SDGsとセンターが取り組むべき次の課題
センター長

北脇

秀敏

国際共生社会研究センター（以下、センター）は、

年」の最中にあるSDGsですが、今後どう修正を加え

東洋大学重点研究推進プログラムにより2019～2021年

て展開させて行くかの課題に取り組まなければなりま

度の予定で、「開発途上国における生活環境改善によ

せん。コロナ禍で停滞した部分と急進的に変わった部

る人間の安全保障の実現に関する研究 -Toyo SDGs

分を見極め、ITを活用した革新的な研究により停滞

Global 2020-2030-2037-」を実施しています。東洋大

の解消に貢献する必要があります。また「発展」から

学ではSDGs憲章を2021年6月に制定し、全学をあげ

「混沌」へ逆戻りしそうな世界の中で多文化共生のあ

たS D G sへの貢献活動に取り組んでいますが、セン

り方を研究する必要もあります。さらに日本国内にお

ターはその国際部門として重要な役割を担って来まし

いて産学連携や自治体の経験の発掘を通じてコンピテ

た。これまでの研究成果は、書籍「パンデミック時代

ンシーの途上国への応用を図り、日本と途上国、新興

のSDGsと国際貢献－2030年のゴールに向けて－」に

国、海外先進国とのあるべき関係を提案することも必

とりまとめ、朝倉書店から刊行します。

要でしょう。グローバルアジェンダへの対応のために

ところで昨年来のコロナ禍は、世界的なSDGsの達

は国際協力機関等と連携し、脱炭素社会の構築のため

成に向けた進捗にも多大な影響を与え、国連開発計画

には環境と経済のWin-winの関係を模索することも必

（UNDP）が1990年に測定を開始した人間開発指数

要です。

（世界の教育、健康、生活水準を総合した尺度）が初

これらは個々の研究テーマとしてはすでに取り組ま

めて減少しました。今後途上国における開発に伴い、

れてきたことかも知れません。しかしSDGsの考え方

自然界に潜むウイルスの人間界への移動が進み、コロ

と組み合わせることにより相乗効果が生まれます。

ナ禍のように100年に一度と言われるパンデミックが

SDGsにこれらのテーマを組み合わせ、「SDGs＋」

今後頻繁に起きる可能性もあります。ポストコロナの

とすることにより、MDGsからSDGsへと続いても達

SDGsは、当然修正を余儀なくされ、センターが取り

成できなかったさまざまな目標に対し、解決の糸口を

組んできた「人間の安全保障（個々の人の生存に取っ

与えられるのではないでしょうか。センターはさまざ

て重要な7種類の安全保障：経済、食糧、健康、環境、 まな専門分野の研究者を擁すユニークな研究者集団で
個人、地域社会、政治）」の重要性も高まっています。 す。センターは、今後もそのプラットフォームとして
一方で今までセンターが取り組んできた手法だけで
は、今後急展開することが予想される世界のニーズに

分野横断的な研究をコーディネートして行きたいと考
えています。

十分に対応しきれないことも事実です。「行動の10
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書籍「パンデミック時代のSDGsと国際貢献
－2030年のゴールに向けて－」の刊行について
眞子
東洋大学国際共生社会研究センター（以下、セン
ター）は、これまでに「環境共生社会学」、「国際環
境共生学」、「国際共生社会学」、「国際開発と環境
－アジアの内発的発展のために－」、「国際開発と内
発的発展－フィールドから見たアジアの発展のために
－」、「持続可能な開発目標と国際貢献－フィールド
から見たSDGs－」、「国際貢献とSDGsの実現－持続
可能な開発のフィールド－」、そして英文書籍
「Evidence-based Knowledge to Achieve SDGs from
Field Activities」の合計８冊の書籍を刊行いたしまし
た。
2021年10月には、９冊目にあたる書籍「パンデミッ
ク時代のSDGsと国際貢献－2030年のゴールに向けて
－」を刊行予定であります。本書の編集を行った時期
は、ちょうど世界中をパニックに巻き込んだコロナ禍
の時期であり、その間に社会は大きく変化し、環境、
医療、経済などSDGsの各目標の進捗にも多大な影響が
ありました。国外にフィールドを持つ研究者や実務者
は、現地での調査・活動を実施することができず、進
捗や結果に対して不甲斐ない気持ちであったことと思

岳

います。海外渡航への制限がかかり、海外から撤退す
る企業も多くあると聴きますが、このパンデミック時
代であるからこそ、開発途上国での持続可能な開発の
研究や実務を行う意義は大きいのではないでしょう
か。当センターにおいて、このパンデミック時代にど
のようにSＤGsを達成・貢献していくか議論を重ね、そ
の成果を10月刊行予定の書籍に取りまとめました。こ
の書籍は、このパンデミック時代にSDGsに貢献したい
という意図を込め、「パンデミック時代のSDGsと国際
貢献－2030年のゴールに向けて－」と名付けておりま
す。また、2020年にセンターで初めて実施したオンラ
インシンポジウムの講演内容も盛り込んでおりますの
で、是非お手に取っていただければ幸いです。
最後になりますが、本書「パンデミック時代のSDGs
と国際貢献－2030年のゴールに向けて－」を執筆した
一部執筆者をプレゼンターとして、2021年10月22日に
シンポジウムを開催いたします。本書の解説や現在の
研究について発表いたしますので、ご参加頂ければ幸
いです（オンライン参加可能）。詳細は本ニューズレ
ター表紙、またはウェブサイトをご参照ください。

『パンデミック時代のSDGsと国際貢献：2030年のゴールに向けて』
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シンポジウム開催のお知らせ

出版記念シンポジウム
「パンデミック時代のSDGsと国際貢献－2030年のゴールに向けて－」
開催日：2021年10月22日㈮ 13：00～16：05
会 場：オンラインにて開催
主 催：東洋大学国際共生社会研究センター
共 催：東洋大学SDGs推進委員会
後 援：独立行政法人国際協力機構

＊詳細は随時HPに掲載いたします。
＊お申し込み：東 洋大学国際共生社会研
究センターのHP上の申込
リンクからお願いいたし
ます。
https://www.toyo.ac.jp/research/
labo-center/orc/event/

講演者：永見光三（独立行政法人国際協力機構）
松本重行（独立行政法人国際協力機構）
フラマン・ピエール（日本サニテーションコンソーシアム）
伊藤大将（東洋大学国際学部）
北脇秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター センター長）

パキスタン沿岸地域における津波のリスク軽減のための
コミュニティ脆弱性評価
リサーチアシスタント

ハーン アーガ ババーアリ

パキスタンは日本と同様、洪水、土砂災害、地震、

立案者、災害リスク軽減（DRR）に取り組む団体、津

津波などの自然災害が多い。津波は、ほぼ毎年被害が

波に脆弱なコミュニティのあいだを適切に橋渡しする

発生する洪水や土砂災害に比べ注目度が低いが、1945

ものとして活用できる。

年に発生した壊滅的な津波により、多くの人命が失わ

現在、数値モデル技術を用いたパキスタン沿岸部の

れ、多大な金銭的損失を受けた経験がある。パキスタ

津波シミュレーション、具体的には、マクラン沈み込

ンは、東はインドから西はイランまで、アラビア海に

み帯（MSZ）を震源とした津波のシミュレーションを

沿って約1,000kmの海岸線が伸びている。アラビアプ

実施している。マクラン沈み込み帯は、パキスタン南

レート・インドプレート・ユーラシアプレートの３枚

部の最も顕著な地質のひとつである。

が交わる場所が海岸近くに位置し、多くの活断層も存

第一歩として、北緯19度から28度、東経55度から74

在していることから、海底の地震による津波の危険が

度を空間として設定し、1945年地震と同じ場所から津

高い。貿易活動の活発化によってパキスタンの沿岸部

波が発生すると仮定して、いくつかのシミュレーショ

に人口が移動する傾向が強まっていることに加え、海

ンを実行した。この作業は、パキスタンの沿岸地域付

岸線付近の住民は、津波のもたらす自然の力に耐えら

近の津波発生源についてさまざまなパラメーターを評

れない構造物に居住していることから、人命損失や高

価するのに役立ち、その後のシミュレーションに生か

額な損害費用が発生する可能性は時間とともに大きく

すことができた。シミュレーションでは、パキスタン

なっている。

の海岸線に沿って9つの地点を選び、それぞれで津波の

いま必要なのは、津波に焦点を当ててパキスタンの

高さと到達時間を求めた。

沿岸地域で、科学技術と社会学的アプローチにもとづ

この研究の結果は、津波の浸水と遡上の最大量推定

いた研究をおこなうことである。さらに、実用的な対

に使用され、沿岸地域の物理的な脆弱性や社会的な脆

策アプローチを特定すること、つまり、津波の数値シ

弱性を今後評価するために重要なものとなる。住民全

ミュレーション、脆弱性評価のためのモデル構築、社

体にとっての脆弱性を考えることが、政策立案者が現

会学的な方法や手段を用いた災害管理の将来計画の立

実的で実用的な災害管理計画を策定する際に役立つだ

案である。そのようなことを目指す本研究は、政策の

ろう。
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ミャンマー国インレー湖の湖上住宅のし尿等処理の必要性
リサーチアシスタント

インレー湖はミャンマー国東部シャン州に位置す
る、ミャンマーで二番目の大きさの自然湖沼である。
同湖は、インダー族の湖上住宅や伝統的な漁法で知ら
れる風光明媚な湖で、ユネスコ・エコパークにも指定
される、ミャンマーでも有数の観光地の一つである
が、近年、土壌流出や水質悪化等の問題が指摘されて
いる。本稿では、湖上住宅において筆者らが実施した
水利用や排水処理等に関する聞き取り調査等から、湖
上住宅のし尿処理の必要性について記す。
水利用面では、湖上村では湖水を飲料水としては利
用しておらず、水タンクに入った市販水等を利用して
いる。近年道路アクセスの改良等とともに市販の水が
廉価となり、市販水を飲料水として利用することが普
及しつつあることがわかった。調理水は飲料水と同様
の水源を用いている。食洗・洗濯用途には湖水を用い
ることが多いが、Kay Lar村では仕上げのすすぎに飲料
水と同じ水を用いる。洗濯では、黒色系の衣類は湖沼
水で洗うのみであるが、白色系の衣類は湖沼水で洗う
と色がつくためにすすぎを行っているとのことであっ
た。水浴も湖水を利用するケースが多い（写真１）。
一方、湖上住宅ではトイレが湖上に設置され、湖に

写真１

写真２

湯浅

岳史

直接未処理放流している（写真２）。生活雑排水も同
様に未処理放流されていることがわかった。著者らが
湖上住宅周辺の水路で行った水質調査では、大腸菌
群、E.C o l iがともに検出されるケースが多く（写真
３）、水系伝染病罹患リスクが懸念され、適切な生活
排水処理対策、特にし尿処理対策を講じる必要性が確
認された。
湖上村の周辺水域では、生活系負荷が未処理で直接
に水域に排出されるため、水質悪化が顕在化してお
り、住民の生活環境や健康の観点で問題であるのみな
らず、自然資源、観光資源としての価値の損失につな
がる懸念がある。このため、生活排水、特にし尿を貯
留して回収する対策を講じる必要があると考えられ
る。住民の聞き取り調査からは、樹脂製のタンクを設
置した家庭もあるが、湖水位変動があるために壊れや
すいとのコメントがあった。このため、湖上村以外で
用いられるコンクリートリングタイプのピットを設置
して貯留する方法が有効であると考えられる。この対
策の実施は、湖に流入する負荷量の低減にも効果を発
揮するものである。

湖水の水利用（左：洗濯、右：水浴）

湖上未処理放流方式のトイレ（Kay Lay村）
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写真３

左：Kay Lay村の水路で泳ぐ子ども

右：Kay Lay村で検出された大腸菌群・E.Coli

韓国開発事業の住民参加と地域のソーシャルキャピタルとの関係性に関する研究
リサーチアシスタント

過去、韓国の地域・都市開発事業における政府中心
の開発政策推進は、強制退去、ジェントリフィケー
ション、地域共同体の破壊、格差拡大など、多様な社
会問題を引き起こした。地域開発事業を巡る主体間葛
藤、迷惑施設立地における住民反対は、政府中心の開
発政策の限界でもあった。こうした“上からの開発”が
引き起こした副作用を解決するため、地域住民・地域
共同体とのコミュニケーション、参加を強調する、“下
からの開発”への関心が増加し始めた。しかし、韓国社
会は朝鮮戦争、軍部独裁、高度成長の結果、地域の共
同体意識が弱くなっており、最近の高齢化・少子化現
象はさらに地域共同体の解体を加速させている。その
ため、欧米・日本のような住民参加の基盤となるべ
く、地域共同体、つまりソーシャルキャピタルの強化
の必要性が提起された。
2010年代後半、中小都市の衰退、既存の開発事業に
よる都市問題が深刻化する中、その解決のため、新た
な政策として都市再生事業が立案された。韓国の都市
再生事業では、衰退地域の開発はもちろん、地域共同
体における関係性の回復、地域ソーシャルキャピタル
の強化において、とくに住民の役割を強調している。
一方、韓国の民主化と地方自治の実施の結果、迷惑施
設の立地・運営において、地域住民の協力が重要性を
増している。韓国政府は迷惑施設の円満な立地と被害
地域の発展のため、迷惑施設周辺地域支援事業を始め
た。90年代から始まった迷惑施設周辺地域支援事業は
住民参加拡大の傾向とともに住民参加の要素を拡大し
ている。
再生事業と支援事業という二つの事業は、それぞれ
衰退地域と被害地域を対象としており、いずれも否定
的状況におかれている地域の改善を目指すという共通
点を持つ。再生事業は、地域活性化による経済的改
善、事業参加による社会的改善を目指すのに対して、
支援事業は地域住民との協力、施設による経済的利益

金

俊熙

の共有、地域の未来発展を目指しており、いずれの事
業も単なる地域の物理的改善以上の複合的性格を持つ
という特徴がある。また、両事業は事業選定において
住民参加のプロセスが導入されている。両事業の地域
選定には、地域の住民を対象とする事業説明会などの
情報提供が行われており、住民の参加、理解、同意が
事業の選定において、重要な要素として評価されてい
る。
しかし、両事業はソーシャルキャピタルに関する内
容においては違いを見せている。まず、再生事業は、
政府によるソーシャルキャピタル回復を目指す韓国独
自の試みであるが、支援事業は迷惑施設立地と被害賠
償のために行われるので被害に対する賠償という比較
的普遍的な性格を持つ。そして、地域のソーシャル
キャピタル強化を目指し、参加プログラムや教育活動
など、様々なプログラムを行っている再生事業と比べ
て、支援事業は、住民参加の支援プロセスが事業選定
過程に集中しており、施行における支援プログラムを
持たない。そのため、二つの事業と地域のソーシャル
キャピタルの関係には、違いが予想される。
本研究は、韓国の開発事業における住民参加の導入
に注目して、開発事業の住民参加とソーシャルキャピ
タルが持つ関係性を明らかにする試みである。この研
究を通じて、住民参加とソーシャルキャピタルが持つ
相互関係を分析する。また、既存研究において多く扱
われた都市再生事業と、比較的疎外されてきた周辺地
域支援事業との比較を通じて、事業類型の差が及ぼす
事業性格、プロセスが及ぼす関係性への影響に接近す
る。対象地域についても、今まで多く扱われてきた首
都圏と地方広域市の他、地方中小都市を対象に加え
て、より多様な事例に関する情報を収集する。最終的
に、今後の開発事業の住民参加を通じたソーシャル
キャピタル強化効果を増加させるための代案を提示す
るのが目標である。
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国際共生社会にふさわしい歴史教育・歴史研究を考える
研究助手

８月にセンターの研究助手
に就任しました内田力です。
今後、センターの運営ではさ
まざまな面でなにかとお世話
になると思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
以下、着任にあたって個人
の研究活動を中心に自己紹介
をさせていただきます。わた
しの研究分野は近現代日本を
フィールドとした史学史・史学理論です。おもに戦後
日本における歴史研究者の活動を探索しつつ、それに
もとづいてこれからの時代の歴史研究・歴史教育のた
めに理論的な考察をくわえる分野になります。博士論
文では、1970年代・80年代に活躍した網野善彦という
歴史研究者をとりあげて、戦後の歴史研究の展開とメ
ディア文化の関係について研究しました。
ホロコースト論争や日韓の慰安婦問題をはじめとし
て、世界各地で歴史認識が国際政治でしばしば火種に
なってきました。戦争の記憶をふくめて世界の歴史を
どのように考えるかが国・地域によって異なることが
原因にあります。ただ、国によって歴史認識が異なる
のはある種当然のことで、問題なのは歴史認識をめぐ
る国際交流が欠けていることといえます。こうしたこ
とを背景に、わたしはこれまで、さまざまな角度から
「歴史の国際化」にかかわる活動に参加してきました。
世界史やグローバル・ヒストリーのプロジェクトに長
年参加して国を超えた交流の歴史や歴史事象の国際比
較の研究に携わってきたほか、前職は東京大学東洋文
化研究所で、「国際総合日本学ネットワーク」という
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日本研究の国際化を促進する部署で勤務しました。
また、歴史認識を伝える有効な手段のなかに視覚的
な作品があり、文章で表現するのとは異なる魅力や可
能性、難しさがあります。これまで縁あって、世界史
絵本（『輪切りで見える！パノラ
マ世界史』２巻、大月書店、2015
年）やまんが世界の歴史（５巻・
19巻、KADOKAWA、2021年刊）
の制作に参加してきました。これ
らは、子ども向けに世界を俯瞰す
る歴史の見かたを伝えるというコ
ンセプトの実現を目指した作品で
す。幸い前者の絵本は中国語訳さ
れて、中国の子どもたちにも読ま
れていると聞きます。
最近は、環境に注目した歴史の可能性を探るために、
環境史の分野にも関心をもっています。環境という視
点は、国境を超えた歴史を考えるうえでもグローバル
な課題として現代の環境問題を考えるうえでも、歴史
研究・歴史教育双方にとってまだまだ探究すべき課題
が多く存在しています。具体的なトピックとしては本
多静六という森林学者に注目して、環境と経済の関係
にどう折り合いをつけていたのかなどを調べています。
近年、「持続可能な開発のための教育（ESD:Education
for Sustainable Development）」が提唱されていますが、
ESDの一環としての歴史教育という課題は、センター
に勤務するなかで考えていきたいテーマです。今後、
センターの先生方の活動に学びつつ、自身の研究を一
層発展させていけるよう個人の研究活動にも注力して
いきます。

国際共生社会研究センターについて
国際共生社会研究センターは常勤教員からなる研究員、国内外の客員研究
員、研究助手、リサーチアシスタント、事務局員で構成されております。セン
ターでは先進国や開発途上国の専門家を海外から招聘して行う国際シンポジウ
ムやワークショップを例年開催しております。また国内での活動として市民や実
務者向けの公開講座開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュー
スレターの発行、年次報告書の発行を行っております。これらの報告書はセン
ターのウェブサイトからダウンロードが可能です。是非、当センターのウェブサ
イトをご覧ください。センターの活動は、東洋大学重点研究推進プログラムによ
り運営されております。

●都営地下鉄三田線「白山」駅
Ａ３出口から「正門・南門」徒歩５分
Ａ１出口から「西門」徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅
１番出口から「正門・南門」徒歩15分
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