers' Center.
Fr. Peter of the Hope Workers' Center, in his very
From data shared by Fr. Peter, as of the end of January

ki nd, pat ient, a nd humorous st yle, remi nded us

2016, a grand total of 590,086 foreign workers were

repeatedly that there is HOPE for migrants "a step at a

working in productive industries and social welfare in

time, creatively," and all working together in unity.

Taiwan. The largest foreign group are the Indonesians
(237,957 or 40 percent), followed by Vietnamese (170,268
or 29 percent) and then, by Filipinos (123,493 or 21

( Full text published i n PERSPECTIVE of THE
FREEMAN newspaper

percent). Indonesians also dominate in human health
and social work activities and other service activities

http://www.philstar.com/freeman-opinion/2016/
03/17/1563764/taipei-and-migrants )

Report on Sustainable Tourism Efforts: Cases from Australia
Ayako Toko
Theme Coordinator

I visited Queensland, Australia for research from

largest coral reefs and tropical rainforests, the nature-

February 25 to March 1, 2016. Endowed with the world’s

rich State of Queensland has many national parks and
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permission from the government or designated tour
operators are allowed to land on the island. Kingfisher
Bay Resort (KFBR), which is a hotel on the island, is
famous worldwide as the most environment-friendly
large-scale accommodation. Just before the island was
designated as a world natural heritage site, the hotel
opened in 1992, the year of the UN Conference on
Environment and Development (the Rio Earth Summit)
and the adoption of Agenda 21, a set of action plans for
sustainable development. With the Agenda 21 as a
starter, the tourism industry worldwide for sustainable
tourism picked up speed. Thus, the KFBR was a trendset ter, hav i ng c reated a n env i ron ment-f r iend ly
management plan well before these movements. At the
KFBR, I interviewed the manager of the hotel, Mr.
Shumid, who also arranged an on-site tour for me to
s e e h ow e nv i r o n m e nt a l m a n ag e m e nt i s b e i n g
implemented. From the planning stage of the hotel,
KFBR’s lodge is designed to integrate with nature. The hotel thoroughly
implements water and other resource management, as well as building

t hey conduc ted a comprehen sive sur vey on t he
ecosystem of the island, and after finding that many
migratory birds pass through the island each year, the

World Natural Heritage sites that serve as precious

height of the buildings was decided. Native plants and

tourist resources. This time, my research was based

trees were used in all building materials and for

mainly on Fraser Island, Queensland for collecting

making the gardens, reflecting the hotel’s commitment

information on local policies on nature preservation

to biodiversity. Naturally, various other management

and sustainable business. Before landing on the island,

systems are in place, such as measures for minimizing

I visited institutes such as Queensland’s Environmental

CO 2 e m i s sion s, a nd for m a n ag i ng a nd r e u si ng

Protection Agency and the University of Queensland.

wastewater. This type of hotel is possible only when all

I i nter v iewed t ho s e i nvolved i n tou r i sm ab out

s t a k e holde r s, i nc lud i n g gove r n m e nt of f ic i a l s,

environmental management and its relation to tourism

researchers, business owners, and local residents,

in the state, as well as about tourist control measures,

p a r t i c i p a t e i n t h e pl a n n i n g t h r o u g h y e a r s o f

collected related materials, and exchanged views. On

discussions and consensus-building. The KFBR is an

the following day, I traveled to Frazer Island by land

excellent example of the integration of environment-

a nd f e r r y w it h a ra nge r of t h e E nv i r o n me nt a l

friendliness and tourism development. As a result of

Protection Agency. Frazer Island was registered as a

my r e s e a r c h , I c o mp i l e m e a s u r e s f o r c r e at i n g

World Natural Heritage Site in 1992. To ensure strict

“conservation-based tourism,” which is sustainable

m a n a g e m e nt a n d p r o t e c t i o n , o n l y t h o s e w it h

tourism in the true sense.
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Research Assistants & Their Topics

Hoang Le Quan

rapidly growing-up with popularity. Millions of people

A Study on Travel Intention for the Integration of

are con nected via SNS, and millions of data and

Mass Rapid transit with Motorcycle in Developing-

information are sharing even in an hour through such

Country Cities: A Case of Ho Chi Minh City

SNSs. The prevalence of SNS has been succeeding to tie

My study aims to investigate

not only particular group, area or nation but the people

factors influencing travel

of all over the world. Mostly, the youth’s daily activities,

intentions in order to manage

learning manner and other various aspect of life are

motorcycle mobility with

extremely affected by SNSs. To consider the prevalence

respect to mass rapid transit

of SNSs, this research is focuses on to examine the

in developing-country cities.

yo u n g g e n e rat io n’s a t t a c h m e n t t o w a r d s o c i a l

Althought mass rapid transit

communication net works and its impact to their

(MRT) systems have been developed to solve urban

learning environment as well as research explores the

transport problems in many metropolitans, some

yout h’s at t it ude w it h r e s p e c t to t he va lue a nd

developing-country cities lack economic resources to

usefulness of SNS as an important tool for learning.

implement MRT system soon. The problem is that
motorcycle likely becomes the dominant mode of urban

Tsuneshi Inoue

transport before MRT development. In this context, it is

Role of Japanese Companies to Reduce Environmental

important to understand people’s travel intention

Solid Waste Load Generated by Their Business Activities

regarding new transit alternatives for implementing

Such As Thailand-Japanese Case
Why do people of some semi-

appropriate measures in motorcycle use.

advanced countries criticize
Thapa Sakhila

sometimes unilaterally the

Research on Social Networking Service for Youth

Japanese companies which have

Education

contributed to the development

-A Case Study of Nepalese Youth

of the countries as having made

Information Technology

the environmental load of the

(IT) is prioritized in recent

countries increase? This study shows the indicator

education system at global

which grasps the relation of the environmental load

level to concern the quality

caused by the solid waste discharge between the areas,

of educat ion. Along w it h

and how to take advantage of the indicator to solve the

the expansion of advanced

problem.

tec h nolog y i n educat ion,
the prevalence of social networking service (SNS) is

−5−

Akiko Mori

because it didn’t match people’s requirements. The

A Study on Impact and Sustainability of Rural

object of this study is to find out what will be a suitable

Water Supply at Central Dry Zone of Myanmar

type of cruise for Japanese.

This paper discusses the
several impacts of rural water

Kumiko Nuki

supply such as economic,

Study on Water Supply and Sanitation in Developing

h e a lt h a nd e duc at io n i n

Countries: A Case Study on Cambodia

terms of quantitative and

T h i s s t udy fo c u s e d o n

q u a l it at ive t h o ug h f i e ld

handwashing in developing

survey in Myanmar.

countries and discussed the

A survey focuses on also essential factors for long life

dissemination of appropriate

of deep tube wells. A study aims to discuss what

washing agents for handwashing

comprehensive water supply system at central dry zone

purpose in Cambodia. A survey

in Myanmar is.

on handwashing behavior,
possession and usage of washing agents, and economic

Shingo Narumi

situation was carried out in a rural area and an urban

Study on Appropriate Type of Cruise for Japanese

slum from 2013 to 2014. The results were summarized

Cruise is not only to visit

to submit to an academic journal in this year.

sightseeing spots by ship but
to enjoy life on ship. It is
highly value for money, thus
many people in the world
loves it. But it has not been
we lc ome d i n Japa n. It i s

Reference
⃝5

min from Exit A3 of Hakusan Station on the Toei Subway Mita Line

⃝5

min from Exit 1 of Hon-Komagome Station on the Tokyo Metro Namboku Line

Center for Sustainable Development Studies (CeSDeS), Toyo University
(Strategic Research Base Development Program for Private Universities)
Address: 7th floor, Building 8 Hakusan Campus, 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku,
Tokyo, 112-8606, JAPAN
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL:http://www.toyo.ac.jp/site/orc-e/
Tel/Fax: +81 3-3945-7747 (9 a.m. to 5 p.m. on Tuesdays, Thursdays, and Fridays)
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Development of a New Approach for International Contribution
Ryo Matsumaru
Theme Coordinator

Since its establishment in 2001, Toyo University’s Center

society.

for Sustainable Development Studies (hereinafter

Through the review of our research outcomes, I have

“CeSDeS”) has been committed in research programs on

found a few key phrases repeatedly used in our papers

various themes, including “Eco-friendly Development”

such as “effective use of regional resources”, “environmental

and “Endogenous Development”. Currently, CeSDeS is

consciousness and eco-friendly development”, “human

promoting a research program under the theme:

resource development” and “endogenous initiatives”. All

“Development of International Contribution Methods for

these phrases represent very common concepts in the

Asia and Africa in the Era of Globalization”.

context of regional development in developing countries,

The International Contribution Group, one of the three

and this indicates that it is the vital importance for

research groups in CeSDeS, is implementing researches

international contribution to do such obvious things

and practices to seek ideal approaches of international

properly.

contribution, aimed to support of the achievement of the
Sustainable Development Goals (SDGs).

I believe that the international community has been
taking the initiative by putting these obvious ideas into

To date, various development techniques have been

practice. However, I also believe that it is essential to

employed in developing countries, and the eco-friendly

integrate individual initiatives and take a comprehensive

development mechanisms and the approach focused

approach to regional development to enhance the

on endogenous development proposed by CeSDeS

outcomes of these past initiatives and to create synergy.

are the one of those approaches. Over the years, the

Since we have brought researchers together from diverse

international community has taken various development

disciplines, taking advantage of this diversity, we are

initiatives including the effort to achieve the Millennium

planning to implement a comprehensive regional

Development Goals, which preceded the SDGs. Despite

program to address multiple issues represented by the

these efforts, however, many countries and regions in

several key phrases that I have just mentioned.

the world still have a long way to go before reaching

In addition to the academic research activities, our

their development goals. In this context, the members

group is also focus on the practical application of our

of the group are now trying to develop new approaches

research outcome to the ground. To do so, from this year,

of international contribution.

we are planning to start a new project in the one of the

“What is the ideal approach of international contribution to
achieve the SDGs?”

developing country to create a recycling-oriented society
at a major tourist destination which is located near the

Unfortunately, I have not found the right answer to this

lake that is suffering from serious water pollution. To

question. Yet, I can state that as the first step toward this

address social and environment problems around the

goal, we should promote practical application of the

lake, our project plan to provide environmental education,

outcomes of our research at CeSDeS in a developing

along with scientific data, to residents who are living
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around the lake and its basin. Through this educational

resources. Preparations for the project will begin this year,

program, the residents might be encouraged to change

and the project is planned to start on a full scale in the

their daily behaviors and to restore clean water. Ultimately,

year 2018.

we intend to establish a recycling system that utilizes local

The Signing Ceremony and the International Symposium
“Development and Environment in Africa
— Human Resource Development on Technology and Society —”
Elli Sugita
Researcher

Professor, Vice-president, and Director of the Center for
Sustainable Development Studies, Toyo University,
signed the academic exchange agreement.
In this year’s international symposium, focusing on
the theme of Africa with the aim of promoting this new
academic exchange agreement, speeches were delivered
by five leading experts in “development and environment
in Africa.” In the final part of the symposium, active
exchange of quest ions and answers bet ween the
audience and the speakers helped further deepen the
discussion. A total of more than 800 people, including

The Signing Ceremony of the Academic Exchange Agreement

Toyo University students, attended the symposium.
On November 11, 2016, Jomo Kenyatta University of
Agriculture and Technology (JKUAT) in Kenya and Toyo
University signed an academic exchange agreement in

Many students from Africa studying at Toyo University
or other universities were also in the audience.
An outline of the speeches is as follows:

Inoue Enryo Hall, Toyo University. Following the signing

1) Opening Remarks by Mr. Tadashi Yokoyama,

ceremony, the Center for Sustainable Development

Head, External Representation Office for Asia,

St udies, Toyo Un iversit y, held t he i nter nat ional

African Development Bank

symposium “Development and Environment in Africa —

Mr. Yokoyama gave a detailed explanation about the

Human Resource Development of Technology and

current economic situation in Africa, including the fact

Society—” in the same venue. This symposium was

that the past decade’s continued economic growth of

co-organized by the Center for Academic Research

more than 5% on average has been supported by

Promotion, Toyo University, and the Graduate School of

improvements in the governance and environment for

Regional Development Studies, Toyo University, and

business investment, as well as by economic and

supported by the Japan International Cooperation

political stability. However, he continued that Africa

Agency (JICA) and the External Representation Office

certainly still faces many challenges, so the African

for Asia, African Development Bank.

Development Bank Group focuses its effort on five

JKUAT, located in a suburb of Nairobi, Kenya, has

development challenges called the High-Fives: Light

grown into a general university with an enrollment of

up a nd power Africa, Feed Africa, Industrialize

more than 30,000 since JICA began offering assistance

Africa, Integrate Africa, and Improve the quality of

in establishing it in 1977. This was the first time for

life for the people of Africa. Mr. Yokoyama explained

Toyo Universit y to enter into an inter-universit y

that, for these purposes, the African Development

academic exchange agreement with a university in

Ba n k Group has played a n act ive role i n huma n

A f r ic a. I n t he s ig n i ng c er e mo ny, D r. Rom a nu s

resource development and in increasing people’s

O d h i a m b o O t ie no, P r of e s s or a nd D e p ut y Vic e

technical levels.

Chancellor, JKUAT, and Dr. Hidetoshi Kitawaki,
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(SATREPS) and support for international students from
Africa through the African Business Education Initiative
for Youth (ABE Initiative) are also included in JICA’s
initiatives in human resource development in Africa.
4) “Agriculture and Technology for Africa” by Dr.
Patrick Home, Associate Professor, School of
Biosystems and Environmental Engineering, JKUAT
Dr. Home clearly illustrated the vulnerability of
agricultural and food security in African environments
with data and maps, emphasizing that overcoming such

International symposium

current conditions requires technological innovation
suitable for African environments. He also explained

2) “The Role of PAU (Pan African University) and

JKUAT’s initiatives to develop technologies useful for the

JKUAT in Human Resource Development in Africa”

grassroots, and methods of information sharing,

by Dr. Romanus Odhiambo Otieno, Professor and

drawing some examples.

Deputy Vice Chancellor, JKUAT
Dr. Odhiambo spoke on the history of JKUAT’s

5) “Private Sector-led Economic Development in

development and its current education and research

Africa” by Dr. Koichi Sakamoto, Researcher at the

area. His presentation suggested that JKUAT, as a

Center for Sustainable Development Studies, and

general university with schools specializing not only in

Professor and Dean of the Faculty of Regional

agriculture and engineering but also in IT and human

Development Studies, Toyo University

resource development, would be able to cooperate with
Toyo University in various fields in the subsequent
process of partnership building. He also explained that,
in the Pan African University (PAU) program aiming to
promote higher education in Africa as a whole, JKUAT
as the program’s eastern hub occupies a key role in
fostering industrial human resources in the field of

After outlining the macro economy of Africa, Dr.
Sakamoto described the uneven economic situation in
Africa. He stated that, while some countries suffer from
sluggish economic growth, others, including Nigeria and
South Africa, have succeeded in growing economically,
with Kenya and Ethiopia projected to grow by 6% to 7%
annually between 2017 and 2021. He also mentioned the

scientific and technological innovation in Africa.

rise of i nvest ments i n Africa, i ncludi ng Ch i na’s

3) “Human Resource Development in Africa” by

also introduced to the audience some cases of Japanese

Mr. Masaaki Kato, Senior Special Advisor, JICA

companies’ operations in Africa. His speech enhanced

increasing investments in the continent. Dr. Sakamoto

Mr. Kato started his speech by outlining the Sixth
Tokyo International Conference on African Development

ou r u nder st a nd i ng ab out t he r e c e nt g row t h of
relationships between Japan and Africa.

(TICAD VI) in August 2016. His explanation of the

As seen above, it can be said that this international

achievements of this year’s TICAD, which was held in

symposium provided valuable suggestions about

Kenya, outside Japan for the first time, taught the

various perspectives and possibilities for further

audience, and students in particular, valuable lessons.

development of relationships between Africa and Japan,

Subsequently, Mr. Kato introduced the audience to JICA’s

and between JKUAT and Toyo University. We hope that

initiatives in human resource development in Africa,

this symposium serves as a springboard for our more

which was also a focus at TICAD VI. He explained that

active engagement in research activities, practical

JICA’s long-term support for JKUAT has been a successful

international contribution activities in the field, and

case in its assistance in human resource development in

human resource development. In conclusion, we would

Africa, and that JICA now offers assistance to PAU,

like to express our heartfelt gratitude to the organizations

mentioned above. He added the explanation that

co-organizing or supporting this symposium, speakers,

research aid through the Science and Technology

and attendees.

Research Partnership for Sustainable Development
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International Workshop
“Toward International Collaborative Research between JKUAT and TOYO”
Norihisa Shima
Theme Coordinator

After the opening remarks by Prof. Hidetoshi Kitawaki,
Director of the Center, Prof. Home introduced the
research activities by JKUAT. He explained that JKUAT,
under their research theme “Science, Technology,
I n novat ion a nd Ent repreneursh ip for Econom ic
Development,” pursues research in 10 focused subthemes including the research interests by the Center.
Prof. Home also described the university’s rank among
other Kenyan universities as well as institutional
framework of JKUAT, including its organizational
structure and research funds. In addition, he highlighted
some specific research cases.

Presentation from Prof. Home

Three researchers from the Center—Prof. Shingo

The Center for Sustainable Development Studies, Toyo

Hanada, Prof. Norihisa Shima, and Prof. Elli Sugita—

University, hosted the international workshop “Toward

then presented their research interests, “A Concept

International Collaborative Research between JKUAT

Mapping of Education Diplomacy,”(Hanada) “Water ×

and TOYO” at Hakusan Campus on November 14, 2016.

Micro-topography × Settlement,”(Shima) and “How did

This workshop aimed to discuss the possibility of

bet ter access to water c ha nge people’s life i n 15

collaborative research as the first practical step in the

years?”(Sugita), to explore the possibility to share the

partnership between the Center and JKUAT (Jomo

research interest of the Center and JKUAT.

Kenyatta University of Agriculture and Technology),

This international workshop marked the first step

after the MOU that had been signed by these two

toward collaborative research between the Center and

parties. Prof. Patrick G. Home from JKUAT was invited

JKUAT, deciding to launch a joint field study in Kenya

to have discussions with researchers from the Center.

at the end of February 2017.

Study on the invigoration of agriculture and farming villages
through integrated development of the primary, secondary and tertiary industries
Liu Limin
Visiting Researcher

In January 2016, the Chinese

invigorating farming regions. Revitalization and

government announced the

invigoration of agricult ure and farming villages

“Gu id i ng O pi n io n o n t h e

h e nc e for t h r e q u i r e pr omo t i ng t h e “i nt e g rat e d

Promot ion of I nteg rated

development of the primary, secondary and tertiary

Development of the Primary,

industries,” which will contribute to more vigorous

S e c o n d a r y a n d Te r t i a r y

farming villages. For that purpose, it is important to

Industries in Farming Villages,”

facilitate the expansion of local businesses and the

aiming to reduce the urban-

creation of new industries through various measures,

rural gap in the country by enhancing the efficiency of

such as effectively using the existing resources of

ag r ic u lt u r e, i nc r e a s i ng fa r me r s ’ i nc ome s, a nd

farming villages, including agricultural products,
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combining the production, processing and sales of

collaboration between the agricultural, commercial

agricultural products, and integrating the primary,

and manufacturing sectors, and other measures, and

secondary and tertiary industries. This initiative aims

4) encouragement of new industries through collaboration

to combine various “resources” of farming villages

between different industries and fields (for example:

with “industries” such as food processing, tourism and

online sales of specialty products in deprived areas).

IT industries, to create new additional value in farming

This study, focusing on Central and Southeastern

regions, resulting in increased local employment and

Coastal China, explores the process and current condition

higher and more stable incomes.

of the “integration of the primary, secondary and tertiary

I n C h i n a, va r io u s e f for t s for t h e i nt eg rat e d

industries” and various forms of industrial integration.

development of the primary, secondary and tertiary

This study aims to enhance cooperation between the

industries are in progress around the country. Specific

agricultural, forestry and fishery industries and other

cases of such efforts I have seen during fieldwork

industries such as commerce and manufacturing, as the

include 1) processing and sales of local agricultural,

key industries of each relevant region, and utilize the

forestry and fishery products, for example: development

synergy to invigorate regional societies. I hope to analyze

and sales of foods made with local specialties, and sales

specific cases of collaboration between the agricultural,

of agricultural products at direct-sale stores, 2) green

commercial and manufacturing sectors in farming

tourism featuring local landscapes, traditional culture

regions in China, and explore the types of collaboration

a nd ot her loca l at t rac t ion s, a s wel l a s fa r mers’

between the agricultural and other related sectors,

restaurants and tourist homes, and farming village

government measures to encourage collaboration between

experience, 3) development of new products and

the agricultural, commercial and manufacturing sectors,

mater ia ls t h rough tec h nolog ica l i n novat ion,

and other relevant topics.

Study on Water Shortage Problems and Their Impacts on the Household
Livelihoods of Arable and Livestock Farmers in Inner Mongolia, China
Qiqige
Visiting Researcher

I have conducted a study on

farming and the farmers’ household livelihoods, and

water shortage problems and

are viewed as major issues to be urgently solved, which

their impacts on the household

otherwise would interrupt the sustainable economic

l i ve l i h o o d s o f a r a bl e a n d

and social development of farming areas in Inner

l ive sto c k fa r mers i n I n ner

Mongolia. While such water problems have occurred in

Mongolia, a dry region located

many places around the world, including the Aral Sea,

in the northern part of China.

it is expected that Inner Mongolia, where these water

While attracting worldwide

problems have had impacts on relatively small areas,

attention for its rapid economic growth, China is

can provide a good example of practical solutions.

exper ienc i ng va r ious g row i ng pa i n s, i nc ludi ng

My goal is to reveal the causes of the water shortage

increased water usage and contamination of the water

problems in Inner Mongolia through this study. I hope

environment. Farming areas in the Inner Mongolia

to exa m i ne why water shor t age problem s h ave

Autonomous Region (hereinafter “Inner Mongolia”), in

occurred in farming areas in Inner Mongolia, what

particular, face the devastating impacts of excessive use

i mpac ts water shor tage have had on arable a nd

of agricultural water on the ecological environment,

l ive sto c k fa r m i ng a nd t h e fa r me r s ’ hou s e hold

such as the fall of water levels, interrupted river flows,

livelihoods, what measures the local government has

and the disappearance of inland waters. These water

taken against these problems, and what appropriate

problems have adversely affected arable and livestock

and sustainable measures local people can take.
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Pond Protection in the Coastal Areas of Bangladesh
Md. Mafizur Rahman
Visiting Researcher

The project titled 'Pond

during dry period (6-8 months). But due to salinity

Protection in the Coast' seeks to

intrusion, cyclone and man-made hazards like shrimp

enable low-income community

cultivation, the number of sweet water ponds are

in two sub- districts in salinity

reducing every year. To address this issues, the project

a f f e c t e d c o a s t a l a r e a s of

titled aims at preserving these sweet water ponds by

Bangladesh to protect and

creating community awareness as well as implementing

manage their drinking-water

low cost technology. The major activities that were

sources. The project focused

carried out during the first phase were field visits to the

on nine small reservoirs/ponds in water scarce areas

project area, focus group discussion (FGD) with pond

in Mongla and Rampal sub-districts under Bagerhat

users, water quality testing of pond water, selection of

district to protect these reservoirs from climate-induced

ten ponds, and preparation of IEC Materials. During

and man-made hazards through implementation of

this phase of the project, pond protection works were

low-cost technology, from which approximately 8,000

given priority. Protective measures that are required

poor villagers got benefited and are having access to

to protect the nine selected ponds that were selected in

drinking-water throughout the year. In addition, as a

the first phase based on water quality testing results

part of capacity building, 80 users of these ponds, and 25

and FGDs were undertaken in collaboration with local

local government officials and NGO staffs were trained

communities. Apart from pond protection works, water

on how to protect and manage scarce drinking-water

quality testing of pond water and design and printing

sources in coastal areas through workshops, so that

of various materials were carried out by project team

they gain the technical know-how required for working

during this phase. In addition, a final workshop was

in coastal areas of Bangladesh. Fresh water ponds and

organized at The American Center, Dhaka where

rainwater are the main sources of drinking water in the

participants were both professionals and students.

salinity affected coastal areas in Bangladesh. Though

Moreover, the impact of the pond protection works for

rainwater is the most preferred option during rainy

the selected nine ponds was monitored continuously

period (4-6 months), low income communities are

through field visits and water quality testing in the last

dependent on pond water to fulfill their daily needs

phase of the project.

Reference
⃝5

min from Exit A3 of Hakusan Station on the Toei Subway Mita Line

⃝5

min from Exit 1 of Hon-Komagome Station on the Tokyo Metro Namboku Line

Center for Sustainable Development Studies (CeSDeS), Toyo University
(Strategic Research Base Development Program for Private Universities)
Address: 7th floor, Building 8 Hakusan Campus, 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku,
Tokyo, 112-8606, JAPAN
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL:http://www.toyo.ac.jp/site/orc-e/
Tel/Fax: +81 3-3945-7747 (9 a.m. to 5 p.m. on Tuesdays, Thursdays, and Fridays)
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Research Collaboration between
Toyo University and the University of the South Pacific
Hidetoshi Kitawaki, Director of Center for Sustainable Development Studies
Gaku Manago, Research Associate
Akira Kaneko, Visiting Researcher

The Center for Sustainable Development Studies is
working to tackle issues in order to realize the sustainable
development goals (hereinafter referred to as “SDGs”).
One of the most vital issues in realizing SDGs is to make
cooperation for to regions facing serious difficulties, like
Africa and island nations. This is the reason why we
visited Africa in FY2015 and have started cooperation
with them, and started actions with island nations from
FY2016.
Most of the island nations consists of small, sparsely
populated isla nds, a nd faces di ff ic ult ies on t he
development of i ndust r ies. T hey all require t he
development of infrastructure but this cannot be easily

Professor Derrick Armstrong, Deputy Vice Chancellor of the University
of the South Pacific (on the Left) and Professor Hidetoshi Kitawaki (on
the Right)

International Symposium

Cross-boundary Human Development for SDGs
through International Networking
Date & Time : November 25th, 2017
02:45PM - 04:30PM (Doors open at 02:30PM)
Venue : No. 8 Bldg., B1F, Room No. 8B11, Hakusan Campus, Toyo University, Tokyo, Japan
Free admission, Simultaneous translation.

■ Program

14:50 Prof. Derrick Armstrong (Deputy vice chancellor, the University of the South Pacific)

Education for Cross-boundary Human Development in Pacific Islands: The Experience of the University of the South Pacific

15:40 Mr. Tomoyuki Naito (Senior Advisor, JICA)

ICT and Education for HRD in International Development Cooperation Context: through JICA's Experiences

16:00 Prof. Hidetoshi Kitawaki (Vice president, Toyo University)

Toyo university’s experiences and future on remote education

■ Co-Organized by: Japan Society for International Development (JASID). Graduate School of Regional

Development Studies, Toyo University. Faculty of Global and Regional Studies, Toyo University. Center for
academic research promotion, Toyo University. Faculty of International Tourism Management, Toyo University.
■ Supported by: Japan International Cooperation Agency
Reservation for attendance: Contact us by e-mail and tell us your name, affiliation, and phone number, as well as
which event you would like to attend. E-mail: cesdes@toyo.jp, URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
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achieved, and the way that they have fallen behind in

active parts in their home countries, and also some of them

this respect is hampering their development. The

are conducting research at the Toyo University’s graduate

development of human resources who will carry out the

school. We feel that not only does this contribute to the

development work is also a matter of great importance. At

Goal 4 of the 17 SDGs (“to ensure inclusive and quality

the same time as learning about the issues faced by the

education for all”), it also harmonizes with the Center for

island nations in order to achieve the SDGs, there is also a

Sustainable Development’s research and human resource

great deal that the Center can contribute to them through

fostering efforts aimed at realizing all the SDGs. We have

our experiences. It is for this reason that in February

therefore invited Professor Armstrong to Japan on

FY2017 we three members of the Center visited to meet

November 25 in order to participate in an international

Professor Derrick Armstrong, the Deputy Vice-Chancellor

symposium that will be titled “Cross-boundary Human

of The University of the South Pacific (hereinafter referred

Development for Sustainable Development Goals through

to as “USP”), in order to exchange opinions with him

International Networking.” Taking advantage of fora for

about distance learning and related topics.

discussion, we want to ascertain what sort of cooperation

USP was founded established in a joint effort by 12 Pacific

the Center can offer for the realization of SDGs. We would

island countries spread throughout the Oceania region. It

be delighted if many interested persons, as much as

uses a USP network (USPNet) that was built by the

possible spare the time to attend the event. (Precise details

Japanese grant aid to support higher education throughout

about the symposium can be found on the bottom of this

a wide geographical area. The USP graduates go on to play

page, please take a good look at them.)

A Discussion on the Faith that Moves Mountain
From the Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology Workshop
Norihisa Shima, Theme Coordinator

The saying “faith can remove mountains” means that

moment. The talks had turned to the topic of whether or

even when faced with obstacles as tough as a huge

not to curb the use of vehicles. While most of the

boulder one can surmount and successfully overcome any

participants were in favor of curbing the use of vehicles,

obstruction if you tackle it with singlemindedness. This

one of the students argued that cars are a social status

phrase has its roots in a famous historical allusion from

symbol and there is no way that their use should be

the Shiji (“Historical Records”), by the celebrated Chinese

suppressed, at which point one of the JKUAT faculty

historian Sima Qian (circa 145 BC-87 BC), however,

members poked fun at him, retorting “That’s because your

actually maintaining an unwavering mind is in fact a far

father works at a car factory, isn’t it!” If the speakers had

from easy exercise. Particularly in situations in which

been Japanese then that would probably have been the end

there is a tacit understanding that one should “sense the

of the story – but not Kenyans. The student then continued,

mood,” there is a tendency to feel one’s “faith” will have to

in no mood to lose the argument: “Then why not popularize

be somehow distorted or put to one side for a while.

electric vehicles? There’s no emissions problems, and we

The Student Agenda for JKUAT-TOYO Collaboration, the

could build a well-organized public traffic network. This is

resultant text at the recent workshop with Kenya’s Jomo
Kenyatta University of Agriculture and Technology
(JKUAT), was a compilation of themes that need to be
tackled in the future, seen and heard from those on the
frontline of development. The discussions between the
students and faculty members took over two hours (as is
often the case when attempts at summing up are made in
this way). The participants could have lost all their fighting
spirit as the discussion went on and on, but the opinions of
those assembled (who were unfortunately nearly all from
JKUAT) continued to be voiced without abatement. In the
midst of all this there was an extremely interesting

−2−

The students regretfully say their farewells after the workshop

because....” And so on he continued. I felt that the way he
developed his argument was slightly on the coercive side.
But he had certainly voiced his own opinion.

and they end up being more stringently questioned.
Though there are sometimes gaps in the gist of their
arguments, the robust manner in which the African

The arguments of the African overseas students at our

students set about getting across their argument in one

university are certainly compelling. For example, during

way or another is indeed the embodiment of the faith that

questions after a research presentation they skillfully take

moves mountains. I think that there is plenty that the

on board the question while launching into their own

Japanese students, who discuss things while studiously

theories; sometimes they even have a power surge and

“sensing the mood” (or in many cases fail to raise the

speak quite aggressively. On the other hand, the students

discussion to a meaningful level) can learn from their

who “sense the mood” can only assent in meek little

ardent African counterparts.

voices. Their discussions head towards an anti-climax,

JKUAT-Toyo Joint Workshop: What We can Do for Sustainable
Development? Sharing Experiences between Kenya and Japan
Norihisa Shima, Theme Coordinator
Elli Sugita, Researcher

Agenda for JKUAT-TOYO Collaboration was compiled as
a written result of the workshop.
Though the students of both universities experienced
various moments of puzzlement in the course of the
group work, enriching presentations were made despite
the short timeframe, and the main debate on compiling
the agenda reached such a fever pitch that it took much
more time than had been scheduled, providing all those
participating with a renewed sense of the importance of
sustainable development. Moreover, another great result
of the workshop was that when it finished the students

Field survey at Thika

forgot about the time as they chatted away together,

Over the weekend of the June 24 to June 25 a workshop

swapping their Facebook and SNS addresses, and

on the theme of “What we can do for sustainable

deepening their friendship with each other.

development? Sharing experiences between Kenya and

Workshop program

Japa n” was held at Jomo Kenyat ta Un iversit y of

Day 1: June 24 (Sat)

Ag r ic u lt u re a nd Tec h nolog y ( JKUAT), w it h t he

9:00: Opening session

cooperation of Professor Romanus Odhiambo Otieno,

Welcome message: Dr. Patrick G. Home

Professor Patrick G. Home and Prof. James Messo. The

Opening address: Dr. Eri Sugita

workshop, which aimed to enable the sharing of

Program explanation: Dr. Norihisa Shima

experiences in sustainable development, was participated
in by eleven JKUAT students and fourteen students from

9:30: Campus tour
11:00: Lecture: “Do-nou Technology” by (CORE Project
Manager, Yuki Iwamura) and project inspection

Toyo University. Those participating learned about the
issues in and prospects for sustainable development from

14:00: Visit to Moyo Children Centre

two joint Japanese and Kenyan projects, namely the non-

19:00: Group discussion

profit organization Community Road Empowerment

Day 2: June 25 (Sun)

(CORE) and the Moyo Children Centre. After the students

9:30: Walk around central Thika
Thika Municipal Stadium, Bus Terminal, City

from both universities had taken a walk around the

Clock, Blue Post Hotel etc.

central district of the city of Thika, the issues faced by
sustainable development were identified through group

11:00: Group discussion, presentation preparations

discussions and presentations. The 19-point Student

16:00: Group presentations
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17:00: Main Discussion, adoption of Student Agenda for

19:00: Closing Session

JKUAT-TOYO Collaboration
STUDENT AGENDA FOR JKUAT-TOYO COLLABORATION
Through JKUAT-TOYO Joint Workshop 2017 “What can we do for sustainable development? Sharing experience
between Kenya and Japan” held on June 24 - 25, 2017 at Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology
(JKUAT), we adopted the following issues as our agenda.
Financial Issues
1.

To provide training and education for the local community for gaining necessary know-how on management
of finances.

2.

To empower the local community for utilizing the available resources effectively.

3.

To introduce monetary policy for creating jobs that will lead to investment for sustainable development.

4.

To introduce family planning for controlling population growth – reduce financial burden at household.

Environmental Issues
5.

To reduce the number of vehicles which are unroadworthy in order to reduce the emission, accomplished by
encouraging use of public transportation.

6.

To decentralize the services provided in CBD and to move bus stations outside CBD.

7.

To exploit human resources fully so that traffic jam, road accidents and improved security can be realized

8.

To separate garbage according to the categories such as plastics, organic and paper in addition to recycling and

through incorporation of police officers in urban centers.
reusing of waste, especially plastic waste.
9.

To create awareness of the environmental problems that waste dropped by the roadsides would cause and to
encourage Kenyan people to throw away garbage into the bin, not on the road.

10. To dispose solid waste in the proper way like construction of landfills.
11. To set the regular days for waste collection, especially waste on the roadsides, for sensitizing the importance
of environmental conservation.
12. To improve the capacity and management of the sewage systems.
13. To borrow ideas from countries that have managed to achieve environmental protection through participation,
and to borrow techniques and methods used by Japanese people to conserve the environment.
Educational Issues
14. To provide education facilities with better learning rooms and learning materials, to utilize solar energy in
lighting, and to provide transport for pupils, students and teachers.
15. To initiate the construction of schools by the community or locals.
16. To employ more teachers and to enhance the skill of the teachers.
17. To promote the talents and skills of children from the early age such as drawing, football, volleyball, masonry,
carpentry and agriculture among others.
18. To promote mixed education system and interaction between boys and girls through games, symposiums and
problem solving challenges.
19. To introduce a policy to ensure that primary and secondary education is mandatory to both gender.
We have great expectations that our collaboration will make a significant contribution to sustainable development for
Kenya and Japan.
June 25, 2017

Student Agenda for JKUAT-TOYO Collaboration

Participants of JKUAT-TOYO Joint Student Workshop 2017

Overseas Research Report
Waste Management in Tourism Areas Using the Natural Resources of Botswana
Toshiya Aramaki, Researcher

In order to create a sound material-cycle society it is

Botswana is a landlocked nation situated to the north of

essential to build a waste management system based on

the Republic of South Africa. With a population of around

the 3Rs (reduce, reuse, recycle), and the cooperation of

two million, about 2% the size of Japan’s population, living

government, enterprises and the general public is

in a surface area of 567,000 km2, around 1.5 times the size

essential in order to make a reality of this system.

of Japan, it is a nation with a very low population density.

Therefore I have examined effective approaches aimed

The GNI per person is over $7,000 a year, and it is one of

at a sound material-cycle society by analyzing the

the most economically advanced nations in Africa. Its

awareness and behavior of those involved in the

main industries are mining and tourism; the latter being a

management of waste. In this report, I will introduce

growth industry and particularly popular thanks to the

the details of the research I recently conducted with

vast safari areas the country boasts. On the other hand,

Wedu Morka, a master’s course student, as a part of

t here is a n x iet y t hat t he env iron menta l burden

these examinations. Our fieldwork took place in a safari

accompanying the growing number of tourists and

tourism area in the African nation of Botswana.

activities taking place in places of natural beauty will lead
to the degradation of precious natural resources and the
destruction of living environments and the ecosystem.
The research centered on an investigation into the state
of waste management in the safari areas, particularly its
management at accommodation facilities, and interviews
with the local people involved. Only by driving along
unpaved roads can the accommodation facilities in the
safari areas be accessed. The organic waste is turned into
manure (refer the photo) and the remainder of the waste
stored in stockyards and subsequently transported to

Composting tank for organic waste at an accommodation facility in a safari area

cities. Care is taken in order that wild animals cannot go
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near to the composting tanks, and other waste is stored

education the operators lack a proper awareness of how

in well-sized stockyards just in case access is temporarily

vital it is to separate waste.

cut off due to heavy rainfall. During the course of the

The joint researcher has continued with our research by

interview with the company managing the accommodation

addressing a questionnaire to the operators, and based

facilities I was told about issues concerning waste. They

upon the results of this questionnaire we intend to

said that although they themselves are separating waste

consider what would be the best format for waste

it is a pointless exercise as the waste becomes mixed up

management in tourism areas using natural resources,

and disposed of together during the transport and

and just how far it will be possible to improve the

disposal stages, and although they are providing

awareness of those involved.

Research Assistants & Their Topics
Many activities have been

Kyoko Shibata
A Study on the Community Organizing in Rural

implemented with the goal of

Development in Myanmar: Based on the Case Study

nurturing small and micro-

of the Agricultural Cooperatives in Shan State.

businesses in the rural areas of

This research presents an

Kenya. This study analyzes

examination of the “community

the current state of the target

organizing” to enable the

businesses and investigates

realization of participatory

the most sustainable business

deve lopme nt , wh ic h h a s

management methods. In particular, the outstanding

hitherto been regarded as an

feat u re t hat t here was a r ic h ra nge of busi ness

effective method in the field

development service providers (BDS) offering micro

of developing rural districts. I

financing, processing technology, market access and

believe that the key to rural

management advisory services was apparent. I therefore

development is to be found in an “occupation-related

focused on the relationships between small and micro-

community organizing” that extends beyond the terms

businesses and BDS, and went on to observe the

a nd s c op e s of t h e pr o j e c t s a mo n g t h e va r io u s

management methods that enable sustainable business

organizations of the local people. The field that I adopted

development. Kenya has since 2008 been implementing a

for this research was the Myanmar state of Shan, and I

“One Village One Product Project” which is a concept

conducted observations on the occupation-related

originated in Oita Prefecture, Japan, in 1970s. This research

community organizing, which has long been considered

provides an analysis of a sample of around 200 businesses

difficult in Myanmar from the perspectives of history,

identified in Kenya as adopting this activity.

r eg ion a l cond it ion s, a nd i nter n a l a nd exter n a l
opport unit ies. W hy is it t hat in recent years t he

Le Thi Phuong Truc

occupation-related community organizing never seen

A Study on an Appropriate Domestic Wastewater

b e f or e h ave b e c ome d i s c e r n i ble? W h at s or t of

Tariff – A Case Study in Ho Chi Minh City

preconditions were there? Taking the agricultural

In many developing countries,

cooperatives as the theme for a case study, I clarify

it is found financial sources for

what the preconditions for the establishment of the

water services can be obtained

occupation-related community organizing are.

easily while the financing
mechanisms for both operations

Kiyonori Matsushima

and maintenance as well as

A study of Sustainable Business Management Methods

capital i nvest ment i n t he

for Small and Micro- businesses in the Rural Areas of

wastewater sector have received

Kenya: Taking the Business Management Trends of

less attention. Wastewater

Rural Businesses Supported under the Kenyan One

finance can not be treated in isolation from water services,

Village One Product Project as a Case Study

nor it can be separated from t he issues of urban
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infrastruct ure finance in both cost recovery and

Satoshi Kato

assumption of the growing debt burden.

Study on the Participation of Private Companies in

Ultimately, a prerequisite for ensuring financial
sustainability requires of the sector finding the right

Regional Development in Developing Countries by
Utilizing Public Private Partnerships (PPP)

combination among sources of revenue, the so-called

In carrying out international

‘tariffs’. However, tariff structure is one of the most

development cooperation,

important obstacles facing wastewater utilities and how

collaboration with the private

to set appropriate tariff levels inclusive of broad income

sector, and the importance of

classes is crucial. In design of a tariff structure, the detailed

PPPs is extolled. However,

information about the demand side of the service that is

different to PPPs intended

needed necessarily can be collected by a so-called

for a large scale economic base

Willingness and Affordability-to-pay survey.

and hard infrastructure of a
national level, in order to

Puri Bhakt Kumar

utilize PPPs in regional development, issues such as the

Community Development Studies with Microfinance.

scale of the business being rather small in particular

The research mainly focuses

must be overcome because of the following two reasons;

on the role of microcredit and

firstly the local municipality tend to be the project

wome n- empower me nt i n

implementing body and secondly the nature of social

Asian countries. Poverty is

infrastructure and soft infrastructure could become the

one of the main challenges in

business target. For the implementation of PPPs,

the developing countries of

participation by the private sector is essential, and as well

the worlds. Every Poor people

as profitability being a required element, securing

of this world they need to

quantity for revenue scale is also required. From the

come out from poverty but it

perspective of the participation of the private sector,

is not the simple path. To escape from extreme poverty

and in order to overcome various issues as per above, in

microfinance and microcredit an example in Bangladesh It

this study investigates the significance and effectiveness

has been playing significant role to reduced poverty.

of the “Bundling”, a method of bundling multiple

Microcredit or microfinance would be a one-community

projects together, which has been discussed, for the

development tool to reduce poor and poverty (UN 2016).

further promotion of Japanese PPP/PFI.

This paper will brief discussion in the community based
saving and credit tools for poverty reduction and squatter
slum community upgrading activities in Nepal and other
countries of the world.

Reference
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min from Exit A3 of Hakusan Station on the Toei Subway Mita Line
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Center for Sustainable Development Studies (CeSDeS), Toyo University
(Strategic Research Base Development Program for Private Universities)
Address: 7th floor, Building 8 Hakusan Campus, 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku,
Tokyo, 112-8606, JAPAN
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL:http://www.toyo.ac.jp/site/orc-e/
Tel/Fax: +81 3-3945-7747 (9 a.m. to 5 p.m. on Tuesdays, Thursdays, and Fridays)
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The 28th Annual Conference
of Japan Society for International Development (JASID)
Hidetoshi Kitawaki
Director of Center for Sustainable Development Studies

With the participation of 312 persons, the 28th annual
conference of JASID was held on 25 t h and 26 t h of
November 2017 at Hakusan Campus of Toyo University
located at Bunkyo Ward in Tokyo. For Toyo University,
this was the second occasion to host such conferences,
following the 8th Spring Conference in 2007 at ltakura
Campus in Gumma. Toyo University is happy to host the
meeting again at Hakusan Campus on the occasion of its
130 th anniversary. This conference was held with the
co-sponsorship of the Center for Sustainable Development
Studies of Toyo University (CeSDeS). In the conference,
students from African and Pacific island countries were
requested to support operation because they will become
resource persons to carry out international development
in the next generation.
In this conference, 71 papers were presented in English/
Japanese, and four posters were demonstrated. In
addition, ten thematic sessions and six round tables were
held, which was a remarkable feature of the conference.
The details are described in "session reports" prepared
by chair persons, however, it was reported from them
that in-depth discussions were held on various subjects.
As the plenary session, an international symposium,
“Cross-boundary Human Development for Sustainable
Development Goals through International Networking”

The 28th Annual Conference of JASID

was hosted by CeSDeS. In the symposium, the main topic
was the remote education through ICT, which makes the
world smaller and convenient. I believe that this discussion
can show a guide towards educational outreach and
research promotion in international development.
I owe the success of this conference to the support and
collaboration of board members of JASID, Hiroshima
University which hosted the previous annual conference,
Kwansei Gakuin University which hosted spring
conference, and many members of JASID. I would like to
express my sincere gratitude to all who made this
conference a wonderful one.

≪International Symposium Report≫
“Cross-boundary Human Development for SDGs through International Networking”
Toshiya Aramaki
Researcher

On November 25, 2017, the Toyo University Center for
Sustainable Development Studies held an international
symposium entitled “Cross-boundary Human Development
for SDGs through International Networking” (co-organized

by the Japan Society for International Development
(JASID); Graduate School of Regional Development
Studies, Toyo University; Faculty of Global and Regional
Studies, Toyo University; Center for Academic Research
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organizations. Providing information about USP’s
strategies and experiences in making effective adjustments
to and promoting human resources development in an
unusual environment in which campuses are physically
separated by large distances across multiple countries,
the lecture was extremely valuable.

Scene from the symposium

Promotion, Toyo University; and Faculty of International
Tourism Management, Toyo University / supported by
the Japan International Cooperation Agency (JICA)) in
Room No. 8B11 of the No. 8 Building, Hakusan Campus,
Toyo University.
This year’s symposium was held with the aim of
providing an opportunity to consider how information
and communication technology (ICT) and networks can
contribute to developing countries and widespread
human resources development, as well as whether ICT
and networking can contribute to human resources
development that supports the achievement of SDGs,
through case examples such as ICT support in developing
countries, education utilizing such ICT and networking,
and the formation of widespread education networks.
Held on the same day as the 28th Annual Conference of
the Japan Society for International Development (JASID)
(which was also held on the Hakusan Campus, Toyo
University), the symposium was attended by approximately
200 participants, including JASID members and Toyo
University students.
Overviews of each speaker’s presentation are provided
below.
“USP’s Experiences on Education for Crossboundary: Human Development in Pacific Islands”
Dr. Derrick Armstrong (Deputy Vice Chancellor,
University of the South Pacific)
The University of the South Pacific (USP) is a unique
university—established in 1968, it is an international
university with 14 campuses scattered over 12 countries,
including three main campuses in Fiji, Vanuatu, and
Samoa. Currently there are around 28,000 students from
48 countries studying there. Based on the experiences
of USP in developing cross-border human resources
training programs in the past, Deputy Vice Chancellor
Armstrong spoke about the kinds of educational
programs that USP is currently developing, introducing
its strategies from the perspectives of educational
activities, student, support, research advancement, ICT
utilization, community collaboration, and implementation

“ICT and Education for Human Resource
Development in International Development
Cooperation Through JICA’s Experiences”
Mr. Tomoyuki Naito (Senior Advisor, JICA)
After providing an overview of advancements in and
the diffusion of ICT as well as JICA’s endeavors aimed
at further diffusing ICT, Mr. Naito described the changes
t hat ICT has a nd will bri ng to huma n resources
developme nt i n developi ng cou nt r ie s f rom t he
perspectives of training specialized human resources
in the healthcare field, the evolution of training into
personali zed lear n i ng, a nd t he combi n i ng of
conventional face-to-face education with ICT, and
also made recommendations for the effective utilization
of ICT. Examining how ICT can be utilized, taking into
consideration a variety of human resources training
programs, not only those in developing countries, the
lecture was very beneficial.
“Toyo University’s Experiences and Future
on Remote Education”
Dr. Hidetoshi Kitawaki ( Vice President , Toyo
University)
Going back to Toyo University founder Dr. Enryo Inoue’s
distribution of lecture notes, Dr. Kitawaki spoke about the
development of Toyo University’s correspondence courses
and remote education provided by the Graduate School of
Economics’s Public-Private Partnership course and the
Faculty of Information Sciences and Arts, as well as his
own experiences of remote education as a graduate
student and the future outlook for remote education. In
easy-to-understand terms, Dr. Kitawaki also described
how Toyo University had progressed from conventional
correspondence education comprising successive
exchanges of information to real-time education programs
utilizing ICT.
Through this symposium, I believe participants gained a
sense of how the advancement and diffusion of ICT have
increased the feasibility and effectiveness of remote
education and broad-based education, and have the
potential to lead to new human resources training
programs aimed at achieving SDGs.
Furthermore, the symposium’s organizer, Toyo
University, launched two new faculties in April this
year—the Faculty of Global and Regional Studies and
the Faculty of International Tourism Management—and
has just started developing new human resources training
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programs such as making st udy/research abroad
compulsory and proactively accepting international
st udents u nder a n i ndependent Toyo Un iversit y
scholarship program, and so the symposium provided

beneficial information on various issues.
On behalf of the organizers, I would like to reiterate
my gratitude to all the co-organizing and supporting
organizations, the speakers, and the participants.

≪Overseas Research Report≫
“Disasters and Reconstruction in Italy: Open Seminar at the University of Camerino”
Kozue Kashiwazaki and Ryo Matsumaru
Researcher

at the Nazionale Protezione Civile we learned that
operational coordination for the department had become
even more difficult and important following the Central
Italy earthquake due to (1) the disaster zone including and
straddling multiple regions and areas, making it difficult
to coordinate among differing administrative systems,
distribute resources, and connect infrastructure; (2) the
vulnerability of Italy’s central region due to obscure
building regulations as well as land use issues and
hydrogeological risks; and (3) the difficulty of restoring
damaged cultural heritages. Furthermore, having endured
successive earthquakes, there is an unprecedentedly high
number of residents needing housing assistance, and
attention has been called to the increasing importance
of housing assistance in reconstruction efforts. During the
interviews, co-author Matsumaru described reconstruction
policies and organizational structures in Japan and Asian
countries, and a discussion was conducted on ways to
create more effective systems and coordination.
Meeting at the Nazionale Protezione Civile

The Italian Republic is an especially major country for
natural disasters amongst European countries, with
Italy’s central region suffering severe earthquake
damage in recent years. Rreconstruction is progressing
in the Abruzzo region, where 309 people lost their lives
in the earthquake centered on L’Aquila, the capital city of
the region in 2009. However, successive earthquakes, the
largest in the past 36 years—M6.2 and M6.6—struck
Norcia in the neighboring Umbria region in August and
October 2016, respectively. In addition to the human
damage, devastating damage was caused to heritage
buildings that had been constructed over centuries in
mountainous areas of the central region, and the people
are facing many issues in their endeavors to carry out
reconstruction.
As the first step in research we are planning to conduct
in the future, in July 2017 the authors carried out an
interview survey at Italy’s Nazionale Protezione Civile
(Department of Civil Protection), participated in an open
seminar at the University of Camerino, and inspected the
earthquake disaster zone. From the interview survey
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Presentations at the University of Camerino

Visiting the Mayor of Camerino

Red Zone inspection

At the open seminar held by the University of Camerino,
both authors made presentations regarding post-disaster
reconstruction and community development in Asia, with
Matsumaru speaking on the topic “Recovery from Largescale Disasters: Issues in Japan and Asian Countries
Focusing on Resettlement” and Kashiwazaki describing
“Community Resilience toward Disaster in Asian Cities”.
University of Camerino Professor Emanuele Tondi then
made a presentation on the damage suffered by the
Camerino region and the status of reconstruction efforts.
Following the presentations, there was a lively discussion
among the instructors and students. After the seminar,
Professor Lucia Ruggeri and graduate students kindly
took the authors to visit the Mayor of Camerino and
guided them on an inspection of the disaster zone and
temporary housing facilities.
Located in Macerata Province in the Marche region,
Camerino is a municipality with an area of 130 km2 and
a population of approximately 7,000 local residents, with
another 7,000 residents affiliated with the University
of Camerino, for which it is known as a “Medieval
University Town”. The University of Camerino was
founded in 1363 and its historical building-lined complex
is located in the town’s center. However, after the Central
Italy earthquake, the old city center was designated as a
“Red Zone” (no entry permitted), and so only the
university complex’s outer buildings, constructed 20
years ago, are currently in use. At the time of our survey,
the university was conducting classes with assistance
from the national government, and the students who

were continuing their studies were exempted from
paying tuition fees.
Immediately after the earthquake struck, approximately
5,000 people evacuated to evacuation centers and container
temporary housing; however, since it has become apparent
that reconstruction will take time, many residents have
begun living temporarily in apartments on the east coast,
about 100 km away, with some residents traveling to and
from Camerino by bus every day. Currently approximately
300 people are living in temporary housing in three
locations around the town.
Even in the old city center, where damage was especially
bad, only around 10% of the buildings were partially or
fully destroyed, preserving the townscape on first glance.
However, buildings have sustained more damage inside
than they appear to have on the outside and have
been deemed to be dangerous, and even now building
inspections to ascertain the level of damage are continuing.
Heaps of rubble are piled around building with significant
damage, and while schools and shops facing plazas can be
seen to have undergone partial reinforcement measures,
virtually no building have undergone repair work as yet.
A common recurring theme in the damage is the damage
to the upper sections of old buildings such as churches,
which were built by stacking stones or bricks, and to the
exterior walls of relatively newly constructed housing
made of reinforced concrete. Furthermore, since many of
the buildings are connected, standing in rows, even
buildings that do not appear to have been damaged
cannot escape the impact of damage to neighboring
buildings. The zone is patrolled by soldiers, and with the
permission of the fire department, residents go into the
zone accompanied by soldiers to collect items they need
for everyday living or merchandise.
T he bus compa ny buildi ng on t he outsk irts of
Camerino has become the temporary office for the fire
department as well as the local government, functioning
as reconstruction headquarters. Furthermore, large and
small tents have been set up near the university facilities
as temporary commercial facilities where merchandise
(daily necessities and miscellaneous goods) taken out of
the Red Zone is sold at each booth. However, apart from
ventilation measures, the tents are not equipped with
any heating/cooling equipment such as air-conditioners,
and because it becomes very hot inside these tents
during the day, nearly all of the stores only sell their
goods from the evening onwards when the temperature
falls, and at the time the survey was being conducted,
there was virtually no one there.
The temporary housing currently being used is containertype temporary housing. Containers providing living
spaces are lined up on either side of a passageway, giving
the appearance of a fish skeleton from above. These
structures are characterized by their separation of internal
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and external spaces. As common spaces, the facilities have
cafeterias and multipurpose spaces, but no one was using
these areas when we visited. However, the passageways
were wide, and we saw elderly people sitting on benches
in the passageways and chatting.
With reconstruction in the old central city area lagging
behind in this way, Camerino’s municipal government
and the University of Camerino have jointly launched an
association called “IONONCROLLO CAMERINO” (“I
will not be daunted”) and have begun recruiting student

volunteers, formulating energy measures, providing
support for commercial activities and events, carrying
out promotional activities, and other grassroots actions
to support reconstruction. However, access to the town is
limited due to its location in the mountains, and it is
sustainable support activities are proving difficult. There
are increasing calls from local residents and students
demanding the effective utilization of temporary
commercial facilities as well as plans for commencement
of reconstruction of the Red Zone.

≪Overseas Research Report≫
Research into the environment surrounding Inle Lake in the Republic of the Union of Myanmar
Terumasa Matsuyuki
Visiting Researcher

The Center’s Sustainable Business team conducts research
on the theme of creating sustainable societies through
business in Asia and Africa. In August 2017 I accompanied
Gaku Manago, one of the Center’s researchers, on a trip
to research the environment surrounding Inle Lake in
Myanmar.
Inle Lake is a freshwater lake located in the Nyaungshwe
Township of Taunggyi District in Shan State. It is a large
lake with a surface area of 43.5km2, and the local people
have long led traditional lifestyles on the water. In
particular, vegetables such as tomatoes and eggplants
(aubergine) are cultivated on floating farms located on the
lake’s surface. It has hitherto been considered that the
expansion of the surface used for cultivation by floating
farms, slash-and-burn agriculture practiced by the

inhabitants of the surrounding hills and the household
effluent of residents have all contributed to a decline in
the water quality of the lake, but as yet the exact details
of these factors have not been clarified. It was thus that we
embarked on our research by interviewing local people
and investigating the various types of water utilization.
Our research took place in two locations. One was a
relatively affluent area where a small textile factory is
located. In this district the local people collect their water
from a well and there is a water tank for their shared use,
which we observed being used for showering facilities etc.

View of a floating farm

A view of the small textile factory

Conducting interviews with local people
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Furthermore, while some households were seen to use
fully automated washing machine, most of them did their
laundry in the lake. The textile factory utilizes chemical
dyes, the residual waste of which is flushed into the lake.
The other district where we conducted our research was a
place where incomes are comparatively low, and although
the residents do have electricity they depend on rainwater
for drinking water, and they both bathe and do their
laundry in the lake. Despite the fact that there was some
disparity between incomes and so on in the districts it was
discovered that there is a possibility that household
effluents and industrial wastewater are harming water

quality in Inle Lake. It is possible that the expanding gap
between rich and poor is a factor in the lake’s worsening
water quality, and the next step in research will be to
analyze the structure of the regional economy.
In addition to the results outline above, we visited sites
where trees are being planted on the surrounding hillsides,
and some floating farms, thereby gaining an overview of
the local situation. There are many different factors
involved in the deterioration of Inle Lake’s water quality.
For the time being, however, we will pursue water quality
research and the clarification of the different ways in which
water is used in order to continue with our research.

New Publication
In September 2017, a new
publication was released
under the supervision of
The Center for Sustainable
Studies at Toyo University
(hereinafter “the Center”), titled
“Sustainable Development
Goals and Inter nat ional
Contributions – A View from
the Field. (In Japanese)” This
book, the sixth compiled by the
Center, reviews our activities
and accomplishments to date. It stands besides five
earlier works, including one that received a Special
Award (2014) from the Japan Society for International
Development.
The book is intended to promote sustainable development
under SDGs (sustainable development goals) adopted by
the United Nations in 2015. This accords well with the
mission of the Center, i.e., to support international
cooperation toward the attainment of such goals. We have

advanced a variety of activities in this area, centering on
fieldwork-based study, research and practice. The book,
along with reporting the activities of Center researchers,
introduces various efforts of SDG specialists, their
colleagues from universities in other countries and
experts in international organizations. The composition of
the book is presented below, along with some concrete,
particularly noteworthy cases within columns dedicated
to them. While space limitations prevent a complete
introduction of SDG activities over their full extent, it does
present a systematic overview of associated practices and
prospects.
We anticipate further contributions from Center fieldwork
based study, research and practice within a variety of
projects already underway. Here, the book features a
discussion of such matters as how SDGs can be transformed
into concrete action and what the Center can do in support of
such efforts. This viewpoint makes the book different from
those on similar themes. If you would like to know more
about this book, please do not hesitate to ask the Center
by e-mail, cesdes@toyo.jp, in English or Japanese.
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The Center for Sustainable Development Studies and SDGs
Hidetoshi Kitawaki, Director

The Center for Sustainable Development Studies at Toyo
University (hereafter the Center) was started in 2001, and
since then it has been engaging in research on topics that
are crucial to international society. The original region of
research was Asia, to which Africa has now been added.
Having pursued such topics as realization of a sustainable
society, support for endogenous development, and so on,
we are presently pursuing a project on “Developing
international contribution methods that are both localized
for Asia and Africa and suitable for a globalized world”
that engages in three research themes for the realization
of sustainable development goals (SDGs). Every researcher
joins one of the three themes of international contributions,
sustainable business, or inclusive Africa. The researchers are
engaged constantly in a variety of activities: They conduct
local on-site workshops, carry out field research with
externally acquired funding (Mitsui & Co. Environment
Fund Research Subsidies) or other such support, hold open
symposiums relating to the water business, and so on. We
also hold an international symposium every year as an
event involving the Center as a whole. Key figures are
invited from overseas, support is obtained from foreign
embassies and the Japan International Cooperation
Agency (JICA), and the event is opened to the public.
Details of these Center activities are reported in a
newsletter issued for each event.

Liberdade in São Paulo

The Center is presently engaged in activities under the
Strategic Research Base Development Program for Private
Universities by the Ministry of Education, Culture, Sports,
Science and Technology. The final year of this program is
fiscal year 2019, and for that and other reasons, the form
our activities will take from fiscal year 2020 has not
yet been decided. We are, however, proceeding with
consideration of projects that would further develop our
current activities. One priority item for consideration is
the globalization of our area of activity. The Center has in
the past made approaches not only in Asia but in areas
where Toyo University did not provide the fullest research
cooperation, including Africa (in Kenya, at Jomo Kenyatta

International Symposium for the Commemoration of MOU between USP and Toyo University

Towards the Actualization of SDGs in Asia and Latin America
—In Relation to Common Bonds between Brazil and Japan—
Date : November. 23rd, 2018
Venue : Inoue Enryo Hall, Toyo University, Tokyo, Japan
Program :14:45~ Symposium starts (OPEN:14:00)

☆ Free admission.
☆ Simultaneous translation.

※ Reservation for attendance: Contact us by e-mail, phone, or fax and tell us your name, affiliation, and
phone number, as well as which event (the symposium or reception, or both) you would like to attend.
E-mail : cesdes@toyo.jp Tel/Fax: +81 3-3945-7747 (9 a.m. to 5 p.m. on Tuesdays, Thursdays, and Fridays)
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University of Agriculture and Technology), Pacific Island
States (in Fiji, at the University of the South Pacific), and in
Latin America (in Brazil, at the University of São Paulo).
The Center dispatched research groups and succeeded in
establishing partnerships with universities that circle the
globe. These ties represent our geographic groundwork
toward the Center's aim of realizing the SDGs. The
international symposium to be held in fiscal year 2018 will
be on Latin America, and we consider this to be our first
step in engaging the challenges that the Center will be
taking on from fiscal year 2020.
One more challenge is the topics for that research. The
Center is currently involved with the SDGs, which make a

huge objective that is beyond the capabilities of the Center
on its own. In 2017, however, the Center released a
publication titled Sustainable Development Goals and
International Contribution – A View from the Field (in
Japanese), and editing work is now underway on a
successor publication scheduled to be issued in 2019. The
Center is a place where researchers who have the
capability to conduct transdisciplinary research in the
field are energetically engaged in their work, and as we go
forward, therefore, I am looking forward to sustaining the
challenge of producing unique research that is not to be
found at any other research institution.

≪Overseas Research Report (Brazil)≫

“Discussion on International Symposium held on November, 2018
and Signing with University of São Paulo”
Akira Kaneko, Visiting Researcher

Signing the collaborative agreement at the University of São Paulo

Director Hidetoshi Kitawaki visited the Universidade
de São Paulo (University of São Paulo; USP), Brazil, from
March 8 to 15, 2018. He was accompanied by Researcher
Gaku Manago (March 10 to 17) and Visiting Researcher
Akira Kaneko (March 8 to 15). The three met with USP
adm i n ist rators, for ma l ly sig ned a col laborat ive
agreement with that institution and discussed matters
related to its implementation. They requested that USP
send a keynote speaker to address an international
symposium to be hosted by the Center for Sustainable
Development Studies in late November and invited USP
to dispatch researchers to participate in joint projects.
And they took this opportunity to call upon a number of
organizations in Brazil and tour related facilities.
Kitawaki and Kaneko arrived at São Paulo's Guarulhos
International Airport on March 8, where they were met
by the Japan International Cooperation Agency (JICA)
officials. Together they toured an elderly care facility
established in São Paulo with JICA assistance, where
they were given an overview of facility activities
together with an opportunity to see Youth Volunteers for

Nikkei Community (NJV) in action.
On 9 March 9, the party paid on visit on the Consulado
Geral do Japão em São Paulo – the Japan consulate –
where they met the Consul General and his staff. They
learned of various Japan-related events held in the area
and of assorted opportunities for overseas study at USP.
From there, the two proceeded to the USP main campus,
visiting the International Cooperation Office to meet
with administrative/academic staff and a program
coordinator dispatched by Japanese universities. They
also provided promotional/explanatory materials for
distribution to interested students. This was followed by
a call on JICA’s São Paulo Branch Office, where the
director and staff provided much valuable information
on the activities on volunteers within the JapaneseBrazilian community.
Researcher Manago joined the party on March 10. The
party prepared for the coming week and, in addition,
visited the Museum of Immigration of the State of São
Paulo, the Museum of the Japanese Immigration and the
Barrio Oriental (oriental street). They also visited the
resource office of the Japan Foundation, there handing
over publications and pamphlets for public display and
distribution.
On March 12, the three toured the East campus of USP.
T h i s ca mpus i s not able for it s new academ ic
departments, most notably environmental studies, and
for its contemporary buildings and structures. It is
linked to the main campus by rail and holds out much
promise for further development. Then, after a tour of
t he mai n campus, t he part y met w it h Assoc iate
Professor Tashiro Perez and other USP academic staff to
exchange concrete suggestions on ways to foster
collaboration between our two institutions. The main
campus is spacious, pleasant and rich in greenery.
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However, there are no dormitories for overseas students,
who instead live in off-campus housing.
On March 13, the party met with USP Vice-President
(International Cooperation) Raul Machado Neto at a
conference room on the main USP campus. Vice-President
Neto and Toyo University Vice President Kitawaki
formally signed a collaborative agreement between the
two institutions. In addition to presenting a general
overview of Toyo University, Kitawaki discussed concrete
collaborative initiatives, including a double degree
program. He and his colleagues also spoke of their plan to
invite two speakers from USP to talk at an international
symposium to be hosted by the Center for Sustainable
Development Studies on November 23, 2018. The party
then visited the USP Center of Japanese Studies, there
meeting with Director Kikuchi and other staff, who gave
a general overview of center activities. The discussion
then progressed to prospects for collaboration.
Finishing up their work in São Paulo, Kitawaki and
Kaneko departed Brazil that day (March 13). After a
changeover in Canada, they arrived in Japan on the
evening of March 15.
Researcher Manago stayed behind for a couple of days
to gather necessary materials. He boarded a plane for the
United States on the night of March 15 and arrived in
Japan on March 17.
These stays in São Paulo were short but nonetheless
instructive. The University of São Paulo is large,
comprised of many educational/research entities, and

has a diverse student body. An opportunity to study
within this milieu would certainly prove a significant,
valuable experience for students. Brazil is a newly
industrialized country, and São Paulo stands at its
economic core. The city certainly has what it takes to
provide overseas students with a good living and
learning experience. There is also a vibrant JapaneseBrazilian community in the area, which in itself provides
Japanese students with ample lessons in how to actively
participate and flourish in the greater world. With
regards to our symposium, which is still in the planning
stages, this Brazilian connection will offer a new
perspective for our work toward the attainment of SDGs
(sustainable development goals).

USP main campus

≪Report on Participation in the World Sustainable Energy Days (WSED)≫

“Progress from Paris and the Direction Forward”
Morihiro Kurushima, Visiting Researcher

1.Situation before the adoption of the Paris Agreement
at COP21
This century is shaping up to be a period of growth
under the limitations of the global environment. More
than ever, human knowledge needs to be concentrated
on environmental issues.
Meanwhile, population increase and economic growth of
developing countries, including China and India, will
inevitably cause an increase in global energy consumption.
This situation urgently requires measures to shift to lowcarbon energies and promote energy conservation.
As an international action to address global warming,
COP15 adopted the Copenhagen Accord at the 2009 UN
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),
held in Copenhagen, Denmark. The Accord provides that
the increase in global temperature should be below 2°C
relative to the pre-industrial level. However, this longterm global target was to be implemented voluntarily by
the parties, and the Accord had no legal binding.

A scene from WSED 2018 (taken by Morihiro Kurushima)

But the 2015 UNFCCC COP21, held in Paris, France,
accomplished a significant achievement by adopting an
agreement explained as follows:
The Paris Agreement was formulated as a new
framework for obliging all major greenhouse gas (GHG)
emitting countries to mitigate their emissions. The
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Agreement is very significant in requiring all major
GHG emitting countries, not only developed countries
but also many emerging economic powers, such as
China, India, Mexico and Brazil, to pursue domestic
measures to achieve nationally determined contributions
in terms of GHG mitigation, unlike the Kyoto Protocol.
The Agreement also states that major GHG emitting
countries shall voluntarily provide financial resources to
assist developing countries in taking the necessary
measures. The parties are legally obliged to take these
actions by 2020, and evaluate the implementation of their
measures every five years thereafter.
2.Implementation of the Paris Agreement, and the
outlook
The Paris Agreement is significant for several reasons.
1) It not only aims to hold the increase in the global
average temperature to well below 2°C, but also pursues
efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above
pre-industrial levels. 2) It has established a system for the
parties to report and review their targets and actions
every five years. 3) It is a comprehensive agreement that
appropriately covers not only the responsibilities and
roles of developed countries, but also the roles of
developing countries in mitigating GHG emission,
adapting to the adverse impacts of climate change,
minimizing and addressing the loss and damage
associated with such impacts, conducting technology
transfers and capacity building, and providing financial
resources. However, the Agreement does not legally

oblige the parties to achieve the target itself, so the
success of the Agreement will depend on each party’s
voluntary measures. Nevertheless, the parties are
obliged to take necessary actions and build a system for
evaluating progress every five years, so the Agreement
clearly shows the subsequent direction toward the
creation of a low-carbon society. Given the expected
growth in demand from various fields for policies and
technological innovations for this purpose, the following
event was held to lead the shift to low-carbon energies
and the promotion of energy conservation.
3.WSED 2018
From March 1 to 3, 2018, I traveled to Wels, Austria to
participate in the World Sustainable Energy Days
(WSED) held at the city’s civic hall. I made a presentation
titled “Trends in Energy Technologies in Japan,” and had
discussions on the subject. I also gave review comments
on studies in the biomass field presented in the Young
Researchers Conference.
I exchanged views and had discussions on the direction
a nd neces sa r y mea su res for su st a i n able globa l
development with local university instructors, officials
from the EU Directorate-General for Energy, and others.
European countries are striving to shift to low-carbon
energies by holding this event, as a measure to steadily
implement the Paris Agreement. I will further strive to
share information about our center’s projects in this field
with the world, and exchange information with other
researchers.

≪Overseas Research Report≫

“A Field Study on Support for Sri Lankan People with Intellectual
Disabilities and with Developmental Disabilities”
Ryoko Shimano, Visiting Researcher

In February 2018, I conducted a field survey on
support for people with intellectual disabilities and
with developmental disabilities in the areas around the
Sri Lankan cities of Colombo and Kurunegala. In the
Colombo city area, I visited Sahan Sevana, a cookie
factory of the Ceylon Biscuits Group’s division for
employing people with disabilities, as well as visiting
the homes of four factory employees. I also visited a
Child Guidance Center, which looks after the care and
education of children with intellectual disabilities and
with developmental disabilities. At Kurunegala, I
visited a day-care center for children with disabilities in
Kuliyapitiya and a vocational training school attached
to the center.
From my visit to Sahan Sevana and visits to the homes
of their employees, I found that people with disabilities
who had started working at the cookie factory were
able to have more self-confidence, were able to change

from being someone in their family who depended
upon other family members to being a person that
other family members came to depend upon, as well
a s beg i n n i ng to fe el t hat wou ld l i ke to become
i ndependent. T he HOPE cook ies t hey ma ke a re
becoming very well known in Sri Lanka and during
their busy periods, they even have to give up their
weekends to keep up with production.
The Child Guidance Center I visited was one of the
four centers managed by the Sri Lankan government. It
accepts children with intellectual or developmental
disabilities including infants yet to reach their first
birthday. The aim of the center is to enable children with
disabilities to be able to continue on to kindergarten or
school, or to special support schools. The criterion for
this is that the children can sit quietly during class and
listen to what the teacher is saying. The center has long
been involved wit h Japan Overseas Cooperat ion

−4−

Volunteers and the center head has participated in
t rai n i ng i n Japa n. So, t he center is modelled on
Japanese centers for the care and education of children
with disabilities.
The Kurunegala day-care center for children with
disabilities in Kuliyapitiya and the vocational training
school have also been involved with Japan Overseas
Cooperation Volunteers for quite a while. This facility
is the best organized one in this area and they share
the same aim as the child guidance center of enabling
children with disabilities to be able to continue on to
school. However, there are many children who are not
able to reach that level and the attached vocational
training school is the most distinguishing feature of

this center. At the vocational training school, trainees
produce mats used i n t he f ront ent ra nces of Sr i
Lankan homes, and also do sewing and cooking.
However, the products are not of a high enough level
to put on the market and I learned that the trainees are
not yet at a level high enough to become independent.
T h e s u r ve y r e ve a le d t h at t h e r e a r e ve r y f e w
places willing to accept those with intellectual or
developmental disabilities, from the early stages of
providing care and education, and leading up to
opportunities for employment. Based on surveys
conducted thus far, I intend to examine what kind of
support could be possible for Sri Lankan people with
intellectual and developmental abilities.

Visiting the home of a Sahan Sevana employee

A Japan Overseas Cooperation Volunteer at the Kuliyapitiya
Day-care Center

Research Members and Research Titles
Maki Iwasaki, Visiting Researcher
“International Comparative Research on Religions
and Immigrants: Islam and Christianity as Case
Studies”
As a scholar of comparative
religion and Middle Eastern
Studies, I have been conducting
field research on the coexistence
of Mu sl i m s a nd Copt ic
Christians in Minya, one of
t he major cit ies i n Upper
Egypt. Coptic Christian is the
largest religious minority of
Egypt who consists of 10-15%
of the whole population. In addition to this topic,
religion and immigrants from Arab region in Europe
and North America has been my new research topic.
One of the reasons I started being interested in this topic
is so-called “Arab Spring,” people’s revolution/uprising
in Arab region. Having begun in Tunisia in January 2011,
it has spread to many other Arab countries including
Egypt, Syria, Libya, Yemen, etc, leading to the demise of
dictatorships in some of these countries. “Arab Spring”
has not only brought about major political, economic and
social changes in the region but also caused a large

number of emigrants and refugees to western countries
a nd t his phenomena is st ill cont inuing t ill now.
Originally, Arab countries have a long history of
migration to the West and today second and third
generation of these migrants are playing active role in
t he host societ ies, a nd “Arab Spri ng” made t h is
phenomenon more visible. In this new research topic,
Coptic Egyptians who migrated to Canada and France
are the primal concern.
Haruka Ono, Visiting researcher
“Research on Informal Urbanism in Africa and Asia”
As a student, I travelled to
approximately 50 countries
t h roug hout A f r ica, Asia,
the Middle East, and South
Amer ica. I encou ntered
many towns without basic
infrastructure services such
as running water, sewerage,
and electricit y, where the
people living in these kinds
of places cooperated with one another and shared
ingenious ways for everyday life. While working on my
PhD I rented a room and lived in these kind of slum
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areas or areas of informal urbanism, and through sharing
everyday life with the people there, I tried to discover the
rules that were created in relation to the people living in
those kind of places. I thought that I may be able to find
hints about the relation with urbanism and the way of life
that we seem to have lost in our modern cities which all
look the same and appear impersonal.
In cities and towns in developing countries in Africa
a nd A s i a , u r ba n i s m i s pr o c e e d i ng o ut s ide t h e
framework of urban planning. This kind of informal
urbanism may seem disordered or unregulated but we
now know that actually it is regulated by a kind of
social order and a system develops that is in keeping
with the local circumstances. I hope to derive ideas for
urban planning rooted in the local community by
positively clarifying the actual situation of informal
urbanism and applying the community’s wisdom about
urban living to urban planning.
Zhou Ke, Research Assistant
“Research into citizens’ awareness of the reduction
and sorting of waste”
Since the 1990s the public’s
consumption level has grown
i n C h i n a o n t h e bac k o f
economic development, and
urbanization has accelerated.
This has led to a burgeoning
urban population and a trend
i n w h i c h t h e vo l u m e o f
waste is rising year by year.
However, Chi na does not
have an adequate number of facilities to deal with all this
waste, and as the situation in the now frequently used
ph ra s e of “c it ie s b e siege d by wa st e” s ug ge st s,
environmental pollution, the excessive use of land
resources and so on are serious environmental problems.
Reducing waste emissions and encouraging the recycling
of waste are becoming issues in China.
Relatively recently the Chinese government started to
take a serious look at the processing of waste, and from the

year 2000 experimental sorting and collection was
introduced in the major urban centers of Beijing, Shanghai,
Guangzhou and Shenzhen. However, such exercises are
virtually non-existent in any of the other smaller urban
centers. Against this background, in order to investigate
the severity of the waste problem in China and the degree
of public concern about this issue, in November 2015 I
conducted a pilot survey of the awareness of Chinese
people living in China, using the WEBCHAT SNS service.
According to the results of my survey, many respondents
displayed an awareness of the waste problem but did not
actually take any actions such as sorting their waste. In
other words, in order to solve the waste problem public
awareness will have to be heightened, and there is a need
for some sort of measures to be taken towards action
actually being taken by citizens.
The Center for Sustainable Development Studies took as an
example the city of Changsha in Hunan Province, and
conducted a questionnaire targeting Changsha’s citizens.
The awareness of the waste problem among the citizens
was ascertained, and an attempt made to elucidate the
factors exerting an impact on the awareness of citizens.
Hitherto research has implemented factor analyses of
factors in behavior regarding reducing and sorting waste,
but it has not been possible to go as far as building a
determinant factor model for environment-conscious
behavior. In future research, in line with theory of planned
behavior the author will investigate and analyze the abovementioned gap in Chinese citizens’ awareness and their
non-action, and propose measures that link together the
citizens’ awareness regarding waste reduction and sorting
with environment-conscious behavior. Furthermore, the
author will conduct a covariance structure analysis, a
comparison with the previous Japanese and Chinese
research, and consider the differences in the factors
impacting goal intention. Furthermore, the author also
intends to implement a study in Beijing, where waste
sorting has been introduced, since sorting is not actually
conducted in Changsha and it is not possible to determine
whether or not the citizens sort their waste.

Reference
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min from Exit A3 of Hakusan Station on the Toei Subway Mita Line
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Center for Sustainable Development Studies (CeSDeS), Toyo University
(Strategic Research Base Development Program for Private Universities)
Address: 7th floor, Building 8 Hakusan Campus, 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku,
Tokyo, 112-8606, JAPAN
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL:http://www.toyo.ac.jp/site/orc-e/
Tel/Fax: +81 3-3945-7747 (9 a.m. to 5 p.m. on Tuesdays, Thursdays, and Fridays)
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Thoughts on the end of the last December of the Heisei era
Prof. Ryo Matsumaru
Theme coordinator, researcher

I am writing this at the end of December of 2018, the last
December of the Heisei era comes to a close. The Heisei
era began in January 1989 and will end in April 2019. The
imperial era is an artificial break in history, yet it somehow
symbolizes a generation. Since it is a rare experience to
actually know that an era is ending, I would like to reflect
on the Heisei era from the perspective of the Center for
Sustainable Development Studies (“the Center”).
In the autumn of 1989 when the Heisei era began, the
Berlin Wall fell. The fall of the Berlin Wall subsequently
led to the end of the US-Soviet Cold War, with the Soviet
Union being dissolved in 1991. In 1999, a unified currency,
the Euro, was introduced, thus establishing the European
economic zone. Meanwhile, in 2001, when the Center was
established, the 9.11 attacks occurred in the US, and the
world continues to be under the threat of terrorism to this
day. In Japan, since the burst of the bubble economy in
1991, we have experienced long-term economic stagnation
and deflation, referred to as the “Lost 20 Years,” with
unstable employment and severe job shortages. Although
the economy is currently on a recovery trend, not everyone
can feel its impact.
In terms of international cooperation by Japan, major
changes in this period include Japan’s support offered
to East European countries that began with the collapse
of the Soviet Union, the fall of Japan from its position
as the number one provider of ODA in the world, and
the emergence of new countries providing support such
as South Korea and China. While international aid by
Japan has expanded geographically with ODA provided
to East European countries and an aid strategy focusing
on Africa, Japan fell from its position as the number one
provider of ODA in the 2000s, partly due to a limited
budget. Japan is now ranked fourth behind the US, the
UK, and Germany, in total ODA spending (as of 2015).
In terms of international development and cooperation
from a global perspective, global goals such as MDGs
and SDGs have been introduced in the second half of the
Heisei era. MDGs were implemented from 2000 to 2015 to
eradict severe poverty and starvation with global goals for
the development of developing countries. MDGs, all 193
members of the United Nations as well as 23 international
organizations agreed, have been succeeded by SDGs,

which aim to achieve the sustainable development of all
countries. Various initiatives are being introduced to meet
these goals, including those interlinking different goals.
Events that occurred since 2001, the year of the
establishment of the Center, include the war in Iraq, the
Indian Ocean tsunami, the Lehman Brothers collapse, and
the Great East Japan Earthquake. It can be said that there
were very few positive events during this period. However,
from the context of development, the Center has witnessed,
as described above, the MDGs and SDGs, as well as the
qualitative and geographical shift of Japan's ODA.
The Center was established in 2001 as a part of the
Graduate School of Regional Development Studies (RDS)
at Toyo University. At that time, the graduate school of
RDS was practically the only graduate school in Japan that
mixed technology, economics, sociology, management,
and others, covering the field of engineering, including the
improvement of living conditions. Since its establishment,
the Center has conducted research based on field work,
with an interdisciplinary structure that cuts across
different research areas, capitalizing on the attributes of
the RDS. In this regards, it can be said that the Center
was a pioneer of the research in the era that MDGs were
introduced and Japan shifted the quality of international
aid, also the center was responding to the needs of the
times. In fact, our resaerch fields were focused on Asia
when the Center was established, while our research
fields have been expanded to Africa, East Europe, and
Central and South America currently. Also, our research
is now being focused on practices how to internationally
contribute to achieving the SDGs. In the future, we plan
to conduct further research with a focus on the linkage
between individual SDGs.
It can thus be said that in the second half of the Heisei era,
the Center has contributed to the field of development by
conducting research based on field work in various regions.
In the new period that follows Heisei, we will inherit the
Center’s tradition of staying one step ahead of the times
and emphasizing results achieved in the field, and will
aim to develop further. Going forward, we would like to
continue devoting ourselves to research, with the goal of
becoming the global hub for research and knowledge in
the field of development research in Japan.
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≪Report on Hosting of the International Symposium≫

Towards the Actualization of SDGs in Asia and Latin America
— In Relation to Common Bonds between Brazil and Japan —
Prof. Ikuko Okamoto
Researcher

On November 23, 2018, the Center for Sustainable
Development Studies at Toyo University held the
international symposium “Towards the Actualization
of SDGs in Asia and Latin America -In Relation to
Common Bonds between Brazil and Japan-” (co-hosted
by the Toyo University Graduate School of Global and
Regional Studies, the Toyo University Graduate School of
International Tourism Management, the Toyo University
Faculty of Global and Regional Studies, the Toyo
University Faculty of International Tourism Management,
and the Toyo University Faculty of Sociology, and
sponsored by the Japan International Cooperation Agency
and the Embassy of Brazil in Japan) at Inoue Enryo Hall.
This year’s international symposium focused on
Latin America, and Brazil in particular. The aim was to
consider and share findings on what roles universities,
international aid organizations, and the Japanese
community have played or can play in achieving SDGs.
After words from Counselor Gabriela Resendes from the
Embassy of Brazil in Japan, lectures were given by Professor
Flavio Hourneaux and Professor Shirlei Lica Ichisato
Hashimoto from the University of Sao Paulo, followed by
a break and additional lectures from Satoshi Yoshida and
Mika Yamamoto from the Japan International Cooperation
Agency. With the symposium falling on a national holiday,
600 people attended, including students, faculty and staff
from the university as well as the general public.
Summaries of the lectures from the speakers follow.
“The United Nations’ sustainable development
goals in Brazil: How can universities make
international contributions? ”
Flavio Hourneaux (Professor, School of Economics,
Business and Accounting, University of Sao Paulo)
The University of Sao Paulo, established in 1934, is a
prestigious university in Brazil with 300 undergraduate
programs (with about 60 thousand students) and 222
graduate programs (with 30 thousand students). The
professor noted that it is possible for universities to play
a role in achieving SDGs by providing knowledge or
learning opportunities, carrying out demonstrations, and
other methods. He also introduced in detail what initiatives
are specifically taking place at the University of Sao Paulo.
“Contributions by the Japanese community in
Brazil and sustainable development goals”
Shirlei Lica Ichisato Hashimoto (Professor, University
of Sao Paulo)
Professor Hashimoto, who teaches Japanese at the
University of Sao Paulo, says students’ motivations to
learn Japanese changed at the turn of the 20th and 21st
centuries. Motivations in the 20th century were mainly
the effects of curiosity or orientalism, advantages in job
searching, or interest in Japanese subculture such as
anime or games, while those in the 21st century included
an appreciation not just for Japan’s economic power but

also its deeper aspects of culture or thought such as
Japanese literature. The professor emphasized that the
spread of the concept of “Mottainai,” which disapproves
of squandering, in the Japanese community, as well as the
honesty and loyalty that is characteristic of the Japanese
people are contributing toward the achievement of SDGs.
“Contributions by the Japanese community to
SDGs activities”
Yoko Kino (Professor, Faculty of Sociology, Toyo
University)
This was a report on changes experienced by the Japanese
community in Brazil, particularly the various issues that
Japanese people who live there have faced. This included
the conflict and generation gap within the Brazilian
community that is being transformed, the difficulty of
passing on Japanese virtue or language, and how recent
involvement with modern Japanese society is being created
particularly by the younger generation, while the Japanese
Colonia has incorporated first-generation Japanese as they
age. The illustration used in the lecture by Shinji Tanaka, an
illustrator that is representative of the Japanese Colonia, left
a deep impression, succinctly showing the issues that these
Japanese communities face.
“The significance of Japanese immigrants
and international cooperation”
Satoshi Yoshida (Deputy Director General, Latin
America and the Caribbean Department, Japan
International Cooperation Agency)
After an overview of the social and economic
background on which the Japanese policy on immigration
to South America was planned, as well as a description of
travel from Japan to Brazil and immigrants’ lives at their
destination, specific examples of international cooperation
by Japan, such as development of the Cerrado, were
introduced. Emphasis is now being placed on support
for the Japanese community as well, and in particular,
training of the younger generation, with a focus on the
establishment of graduate school programs or support
for studying abroad. The aim of these initiatives in
international cooperation is not only to build a connection
with the Japanese community itself, but also to use it as a
window to deepen ties with Latin American countries.
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“Japan Overseas Cooperation Volunteers
program for the Japanese community”
Mika Yamamoto (Director General, Secretariat of
Japan Overseas Cooperation Volunteers, Japan
International Cooperation Agency)
After an overview of the Japan Overseas Cooperation
Volunteers and Senior Volunteers programs at the Japan
International Cooperation Agency, the dispatch of volunteers

to Japanese communities and specific activities by volunteers
targeting Japanese communities were introduced, with
actual comments made by the volunteers. According to
Ms.Yamamoto, sending these volunteers to Japanese
communities will promote the economic and social
development of the communities as well as deepen the
understanding of Japanese ways of thinking and behavior,
with the goal of training people who will lead the future.

≪Report on the Special Seminar≫

Discussing Social Inclusion from the perspective of SDGs:
Empowerment of persons facing social disadvantage
Prof. Chino Yabunaga
Researcher

On November 29, 2018, we held a special seminar entitled
“Discussing Social Inclusion from the perspective of SDGs:
Empowerment of persons facing social disadvantage.”
In a rapidly changing global society in which information
processing and telecommunication technology develop at
speeds beyond imagination, the social security system by
which people work, produce, and support their livelihood
is facing the need for a fundamental overhaul. As such,
the issue of how society can face and accept people who
have been eliminated from the labor market system as
“the disabled” due to their attributes is a problem we all
must seriously consider. In particular, as the sustainable
development of society is now a global goal, it can be
said that the establishment of an inclusive society is an
issue common to both developing and advanced countries.
Under such circumstances, this seminar was held with
the aim of considering how we think and face the issue of
people with disabilities being put in socially disadvantaged
situations, from a broad perspective encompassing
advanced countries as well as developing countries.
The seminar consisted of a keynote lecture and panel
discussions. The keynote lecture was given by Professor
Bjorn Hvinden, who is the world’s leading authority on social
conditions for the disabled and holds the positions of vice
president for the International Sociological Association (ISA)
and co-governor for the Foundation for International Studies
on Social Security (FISS). The theme of the lecture was
“Social inclusion and sustainable welfare: Two inter-linked
global challenges.” Professor Hvinden has been with Toyo
University on a short-term visiting professorship program in
commemoration of the academic exchange agreement signed
between Oslo Metropolitan University and the Faculty of
Global and Regional Studies and the Graduate School of
Global and Regional Studies at Toyo University. The keynote
lecture noted a number of significant findings, including that
young people in Europe are facing long-term social exclusion
triggered by unemployment; that a substantial number of
NEETs (Not in Education, Employment or Training) will
be alienated from economic activities, with their working
capacity at a similar level as the so-called disabled; that
women tend to be alienated from economic activities in
Japan; that the social inclusion of the young people and
women is important for sustainable development; and that
empowerment in that regard is needed. Also introduced

was that Japan is actively engaging in meeting SDGs, while
Norway is not so active in this regard.
Later in the panel discussions, three panelists presented
topics based on their activities, leading to active debate.
The first panelist was Dr. Kenji Kuno from the Japan
International Cooperation Agency, who is creating a
global network in Disability Equality Training mainly in
developing countries. Under the title “The Social Model of
Disability as a platform for Social Inclusion on disability:
Theory and practice,” he clearly illustrated and made
proposals on the necessity of achieving social inclusion
based on the Social Model of Disability, which views
disability as something that is created and that exists due
to the social environment. Next, Dr. Ryoko Shimano, who
is a research fellow at the Center and has put theory in
practice by supporting the disabled in Sri Lanka, spoke
on the theme of “Empowerment to the people with
disabilities and Capacity Development: The effect of the
psychological barrier,” based on her experience in Sri Lanka.
She commented that through existing values, social norms,
or prejudice, a society that is advantageous to the majority
is unintentionally created, thus establishing a structure
of exclusion, and noted the necessity of removing such
psychological barriers to achieve social inclusion. Finally,
Zukiswa Nzo, who is a senior instructor of Disability
Equality Training in the Republic of South Africa as well as
a Master’s course student at the Graduate School of Regional
Development Studies at Toyo University through the
ABE Initiative, spoke on the theme “Towards Sustainable
development with persons with disabilities: A case of the
JICA & DSD (department of social development) Disability
Mainstreaming Project in South Africa.” She reported on
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activities and issues in her native country of South Africa
as a person with a disability as well as a practitioner who
is engaged in empowerment activities. The reports from
the three panelists were followed by comments from Dr.
Hvinden, and then questions from the floor, which invited
discussion on how we should engage in empowerment.
This seminar was co-hosted by the Graduate School
of Global and Regional Studies and was supported by
the newly-established Toyo University Center for Student
Wellness and the Research Center for Development
of Welfare Society at Toyo University. On that day, we

received assistance from the South African Embassy, the
Norwegian Embassy, JICA, and Mirairo Inc., among others,
and we were fortunate enough to have attracted a large
audience. Many students, especially exchange students,
participated in the seminar as part of their class activities.
It was a fruitful seminar with thought-provoking debate
and questions from an active audience. I would like to take
this opportunity to thank the many people who gave their
support for a successful seminar.
Records of the symposium will be organized and utilized
for future research.

Initiatives of Shiwa-cho in Iwate Prefecture to Build a Recycling-based Society
Prof. Namiko Numao
Researcher

From September 19 to 20, 2018, I conducted a study on an
initiative to build a recycling-based society in the community
of Shiwa-cho in Iwate Prefecture, with my fellow researcher
Ikuko Okamoto. While Shiwa-cho is known for its Ogal
Project which promoted the redevelopment of the area
around the train station through a public-private partnership
(PPP), it has been promoting initiatives to build a recyclingbased society in the community since the 1990s, and such
initiatives are reflected in the Ogal Project in various ways.
In this visit, we visited the planning section of the Shiwacho town office, the information exchange center (Shiwacho library), and Ogal Shiwa K.K to get an overview of the
Ogal Project. We also visited three different areas in Shiwacho to find out how they built a structure for consensus
formation in order to build a sustainable social economic
system in the community.
Shiwa-cho raised 270 million yen in donations from its
residents to build the long-sought Shiwa Chuo Station,
however, redevelopment of the area surrounding the station
came to an abrupt halt due to financial difficulties. As a
result, the town changed course toward a “public-private
partnership” project. The public-private partnership office in
the town office coordinated with various section in the office,
gathered the opinions of town residents through various
approaches including briefing sessions for residents and
interactive workshops, and eventually established a future
vision for the town. After the public-private partnership
master plan was approved by the town council, a design
committee comprised of experts has been established
and the committee is working on space development and
system design in order to execute the project.
The Ogal Project reflects the concept of energy cycling and
local production for local consumption. The area has a heat
supply system that uses woodchips produced from timber
from forest thinning in the town, and housing on the land

Shiwa-style eco-friendly houses

owned by the town around the station requires use of this
system, use of materials made in the town, and construction
(of Shiwa-style eco-friendly houses) by local construction
companies. Further, one of the characteristics of agriculture in
Shiwa-cho is the variety of produce, and produce stands were
set up in each area from an early stage ahead of other parts of
the country. “Shiwa marché” opened a store in the Ogal area,
which is its 10th store in the town, and a system has been
established where the producers become the members of the
stores and sell agricultural produce and processed food.
The number of visitors to the Ogal area continues
to increase every year, reaching 950 thousand visitors in
FY2016. Shiwa-cho is currently taking a new step to expand
the liveliness of the central area to the eastern and western
areas, and to build a tighter recycling-based social economic
network. The town is operating a business to renovate and
restore vacant houses along the old road in the Hizume
area, and making efforts to convert various businesses by
establishing a small base in the Akazawa area which is
suffering from depopulation. In addition, in the Furudate
area, we saw that the town is seeking ways to further expand
community activities by using its community center as a base.

SDGs Discussion in Japan
Prof. Akira Kaneko
Visiting Researcher

As the Japanese government has set the direction for its

SDGs initiatives, plans in Japan and their implementation
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methods are now being discussed from various angles
in consideration of the SDGs. The Japan Association of
Planning and Public Management held its 41st national
convention in Fukuoka City in September 2018 on the
theme of the SDGs, and various SDGs-related seminars
and workshops were held at the convention. Below is a
brief summary of the seminars and workshops I attended.
For further details, please see “Japan Association of
Planning and Public Management’s 41st National
Convention: Integrated Enhancement of Environment,
Economy and Society, and Planned Administration –
With the SDGs in Mind – Abstract of Research Report
(Version 2)” (July 2018), (in Japanese) which is posted on
their website.
http://www.japanpa.jp/cms/wp-content/uploads
/2018abstracts_2-1.pdf (Last viewed on 2018/11/27)
1. Special Speech
Title: The 50-year history of International NGO OISCA
Western Japan Training Center and its efforts
toward achieving the SDGs
2. Keynote Speech
Title: Development for Environment, Economy and
Society, SDGs and Inclusive Wealth
3. Symposium
Theme: Integrated Enhancement of Environment,
Ec o nomy a nd S o c ie t y, a nd Pl a n n e d
Administration–With the SDGs in Mind
At the symposium, environment-focused plans of the
administration (state, prefectures and cities) and companies
and the implementation of such plans were reported.

4. Workshops (only the ones I attended are listed below)
4-1 Workshop C
Theme: Toward implementation of the SDGs in local
policies
The workshop emphasized the importance of having
various sectors participate and ingraining the SDGs
by not only establishing plans but also by taking
actions, in order to achieve SDGs within the local
administration.
4-2 Workshop D
Theme: Usefulness and Issues Related to the Urban
Traffic-System using streetcar
In this workshop, Utsunomiya City’s LRT project was
used as an example case to discuss how to achieve the
transition from automobiles to public transportation.
4-3 Workshop E
Theme: Globally Important Agricultural Heritage
Systems (GIAHS) and the SDGs
GIAHS identifies traditional agriculture that has been
formed over many generations by adapting to societies
and environments, which combines agricultural
production, culture, landscape and biodiversity. This is
a specific example of the SDGs.
The above-mentioned seminars and workshops focused
mostly on SDGs initiatives in Japan, and may differ in
some aspects from the center’s (Center for Sustainable
Development Studies) SDGs initiatives that are focused
on developing countries. However, I believe they are
beneficial to the center’s research activities, as developed
countries should also be involved in achieving the SDGs.

Report on the Annual Assembly of German Energy Agency DENA
— Course and Direction from COP21 —

Prof. Morihiro Kurushima
Visiting Researcher

1.Global warming issues and the COP21 Paris
Agreement
This century is “an era of growth under global environment
constraints,” and we can say that the concentration of human
intelligence is essential in order to solve environmental
issues.
Under these circumstances, COP21, i.e. the 21st Session
of the Conference of the Parties to the United Nations
Framework Convention on Climate Change was held
in Paris, France in 2015 as an international measure
and action against global warming, and the conference
resulted in a great outcome as an agreement was reached
on the following matters.
In the conference, the “Paris Agreement” was signed
as a new framework which requires all major emitters of
greenhouse gases to reduce emissions. The fact that the
Agreement targets all major emitters is significant in its
meaning. Not only developed countries but also countries
with major economic power including China and India
agreed to voluntarily accept the obligation to reduce
emissions and to provide financial assistance to help
developing countries implement the convention.
As part of the administration, I have attended the
conference every year since COP3 Kyoto conference in

Speech by Peter Altmaier, Federal Minister for Economic Affairs
and Energy in Germany
The venue of the assembly (photo provided by the organizer of the assembly)

1997, and to see the entire world unite at COP21 was
simply incredible.
The essential elements of the Agreement are the
establishment of a goal to keep global temperature rise to
below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels and to
pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degrees
Celsius, and the establishment of a structure to submit/
review the goals and actions of each country every five

−5−

years. Further, this comprehensive agreement appropriately
incorporates the responsibilities and roles of developed
countries in regard to not only emission reduction but also
transfer of technology, capacity building and financial
assistance, as well as the roles of developing countries.
2. Outlook for industry under the Paris Agreement
As you can see, it is clear that the direction toward
building a low carbon society has become a new global
rule, and going forward, policies and innovation of
technology are expected in various fields. Consequently,
industries in European countries, etc. are already starting
to make steady pre-emptive moves.
As movements toward low carbon and decarbonization under
the Agreement are now fully in progress around the world,
there will be new risks and opportunities for many industries.
In particular, some point out that risks of deterioration
in profitability and value of fossil fuel-related businesses
will increase because energy saving/fuel source transition
will be implemented to achieve the above mentioned
goals, and in terms of financial/investment perspectives,
some point out that it will cause devaluation of assets
(referred to as stranded assets).

3. Annual Assembly of German Energy Agency DENA
I attended the above-mentioned assembly in Berlin,
Germany from November 26 to 27, 2018, and spoke in a
panel discussion titled “Decarbonization of Cities and
Communities: Energy Transition.” This year’s assembly
focused on urban policies in the areas of urban planning,
architecture and transport, and experts from Germany
and other countries introduced their progressive
approaches. In addition, strategies to promote such
approaches and the expansion of their scale and scope
were discussed.
Further, I exchanged opinions with local JETRO staff,
industrialists, university professors and officials from the
EU Energy Directorate General on the direction toward a
coexistent global society and related strategies.
As indicated above, European countries are making
efforts to switch to low carbon energy, such as the efficient
energy and new energy discussed in the assembly. I
will continue to deliver information on activities of the
center in this field and exchange information with other
researchers.

New Research Assistant
YUASA, Takashi, Research Assistant
My name is Takashi Yuasa. I
recently joined the center as a
research assistant. I started the
1st year of a doctor’s program
in October and I am conducting
research on improvement of
the environment surrounding
Inle Lake in Myanmar. I am
looking forward to working
with you.
I specialize in water
environment. My research theme at university was the
formation mechanism of water quality in Lake Biwa. I
joined Pacific Consultants Co., Ltd. in 1997 and was
assigned to the River Engineering Department. Since
then, I have been involved in various water-related

issues in Japan and abroad, mainly in the field of water
environment, including disaster prevention/flood control,
water resources, aquatic ecosystems, water amenity, and
watershed management. Six years ago, I was transferred to
the Corporate Planning Department at headquarters and
this year I was transferred to the Global Business Division,
so my current assignment is not so much related to my
expertise, but I am always a “lifelong water professional“ in
my heart.
I love outdoor activities especially running and
mountain climbing, so I am usually running around the
fields on weekends. Another activity that I love is to travel
and find something new in the places I visit. Whenever I
visit places for my research, I hope to have an opportunity
to interact with local people, get to know the community
and find something new so I can leverage that knowledge
in my research.

Reference
⃝5

min from Exit A3 of Hakusan Station on the Toei Subway Mita Line

⃝5

min from Exit 1 of Hon-Komagome Station on the Tokyo Metro Namboku Line

Center for Sustainable Development Studies (CeSDeS), Toyo University
(Strategic Research Base Development Program for Private Universities)
Address: 7th floor, Building 8 Hakusan Campus, 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku,
Tokyo, 112-8606, JAPAN
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL:http://www.toyo.ac.jp/site/orc-e/
Tel/Fax: +81 3-3945-7747 (9 a.m. to 5 p.m. on Tuesdays, Thursdays, and Fridays)
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A Center Driving African Studies in the New Era
— New Mission of Toyo University’s Center for Sustainable Development Studies —
Kyoko Nakamura
Researcher

In recent years, the circumstances surrounding Africa
have been changing fast, with a complex network of
actors involved. Africa is transforming from a recipient
of international aid to the last resource frontier, a new
investment destination, and a business partner, and is
undergoing large-scale land and resource exploitation by
multinational companies. On the other hand, expectations
for social business are growing. As infrastructure
is rapidly developed, diverse people, goods, and
information are flowing into every corner of societies
regarded as frontiers, significantly influencing the lives of
local residents.
To take as an example Masai society, which is reputed
to have strongly maintained its traditions, the rapid
spread of school education in recent years has caused
education-related spending to place a burden on family
budgets. Therefore, it is becoming necessary for Masai
families to earn their livelihood by starting agriculture or
sending some family members to work away from home
in addition to livestock farming. Moreover, it is becoming
difficult for Masai children, who now need to spend most
of their time attending school, to learn grazing skills—
quite sophisticated skills that require judgment based
on a comprehensive grasp of the geography, vegetation,
orientation, weather and conditions of cattle—that Masai
people used to master naturally as they traversed the
landscape starting in early childhood. Meanwhile, the
rapid expansion of wildlife conservation areas, which is
being driven by governments aiming to increase tourism
revenue as well as international non-governmental
organizations (NGOs) advocating environmental
conservation and biodiversity, is decreasing the amount of
grazing land available year by year. With these changing
conditions around livestock farming, the livelihood of

A sample of Masai herders

the Masai as well as the very foundations of their ethnic
identity are thus starting to be seriously shaken.
These complicated local situations cannot be understood
within the framework of a single academic discipline.
Gathering data on an individual society through faceto-face fieldwork is absolutely essential, but analysis
from multiple perspectives by an interdisciplinary
research team and comprehensive study integrating
the fieldwork and the analysis are also necessary.
Today, central governments, local governments, local
resident organizations, international organizations and
international NGOs, researchers, and multinational
companies, both large and small, as well as individuals
are moving into African societies for their own purposes.
But it is not easy to understand the relationships and
interplay between diverse actors, which shift and change
in a complicated manner due to cooperation and conflicts
of interest. The existence of reliable research partners who
are well versed in the circumstances of local communities
is therefore crucial.
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The Center for Sustainable Development Studies of
Toyo University (hereinafter, “the Center”) is focusing
on building research systems with strong partnerships
between interdisciplinary research teams and local
communities, which is indispensable for African
studies in the new era. In the project entitled “Toward
International Contribution in Asia and Africa in the Era
of Globalization” (AY 2015 MEXT-Supported Program for
the Strategic Research Foundation at Private Universities),
which started in fiscal 2015 and will end in this academic
year, a cross-disciplinary research team called “Inclusive
Africa” has been conducting local fieldwork and analysis
in South Africa, Zambia, Kenya, Senegal, Namibia,
Gambia, Egypt, and others with a literally inclusive
approach. The Center is also making vigorous efforts to
establish bases in Africa. The first results of these efforts
were the signing of an academic agreement between
Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology
and Toyo University and the joint organization of an
international research workshop with JKUAT.
In the meantime, the Graduate School of Global
and Regional Studies, to which researchers working
at the Center belong, accepted 26 young people from
the government and industrial sectors of 13 countries,

including South Africa, Senegal, Kenya, Tanzania,
Mozambique, and Morocco, under the ABE Initiative
(industrial human resource training initiative for
young Africans) between AY 2014 and 2018. The
subjects of their study ranged widely from disaster
prevention and post-disaster reconstruction to urban
development, waste disposal, living environment,
education, women and development, climate change,
the environment, tourism development, poverty
reduction, and disability and welfare. Joint research
projects with graduates who have returned to their
home countries have already started, for example, in
the areas of water resources in Tanzania and urban
development in Morocco.
This academic year, the Center launched the study for
achieving human security through improvement of the
living environment in developing countries (from AY
2019 to 2022) under the Toyo University Focal Research
Promotion Program. By taking full advantage its
interdisciplinary character and close networks, as well as
anticipated achievements of joint research projects, Toyo
University’s Center for Sustainable Development Studies
will firmly establish its position as an institution that
drives African studies in the new era.

Study on Spatial Characteristics and Use of Public Space in a Slum in Nairobi
Haruka Ono
Visiting Researcher

From February 4 to 11, 2019, we conducted a study on
spatial characteristics and use of public space in a slum
in the Kenyan capital of Nairobi. Nairobi has developed
as the center of the tertiary sector in East Africa. Since
Kenya’s independence in 1963, the city has been rapidly

urbanized, maintaining annual average population
growth of around 5%. It is said that 55 to 60% of its 3.14
million residents (as of 2009) are currently living in slums
that account for only 5.2% of the total residential area.
The average population density in slums in Nairobi is

Children drawing water at a watering spot on the road

Eateries opened on the street
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extremely high at 50,000 persons/km2. And slums are
densely crammed with buildings. At the same time,
various types of public spaces are created in slums
and used by people in everyday life for chatting with
neighbors, trading, drawing water, and so on. While
these highly concentrated slums are formed outside the
framework of urban planning systems, how is public
space created and managed, and how is this public space
is used by residents? I would like to clarify these to find
clues for developing ways of improving slums.
We conducted our study in a slum about 15 km away
from central Nairobi called “Mukuru Kwa Njenga,”
where about 150,000 people live in an area of a single
square kilometer. We firstly carried out mapping of
public spaces, such as roads, alleys, and squares, then
performed a questionnaire survey on usage behavior with
individuals and groups using the public spaces. With
regard to the groups, we also asked about the members’
attributes, such as place of residence, occupation, race,
and languages used on a daily basis, to understand the

relationships between group members.
The findings revealed that public spaces in Mukuru
Kwa Njenga largely consist of thoroughfares, such as
roads and alleys, and school yards. The existence of small
square-shaped residual spaces was not confirmed. In
terms of use, economic activities are well practiced in
relatively wide thoroughfares. Groups generally chat as
people gather at places where their relatives or friends
are doing trade or other business. Thoroughfares serve
as places to provide infrastructure services, such as water
sales, or open a market of sorts. It was also revealed that
open spaces in the daytime become a playground for
children who are attending schools that have no school
yard and in the evening become sports grounds for young
people after work.
We conducted the study in the daytime on weekdays.
We would like to conduct a future study in the morning
or evening on weekdays and weekends to ascertain how
the use of public spaces differs at different times of day
and on different days of the week.

Changing Position of Cairo in the Global Urban System
Noritsugu Fujimoto
Researcher

I visited the Egyptian city of Cairo, a city that serves as a
node between Africa and the Arab world. We conducted
an interview survey on changes in Cairo’s position in the
global urban system at local research institutes, including
Ain Shams University (ASU), and central management
functions, such as the Egyptian Exchange and the Greek
Campus.
Egypt was the cradle of the Egyptian civilization, one
of the four major civilizations of the ancient world. There
are pyramids in Giza, about a one-hour westward drive
from central Cairo, which extends along the Nile River.
With the city having been formed in ancient times, the
Greater Cairo metropolitan region has a long history of
human settlement and dense habitation and is estimated
to have a population of more than 16 million. On the
other hand, due to its proximity to Europe and Asia—it
is located in North Africa with the Mediterranean Sea to
the north—Cairo has been influenced by many cultures.
Since the beginning of the Christian era, Cairo has been
influenced by Islam, Asia, and Europe: Islamization in
the 7th century, becoming part of the Ottoman Empire in
the 16th century, and becoming a British protectorate at
the end of the 19th century. Following independence in
1922, Egypt has undeniably played an important role as a

ASU’s Faculty of Economics building

member of the Arab world, as indicated by its name, “the
Arab Republic of Egypt.” As globalization progresses, the
geographic status of Cairo as a node between multiple
regions is unlikely to change even in the 21st century, as
economic indicators show.
ASU’s Faculty of Economics, one of the places I visited,
has turned out six finance ministers of Egypt. As I met
the dean, Professor Tamer Rady, I asked him about
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effective economic policy for improving Cairo’s position in
interurban competition. He answered from the perspective
of neoclassical economics that “increasing the domain
of the market economy by easing regulations and other
measures will naturally lead to growth.” Looking at
the current environment surrounding African nations,
the economies of major cities are growing due to rising
primary commodity prices, the existence of a low-cost and
abundant workforce, and an increase in direct and indirect
investment. In fact, globalization is promoting economic
growth. Countries and cities that design systems
to increase incentives for multinational companies
to establish offices are improving their position in
the global urban system, and Cairo is no exception.

Meanwhile, as shown by the fact that the dean earned
his degree in the United States, it is also true that
the ideological underpinnings of research institutions
that are deeply involved in formulating and deciding
economic policies are becoming more neoliberal. This is
a typical example of the rapidly increasing commitment
to neoliberalism following the resignation of President
Mubarak in 2011 due to the Arab Spring and subsequent
backlash against his dictatorship. Our survey with a
diverse range of interviewees also revealed that the
establishment of offices of multinational companies
could undeniably lead to quantitative economic growth
as “growth without development” that lacks a decisionmaking function.

Report on a Survey on Reconstruction after the Central Italy Earthquake
Kozue Kashiwazaki and Ryo Matsumaru
Researchers

From February 16 to 23, 2019, we visited Camerino,
a central Italian city affected by the Central Italy
Earthquake, as we had also done in the previous year.
We exchanged opinions with researchers at Camerino
University, and conducted an interview survey in
Camerino and four small surrounding settlements
to confirm the current status of reconstruction
efforts. Based on the survey results, we were able
to systematically clarify the legal systems and
governmental organizations related to reconstruction
e f for t s a nd c o n f i r m c h a nge s i n c om mu n it y
organizations owing to the existence of a long-term
reconstruction plan in a historical conservation area.
Particularly in this case, which involves a large-scale
disaster crossing four states, it became apparent that
decentralization with the 2001 constitutional reform
changed land ownership rights and the housing
registration law, having a seriously negative effect on
reconstruction procedures primarily in the historic zone.
It was also revealed that the construction of temporary
housing by the central government has maintained a
high level of quality and allowed for long stays, unlike
that in Japan, but residents’ burdens and complaints
are increasing because of delay in procedures related
to the aforementioned legal system and no prospect of
restoring historical buildings to their original state. We
will continue our study with a focus on reconstruction
processes that are widely and progressively ongoing.
On February 19, we held an open seminar on the
theme of “Disaster Risk Management and Recovery:

Theory and Japan’s Experience” at Camerino University
to introduce example from Japan’s experience. We shared
knowledge of post-earthquake reconstruction and
exchanged opinions with participants, including related
faculty members and about 130 doctoral students.
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Open seminar

Interview survey at temporary housing

Issues Emerging at Recent International Conferences regarding
Japan’s Plastic Resource Recycling Strategy
Tsunehumi Inoue
Visiting Researcher

Prevention of marine pollution is one of the targets
of the Sustainable Development Goals (SDGs). At
the Group of Seven (G7) summit held in June 2018
in Canada, Japan’s Prime Minister Abe referred to
marine plastic waste washed up on Japanese shores
and emphasized the importance of multinational
initiatives. As the chair of the Group of Twenty (G20)
summit to be held in Osaka in June 2019, the Japanese
government aims to lead efforts to address the issue.
But the Japanese government did not sign the G7
Ocean Plastics Charter, which calls for working with
industry toward 100% reusable or recyclable plastics,
on the grounds of insufficient domestic legislation. To
catch up and prepare for the G20 summit, the Japanese
government is developing a more extensive strategy
for plastic resource recycling. Meanwhile, China’s ban
on imports of plastic waste in 2017 and the addition of
unclean waste plastic to the waste subject to control
under the Basel Convention in May 2019 further
complicated the implementation of the strategy.
The countries that generate very large amounts
of marine plastic waste are concentrated in East
and Southeast Asia. The 3R International Scientific
Conference on Material Cycles and Waste Management
2019 (held from February 27 to March 1, with 300
participants from 17 countries), which addressed the
issue of plastic waste and organized a field trip (see
photo), and the Ninth Regional 3R Forum in Asia and
the Pacific (held from March 4 to 6, 2019, with 550
participants from 39 countries) were held in Bangkok,
Thailand. I participated in these conferences as part
of my research and discussed issues associated with
Japan’s plastic resource recycling strategy with related
parties.
Untypically for a strategy, Japan’s strategy sets
numerical targets: (1) reduction of one-way plastic
(e.g., containers and packaging) by 25% in cumulative
total by 2030; (2) reusable/recyclable design by 2025;
(3) reuse/recycling of 60% of containers and packaging
by 2030; (4) reuse/recycling (including heat recovery)
of 100% of used plastic by 2035; (5) doubling plastic
recycling by 2030; and (6) introduction of biomass
plastic of about 2 million tons.
T he issues arou nd Japa n’s plast ic resource

recycling strategy discussed at the two international
conferences are as follows: (1) Of the 84% recycling
rate of plastic waste of containers and packaging,
which is the strategy’s assumption, energy recovery
accounts for 57%. Other countries value chemical and
material recycling from the perspective of resource
recycling, and are critical of energy recovery that leads
to resource consumption; (2) In discussing measures
against marine waste, causes and effectiveness of the
measures are not fully examined (measures against
things that become marine waste in large quantity are
not sufficiently described); (3) Reducing plastic waste in
Japan is important, but operation in countries that need
treatment/disposal technology should be emphasized
if the focus is placed on efficiency; (4) Many of the
numerical targets do not seem to be valid figures based
on life cycle analysis; (5) International phenomena, such
as Chinese recyclers starting recycling outside China
in response to China’s ban on imports of plastic waste,
should be considered; and (6) Japan is unexpectedly
lagging in plastic-free initiatives due to its victim
mentality that marine plastic waste comes from China
and South Korea.

−5−

Visit to ESBEC, a final landfill site in Thailand

New Visiting Researcher and Research Assistant
Flamand Pierre, Visiting Researcher
A Study on the Optimization of Fecal Sludge Collection
Efficiency in Developing Countries
–Focus on Septic Tanks

Hitomi Sonohata, Research Assistant
A Study on Modeling Infection from Vectors in the
Tropics
–Focus on the Relationship with Waste

For my research I chose to
select a topic related to my
work in sanitation, with the
wish to not only contribute
to research but also to make
a change on the ground and
become a better professional.
I am therefore researching
on fecal sludge management
(FSM), a n e s s e nt ia l ye t
neglected aspect for the proper maintenance and
functioning of non-sewered sanitation facilities, which
are used by 2.7 billion people worldwide; a number
that is expected to reach 4.9 billion by 2030. I am more
specifically focusing on fecal sludge (FS) collection
which is, with treatment and disposal or reuse, the
most important link of the sanitation service chain
for non-sewered sanitation. However, these facilities
– particularly septic tanks – are often poorly operated
and maintained. Sludge removal is not carried out on
a regular basis and numerous surveys have indicated
that septic tanks are rarely emptied or only tended
to when blockage or failure occurs. The development
of new analysis methods, which is the goal of my
research, is therefore crucial to improve the efficiency
of FS collection, contribute to public health and the
environment and, ultimately, to the achievement of
SDG 6.2 and 6.3.

There is an epidemic in the
t r opic s of ve c tor- b or ne
diseases, particularly those
borne by mosquitoes, which
is reputed to be the animal
that kills the most human
beings. One of the most
t y p ic a l mo s q u it o - b or n e
diseases is malaria, but this
study focuses on mosquitoes
of the genus Aedes, specifically, Aedes aegypti and
Aedes albopictus, that transmit dengue fever and Zika
virus in the Republic of Panama in Central America,
and on modeling of solid waste-derived sources. A new
classification method developed in 2017 by WHO, the
U.S. CDC, and the ECDC designates the Republic of
Panama as the region where a new chain of infection was
confirmed or the region that most requires attention. The
number of dengue fever patients examined by Panama’s
Ministry of Public Health in the past 26 years has reached
67,837 persons. This study will measure and analyze the
level of rainwater pools on specific solid waste based
on past data on weather factors (temperature, rainfall,
wind speed) and the number of dengue fever patients
in the Republic of Panama. I hope that ascertaining the
relationship between mosquitoes and waste will make it
possible to have clearer measures against mosquitoes and
offer proposals for infection prevention.

Reference
⃝5

min from Exit A3 of Hakusan Station on the Toei Subway Mita Line

⃝5

min from Exit 1 of Hon-Komagome Station on the Tokyo Metro Namboku Line

Center for Sustainable Development Studies (CeSDeS), Toyo University
(Strategic Research Base Development Program for Private Universities)
Address: 7th floor, Building 8 Hakusan Campus, 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku,
Tokyo, 112-8606, JAPAN
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL:https://www.toyo.ac.jp/en/research/labo-center/orc/
Tel/Fax: +81 3-3945-7747 (9 a.m. to 5 p.m. on Tuesdays, Thursdays, and Fridays)
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“TOYO SDGs Global 2020-2030-2037”
as the foundation of SDGs promotion by Toyo University
Hidetoshi Kitawaki
Director Prof.

Toyo University’s Center for Sustainable Development

activities. This is

Studies (hereinafter the “Center”) was established in

why we came up

2001 as an Open Research Center under the High-

with the subtitle

Tech Research Center Project for Private Universities

of “TOYO SDGs

implemented by the Japanese Ministry of Education,

Global 2020-2030-

Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). In

2037” for the above-

2010, the Center changed its scheme to the Strategic

mentioned project.

Research Base Development Program for Private

The meaning behind

Universities implemented by MEXT, and conducted

this subtitle is to

activities. Moreover, as the Center obtained support

carry out activities

through the Toyo University Focal Research Promotion

through and beyond 2020 (the year of the Tokyo

Program in the second half of AY2019, the Center

Olympics) and 2030 (the target year for SDGs), and

started activities with the aim of contributing to the

toward 2037, which will be the 150 th anniversary of

realization of SDGs under the theme of “Achieving

the University. To promote these activities, the Center

human security through improvement of the living

has created a logo for “TOYO SDGs Global 2020-2030-

environment in developing countries,” and these

2037” with a motif that signifies the University’s

activities will continue through March 2022. The hub

support of SDGs that are becoming increasingly

for our activities has also transitioned over the years,

important globally.

starting at the Itakura Campus from AY2001 to AY2008,

Going forward, we

Hakusan Campus No.2 from AY2008 to AY2012, and

will strive to open

the Hakusan Campus from AY2013. We have been

a way for Toyo

reporting our activities since the Center’s establishment

University’s SDGs

in a Japanese/English newsletter. Now, the Japanese

promotion through

version has reached a significant milestone—its 50

the Center’s activities,

th

and enable the entire

issue.
Toyo University has been conducting various research

university to move

and education on SDGs, and the intention of the Center

ahead

is to serve as a supporting role for the University’s

future.
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into

the
Project logo

The publication of “International Contributions and Achieving SDGs: The Field of
Sustainable Development”
Akira Kaneko
Visiting Researcher

Although this book is in Japanese, outline and
background of the book are briefly explained to introduce
our study results widely. This book was edited by the
Center for Sustainable Development Studies (hereinafter
“the Center”) and published in November 2019 by the
Asakura Publishing Co., Ltd. As I am on the editorial
board, I will explain below the background and outline
to its publication. The Center was established in the year
2001 as an Open Research Center, a project under the
MEXT’s (Ministry of Education, Culture, Sports, Science
and Technology‘s) High-Tech Research Center Project for
Private Universities, and is located in Toyo University’s
Graduate School of Regional Development Studies. While
being altered its schemes, the Center has subsequently
continued with its mission, and since 2015 has been
mainly conducting field-based research aimed at realizing
Sustainable Development Goals (SDGs) under the theme
of “Toward International Contribution in Asia and Africa
in the Era of Globalization.”
The research results hitherto obtained has been used
as academic purposes for international contributions,
and simultaneously being implemented in an array of
actual practices. Furthermore, the Center has strived to
create a network of numerous universities and research
institutions around the world for research exchange,
and foster international human resources to provide
international contributions. In addition, these research
results are widely publicized through research papers
and the publication of newsletters and books for wide
publics. Although the Center’s research will continue, the
year 2019 marks the end of the MEXT’s assistance scheme
and this book has been published as compilation of the
research conducted thus far.
Including this present volume, the Center has thus far
published six books, which mainly focus on the presentation
of the results obtained from work in the field. While
retaining this characteristic, it is in a two-part format, with
the main perspective of asking just how far the SDGs can
be achieved based on the broadening of research themes
and – since there is a need for wide debate of SDGs – it
systematically organizes research results centering on
sustainable development frameworks and fieldwork. The
first part covers the international development frameworks
aiming for the realization of SDGs, while the second part
covers description of the direction to achieve SDGs based
on the actual state of fieldwork is conducted. Furthermore,
since in order to consider methods to achieve the SDGs it

is essential to understand that they are all in very different
situations according to region, the book takes a wide
research view encompassing not only Asia but also Africa
and Central and South America.
The Center believes that in order to realize the SDGs it is
vital for the broad establishment a framework for systems
and practices based on the research and practical work it has
conducted, and for a cycle to realize what the many public
organizations have been involved in as a framework. We
expect that our efforts will be included within the process.
The structure of the book is as follows.
Part 1 Issues and frameworks towards achieving SDGs
1 SDGs and international contributions
2 International contributions in Africa to realizing SDGs
3 International contributions in Latin America to realizing SDGs
Part 2 Initiatives from the field woks towards achieving SDGs
4 Project to overcome poverty in China and SDGs
5 Higher education partnerships to realizing SDGs
6 Achievement and necessity of ICT to realizing SDGs
7 Fostering human resources to realizing SDGs
8 Social protection and security to realizing SDGs
9 Assistance to the disabled to realizing SDGs
10 Development of urban communities to realizing SDGs
11 Waterworks development to realizing SDGs
12 Ideal forms of clean energy development to realizing SDGs
13 Ideal forms of urbanization to realizing SDGs
14 Conclusions and summary
Currently, there is a large number of publications regarding
SDGs in Japanese, but the content of this book is unique
especially focusing on international contribution . As one
involved in the editing of the book I sincerely expect that our
readers will take a look at this book and be a reader of it.
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In commemoration of being selected for the Toyo University Focal Research Promotion Program
2019 Symposium held by the Center for Sustainable Development Studies

Achieving human security in developing countries through
improvement of living environment
—TOYO SDGs Global 2020-2030-2037—
Event Report

Ryo Matsumaru
Deputy Director

research project period, as well as what outcome was
expected from the research. Then, five researchers from
the Center gave presentations, followed by a Q&A session.
In addition to attendees from outside the university,
the symposium was also attended by the Chairman and
trustees of the university, university officials, and students.
In total, over 100 people attended.
We hope this symposium served to provide momentum
for active research activities and fieldwork.
Symposium

Toyo University’s Center for Sustainable Development
Studies (hereinafter the “Center”) held a symposium on
Wednesday, October 9, 2019, to commemorate the Center’s
research project “Achieving human security in developing
countries through improvement of living environment TOYO SDGs Global 2020-2030-2037－” being selected for
the Toyo University Focal Research Promotion Program.
This symposium was held in commemoration of the
aforementioned research project being selected for the
Toyo University Focal Research Promotion Program,
which was newly initiated this year. As a kickoff event, the
objective of this symposium was to promote awareness
of the research project. Director of the Center, Professor
Hidetoshi Kitawaki explained the outline of how the
research would be carried out during the three-year

Researchers’ presentation titles
■Initiatives led by the Center for Sustainable Development
Studies in the Toyo University Focal Research Promotion
Program (Director of the Center, Professor Hidetoshi Kitawaki)
■Research on creating environmental infrastructure to
improve living environment (Researcher, Toshiya Aramaki)
■Research for better reconstruction – making policy
recommendations according to the development phase
(Deputy Director, Ryo Matsumaru)
■Transformation of gender roles in Africa: Casting a
spotlight on roles of women’s self-help groups in a stock
farming society in Kenya (Researcher, Kyoko Nakamura)
■Food desert issue in disaster-hit areas – Repurposing
mobile catering cars in developing countries (Researcher,
Noritsugu Fujimoto)
■A path for developing urban transportation which improves
living environment (Researcher, Toshiyuki Okamura)

Toyo University’s Center for Sustainable Development Studies
Symposium for Reporting the Achievements of the Strategic Research Base Development
Program for Private Universities

International Contribution and Achievement of SDGs
—Sustainable Development Field —
Event Report

Since AY2015, Toyo University’s Center for Sustainable
Development Studies (hereinafter the “Center”)
has been working on a project called the “Toward

Ryo Matsumaru
Deputy Director

International Contribution in Asia and Africa in the
Era of Globalization” under the Strategic Research Base
Development Program for Private Universities, which is
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a research support scheme implemented by the Japanese
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology (MEXT). As this year marks the final year
of the project, we were able to publish a book entitled
“International Contribution and Achievement of SDGs
-Sustainable Development Field-,” as part of our research
achievement. One purpose of the symposium held on
Friday, November 22 was to celebrate the publication of
this book, which summarizes our research achievement.
During the symposium, Mr. Tadashi Yokoyama (Senior
Vice President of the Japan International Cooperation
Agency, and former Head of Asia External Representation
Office of the African Development Bank), who is also
a contributing author of this book, made a keynote
speech entitled “International Contributions and SDGs
in Africa.” Four of the authors of the book including the
keynote speaker then gave presentations on their research
achievements in line with the book’s contents, and
engaged in discussions with the symposium attendees.
In addition to attendees from outside the university,
university officials including a university counselor and
students also attended the symposium. In total, over 150
people attended the symposium.
While activities under the support scheme of MEXT will
end this academic year, the Center’s activities will continue
as part of the Toyo University Focal Research Promotion
Program. We intend to further enhance our function to
serve as a platform for researchers to collaborate and carry
out their studies, and conduct research that will contribute
to the achievement of SDGs.

Symposium

Titles of speakers’ presentations
■[Keynote Speech] “International Contributions and
SDGs in Africa,” by Mr. Tadashi Yokoyama (Senior Vice
President, the Japan International Cooperation Agency)
■“Toward International Contribution in Asia and Africa in the
Era of Globalization”, by Director of Center for Sustainable
Development Studies.
■“ICT Essential for the Achievement of SDGs,” by Mr.
Tomoyuki Naito (Senior Advisor, the Japan International
Cooperation Agency)
■“Social Protection/Social Security and SDGs–Initiatives for
Sustainable Welfare–,” by Chino Yabunaga (Researcher,
Toyo University’s Center for Sustainable Development
Studies)
■“Urban Communities and SDGs,” by Kozue Kashiwazaki
(Researcher, Toyo University’s Center for Sustainable
Development Studies)

Report on field study on transformation of gender roles:
A case of pastoral society in Kenya

Kyoko Nakamura
Researcher

From August 30 to September 16, 2019, I conducted a
field study on transformation of gender roles in Samburu
County, which is located in north-central part of the
Republic of Kenya. Samburu County is a semiarid area,
and Maa (Maasai) language speaking herders, called
Samburu, live there. They are pastoral people who are
grazing livestock such as cattle, goats and sheep and using
milk and meat as their main food source. In many pastoral
societies in East Africa, social system called “age system”
is observed. People are categorized by their gender and
age (or generation) and they are given clear social roles
and norms of conduct. Samburu is a society which has
strictly maintained such system. They have established
and maintained their pastoral tasks by clearly dividing
labor by gender and age.

On the other hand, their society is rapidly changing
and value systems are diversifying in recent years due
to an increase in population, a decrease of livestock due
to droughts, the prevalence of school education, and the
spread of a cash economy. People with higher levels of
education are no longer accepting arranged marriages,
where a father decides who his daughter will marry
under patriarchal rule. More men and women now
prefer love-matched, monogamous marriages. Further,
husband-wife relationships are also changing, as there
are more opportunities for women to earn cash through
jobs other than stock farming. For these reasons, I have
started research this year to uncover the dynamics of
the transformation of traditional gender roles in the
Samburu society, where the socioeconomic environment is
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drastically changing.
In this study, I focused on obtaining fundamental data
to be used as the basis for future research. I conducted
interviews mainly with married women and their
husbands, and inquired about 1) the husband’s age group
(generation), 2) the woman and her husband’s clan, 3)
educational level of the woman and her husband, 4)
religion of the woman and her husband, 5) involvement
of the woman and her husband in development projects,
6) area of residence, 7) composition of household
occupations, 8) process of spouse selection and forms of
marriage (arranged marriage [forced marriage] / abduction
marriage / love-matched marriage, etc.)
Going forward, I plan to continue this study with a focus

on women’s self-help groups, which continue to grow
in recent years, while collecting more data. Specifically,
I will analyze the connection between self-help groups’
member attributions and activities of those groups by
looking at factors such as: whether or not those self-help
groups are comprised of many unmarried mothers and
widows; educational levels of members; characteristics of
members who undertake groups’ official roles (such as
chairperson or secretariat) and lead groups’ activities; and
whether members’ husbands show understanding toward
the activities and small businesses of self-help groups.
Ultimately, I plan to study the impact and potential of
women’s self-help groups on the transformation of gender
roles.

Young married woman putting goats out to graze

Interviewing the elder members of Samburu (age 75–80)

Research on the reconstruction process for the central Italy earthquake
Kozue Kashiwazaki
Researcher

I conducted an ongoing study on the reconstruction
process for the 2016 central Italy earthquake from August
31 to September 5, 2019. With cooperation of researchers
at the University of Camerino, which is one of our
partner universities, I interviewed the new mayor of the
city who took office this year, collected data at the city
hall, interviewed people who live in wooden temporary
housing designed for long-term stays, and conducted an
on-site study on neighboring municipalities (communes).
In these areas, where damage was widespread and
the restoration of historic buildings is being delayed, I
heard more than a few concerns and complaints about
the prolonged evacuation. However, I saw some new
activities such as the establishment of a bus network
that runs through the temporary housing area as well as
student volunteer activities and festivals in public spaces
and commercial facilities, where restoration is slowly
progressing. It seems that the candidate who was selected

as mayor placed his highest priority on resuming normal
lives of people, which is an issue because of the growing
public demand for security and safety. Further, in the
aftermath of the disaster, various activities have started
such as cross-commune study and research, collaboration
on restoration work, and the storage and maintenance
of artwork. Joint projects among related organizations
including municipalities, residents and research institutes
are also expected to expand. In Japan, reconstruction
in mountain areas without impairing small villages is
a pressing issue. Therefore, I plan to continue studying
in detail the ideal long-term reconstruction visions and
detailed plans for municipalities, such as communes,
and the actual cross-collaborations among neighboring
communes. The results of the study up to this point are
included in the 2019 research paper submitted to the City
Planning Institute of Japan with the title, “A Study on the
Cooperative Relationship between Main Actors on the
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Recovery Period of 2016 Central Italy Earthquake – Focus
on the Case of Camerino, Macerata Province, Marche
Region” (peer reviewed).
In addition, during the period of the study, the Regional
Development Studies’ training program (Italy) was held
by researchers of the Center, Ryo Matsumaru and Norihisa
Shima, and approximately 35 undergraduate/graduate

students from Regional Development Studies participated
in the program. Studies carried out by faculty members
and students as well as intercommunication proved to
be highly effective on-site. Going forward, I expect more
fruitful studies to be accomplished through accumulation
of these activities and collaborations.

Waste Disposal and Reduction of Infectious Diseases toward Achievement of SDGs
Hitomi Sonohata
Research Assistant

From September 14 to 15, I had a research meeting with
Eduardo Herrera (a waste disposal professional from the
Panama Capital Office of Waste Management) who was
visiting the City of Kitakyushu in Fukuoka Prefecture.
Mr. Herrera is an overseas research partner on “Waste
Disposal and Reduction of Infectious Diseases toward
Achievement of SDGs in the Republic of Panama,” a
project being carried out by the Center for Sustainable
Development Studies. He was also my counterpart during
my assignment in the Republic of Panama as a Japan
Overseas Cooperation Volunteer from September 2015
to January 2019, and we worked together to carry out
activities. In the research meeting, we discussed the
following six points:
1) information on the new administration of the Republic
of Panama which started in June this year, as well as its
new president and chief,
2) new policies and administrative structure of the
Panama Capital Office of Waste Management,
3) coordination of the schedule for a trip to Panama next
year,
4) confirmation of the procedure and process for entering
the waste disposal site and landfill site,
5) alignment on the contents of the interview and
confirmation of the request process,

6) consultation concerning how to obtain data on an
infectious diseases (people infected with dengue fever)
and meteorological data (temperature and rainfall for
the last three years)
During the meeting, I presented the contents of my
master’s thesis, “A Study on Waste Disposal and Vector
Control in Panama – A Focus on Dengue Fever and Zika
Virus Infections – ,” which was submitted last year. We
shared information and knowledge, and exchanged
opinions on the project and research. By conducting
a face-to-face meeting, we were able to reconfirm our
stance on working together to proactively carry out the
upcoming project.

During the meeting

Reference
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min from Exit A3 of Hakusan Station on the Toei Subway Mita Line
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Center for Sustainable Development Studies (CeSDeS), Toyo University
(Strategic Research Base Development Program for Private Universities)
Address: 7th floor, Building 8 Hakusan Campus, 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku,
Tokyo, 112-8606, JAPAN
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL:https://www.toyo.ac.jp/en/research/labo-center/orc/
Tel/Fax: +81 3-3945-7747 (9 a.m. to 5 p.m. on Tuesdays, Thursdays, and Fridays)
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東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱

東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱
平成14年要綱第17号
平成14年５月９日
公示
平成14年４月１日
施行
改正
改正
改正
改正
１
２
３

平成18年４月１日
平成22年５月17日
平成27年４月１日
2019年４月１日

研究センターの事業期間は、2015年度から2021年度までとする。
センター長、副センター長、プロジェクト・リーダーの任期は事業期間終了までとする。
運営委員会の設置および運営
(１) 研究センターの研究を効果的に推進し、事業を円滑に運営・管理するために、「運営委員会」
を設ける。
(２) 運営委員会は、各年度の事業計画および事業予算の策定、事業予算の執行、研究員、客員研
究員、研究助手およびＲＡの選任、研究プロジェクトの推進、成果の刊行等を業務とする。
(３) 運営委員会は毎月１回の定例の会合を開き、必要に応じて臨時の会合を開く。運営委員会は
センター長が招集する。
(４) 運営委員会の委員は、センター長、副センター長、プロジェクト・リーダーおよび研究員に
よって構成される。
(５) 運営委員会の委員の任期は原則１年とし、再任を妨げない。
４ 評価委員会の設置および運営
(１) 研究センターの研究の成果を評価し、次の研究の発展に向けて助言することを目的として、
「評価委員会」を設ける。
(２) 評価委員会の運営並びに評価方法に関する必要事項は別に定める。
５ 研究員等
(１) 研究員は東洋大学教員のなかから、研究プロジェクトに合わせて選任する。
(２) 客員研究員は学外の研究者のなかから研究プロジェクトに合わせて選任する。
(３) 研究員、客員研究員の任期は原則として当該事業終了までとする。
(４) 研究助手は別途定める「外部資金による東洋大学研究助手の任用に関する要項」に従って選任
する。
６ 研究センターに、その業務を担当する事務組織を置き、研究推進部研究推進課がこれを行う。
附 則
この要綱は、平成14年４月１日から施行する。
附 則（平成18年要綱第35号）
この要綱は、平成18年４月１日から施行する。
附 則（平成22年要綱第56号）
この要綱は、平成22年５月17日から施行する。
附 則（平成27年要綱第287号）
この要綱は、平成27年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は、2019年４月１日から施行する。

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業概要

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の概要
1.

事業の目的
本事業は，私立大学が，各大学の経営戦略に基づいて行う研究基盤の形成を支援するため，

研究プロジェクトに対して重点的かつ総合的に補助を行う事業であり，もってわが国の科
学技術の進展に寄与するものである。
2.

事業の内容
各大学が最先端の研究や地域に根差した研究などの観点から研究プロジェクトを計画・

申請し，文部科学省が審査の上で選定を行い，当該プロジェクトを遂行するための研究拠点
に対して，研究施設・設備整備費や研究費を一体的に補助する。
3.

研究期間及び支援措置

(1) 研究期間
・
「研究拠点を形成する研究」
：原則，5 年間
・ 大学の特色を活かした研究」
、
「地域に根差した研究」
：原則，3 年間
・３年目に中間評価，最終年度に事後評価を行う（3 年以下の事業は事後評価のみ継続事業
については，制度として実施しない。
「私立大学学術研究高度化推進事業」または「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」によ
り選定された事業を引き続き実施する場合は，新規事業として申請する
(2) 支援措置
○

研究施設

・プロジェクトに必要な施設の新増改築，改造工事
・補助対象：事業経費 1,000 万円以上
・補助率 2 分の 1 以内
・原則，初年度の整備のみ補助
○

研究装置・研究設備

・プロジェクトに必要な機械，器具等
・補助対象：事業経費が「研究装置」は 4,000 万円以上，
「研究設備」は 500 万円（図書は
100 万円）以上
・補助率：
「研究装置」2 分の 1 以内，「研究設備」3 分の 2 以内
・初年度から 3 年目までの整備を補助
○

研究費

申請した研究期間中の教育研究経費支出，アルバイト関係支出，設備関係支出（1 個又は 1
組の価格が 500 万円未満）及び PD・RA 経費
・補助金の上限 1 億円（
「研究費のみ」のプロジェクトは 3,000 万円）

・補助率：2 分の 1 以内
4

事業の採択について

(1) 評価項目
1.研究プロジェクトの意義と必要性
2.研究内容の妥当性
3.研究組織の妥当性
4.事業費の妥当性
(2) 地方等強化枠
地方大学（地方に所在する研究拠点を含む）※1 又は中小規模大学※2 が行う研究プロジェ
クトであって、当該大学の研究により地域の活性化が図られるものや、地域の特性を活かし
て行う研究について評価を行う。
※1 申請プロジェクトの研究拠点が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都
府、大阪府及び兵庫県（ただし、過疎地域自立促進特別措置法第 2 条第 1 項、第 33 条第 1
項、第 33 条第 2 項に基づき過疎地域に指定されている地域を除く。
）の都府県以外に所在
すること。
※2 収容定員 8,000 人未満の大学であること。
(3) 選定手続き
外部の学識経験者で構成する「私立大学戦略的研究基盤形成支援検討会」において審査の
うえ選定する。
(4)補助の方法
選定された学校は，文部科学省に計画調書等を提出し補助を受ける。
ただし，研究費については，日本私立学校振興・共済事業団に申請し補助を受ける。
出典（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002/002/1289381.htm、
2016 年 2 月 5 日現在）

2020 年（令和２年）3 月発行
編集・発行
東洋大学国際共生社会研究センター
Center for Sustainable Development Studies
Toyo University
文部科学省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」
〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20
5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8606, Japan
http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
E-mail: cesdes@toyo.jp
Tel/Fax 03-3945-7747

