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「これまでの成果と今後の展望」
東洋大学国際共生社会研究センター
センター長 北脇 秀敏
1. センターの経緯
東洋大学国際共生社会研究センターは、文部科学省の私立大学学術研究高度
化推進事業であるオープン・リサーチ・センター整備事業として平成 13 年度に
当初５年間の予定で国際地域学研究科に設置された。その５年間に開発途上国
（タイ、バングラデシュ、東ティモール、ベトナム、カンボジア、フィリピン、
ウズベキスタン、中華人民共和国内モンゴル自治区等）や日本国内各地のフィー
ルドにおける調査研究、ニュースレターの発行による情報発信、公開講座や海外
の著名人を招いての国際シンポジウムの開催、研究員の分担執筆による書籍の
発行など多角的な研究活動を続けて来た。平成 18 年度から活動継続が同省より
認可された。平成 22 年度からセンターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略
的研究基盤形成支援事業として採択され 26 年度まで実施してきた。平成 27 年
度からは、センターのこれまでの知見や経験を活かし拠点形成を拡大させてい
く活動計画が再採択され、さらに５年間の予定で新たに始動した。以下、便宜的
に平成 13 年度～17 年度を「第一期」、平成 18 年度以降から終了に至る 20 年度
までを「第二期」、平成 22 年度～26 年度までを「第三期」、平成 27 年度から終
了に至る令和元年度までを「第四期」と称してその活動を紹介する。
2．センターの目標と研究プロジェクト
センターの活動内容については発足当初から「研究者の養成、高度専門職業人
の養成、研究成果の公開」を目標に第一期・第二期を通じて一貫した活動を行っ
て来ている。第三期からは、これに加えて、
「研究拠点形成」を新たな目標とし
活動している。研究プロジェクト・研究グループに関しては第一期、第二期にお
いて当初の目的を達したテーマや、新しくニーズが生じた研究テーマ等を考慮
して第三期に大きく改変を行った。その概要を以下に示す。
センター発足時の第一期には研究プロジェクト３本を設定した。すなわち「プ
ロジェクト１：アジア大都市圏地域を対象とした定住環境の形成・整備」、
「プロ
ジェクト２：環境共生社会論の体系化」、
「プロジェクト３：地域開発データベー
スと計画作成・評価支援シミュレータの開発・整備」を平行して研究を進めてき
た。
これに対し第二期ではよりセンターの活動の統合性を持たせるためにプロジ
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ェクトを１本とし、新たなプロジェクト「環境共生社会の形成方策とその新たな
展開」の下に課題・研究グループを置いた研究体制としている。すなわち第一期
の３つのプロジェクトを「課題１：環境共生社会の形成方策の研究」として集約
し、これまでの研究路線を継承してさらに深く研究している。課題１の中には環
境共生社会形成手法の基礎的な研究を行うグループと、個々の課題を応用的に
研究するグループに分けて効率的な研究を進める体制をとっている。これに加
え、第二期の新課題として「課題２：国際共生社会形成のための新たなパラダイ
ムに関する研究」を設定し、複雑さを増す国際社会において対応を迫られる重点
要支援段階の国々や重点要支援地域に関する研究を行っている。すなわち昨今
の世界情勢から必要性が増している「紛争集結国などの変遷・移行期における共
生社会実現のための研究」に加えて「重点要支援地域における共生社会実現のた
めの研究」においてアフリカ地域の支援や途上国の農村開発に関する研究を行
った。
平成 21 年度は同事業の実施期間終了に伴い一時活動を休止したが、平成 22
年度になり、センターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支援
事業として採択され、５年間の予定で新たに始動した。新たな研究テーマは「ア
ジア開発途上地域における内発的発展支援手法の開発」であり、このテーマのも
と「研究拠点を形成する研究」の研究観点からアジア諸国を中心とする国内外の
研究拠点の形成と連携とに重点を置いた活動を行った。より具体的には、開発途
上国を自立的に発展させるためには先進国からの外部援助に頼る構造から脱却
し、途上国内部の人的・物的資源を活用した内発的発展の考えに基づくことが重
要であり、第三期センターはその支援手法を開発・実践することを主目的とし
た。第三期センターには常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研
究助手、事務局員等から構成され、３つの研究サブグループがあった。これらの
組織を中心に、センターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国
際シンポジウム／ワークショップを毎年開催し、また国内に向けた市民や実務
者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ
ースレターの発行、年次報告書の発行を行った。最終的には、アジアにおける内
発的発展の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展支援の実施、
研究成果の社会への還元などを実施した。
第四期センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにおける地域に根ざし
たグローバル化時代の国際貢献手法の開発」のもと「研究拠点形成する研究」の
観点からアジア・アフリカ諸国を中心とする国内外の研究拠点の形成と連携と
に重点を置いた活動を行う。さらに途上国協力においてポスト MDGs の新たな
指標となる、持続可能な開発目標（SDGs)の実施に向けた国際貢献のあり方に関
する研究と実践とを行うことを目標としている。研究対象地域も従来から活動
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してきたアジア地域にアフリカ地域も加え、グローバル化時代に即した内発的
発展を社会インフラの充実を通して実現する普遍的手法の開発を目指している。
センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、事
務局員等から構成され、３つのテーマを持っている。これらの組織を中心に、セ
ンターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国際シンポジウム／
ワークショップを毎年開催する予定としている。また国内に向けた市民や実務
者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ
ースレターの発行、年次報告書の発行を行う。さらにアジア・アフリカにおける
SDG 支援や国際貢献の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展
支援の実施、研究成果の社会への還元などを構想している。
3. 拠点形成
当センターは、当該テーマに関するアジア地域の研究拠点形成を推進する目
的から、平成 23 年度において、バングラデシュ工科大学、タイ国・コミュニテ
ィ組織開発機構との学術交流協定を締結した。平成 24 年度においては、インド
ネシア国シア・クアラ大学付属津波災害復興研究センターと学術交流協定を締
結した。平成 25 年度においては、河南科技学院と学術協定を締結。平成 26 年
度は、四川大学香港理工大学災后重建与管理学院（中国）との学術交流協定を結
んだ。
4. 人事
（１）センター長
センターは東洋大学大学院国際地域学研究科に本拠を置くため、センター長
は原則として国際地域学研究科内の者が担当している。すなわち第一期は松尾
友矩（現常務理事、発足当時国際地域学研究科委員長）、第二期、第三期、第四
期は北脇秀敏（現副学長）となっている。
（２） センター研究員
センターの研究員数の変化は以下の通りである。
・平成 13 年度に国際地域学研究科の 12 名（藤井、赤塚、北脇、坂元、山下、
小浪、長濱、中嶋、古田、橋本、松尾、金子）で発足。
・平成 14 年度に国際地域学専攻から１名（高橋）、国際地域学部より１名（安）
を追加、計 14 名。平成 14 年度末をもって２名（赤塚、中嶋）退職。
・平成 15 年度に国際地域学専攻から３名（池田、太田、久留島）、国際観光学専
攻から２名（薄木、佐々木）追加、国際観光学科より１名（松園）追加、計 18
名。平成 15 年度末をもって２名（小浪、山下）退職。
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・平成 16 年度は研究員の構成に変化なし。
・平成 17 年度末をもって２名（古田、佐々木）任期終了。
・平成 18 年度に国際地域学専攻から３名（吉永、張、中挾）追加 計 16 名。
・平成 19 年度に国際観光学専攻から２名（堀、東海林）追加 計 18 名。
・平成 20 年度に国際観光学科から１名（松本）追加 計 19 名。
・平成 22 年度に国際地域学専攻から１名（稲生）追加 計 20 名。
・平成 23 年度末をもって２名（秋谷、川澄）退職。平成 24 年度に国際地域学
専攻から１名（岡村）、国際地域学部から１名（眞子）追加。
・平成 24 年度末をもって２名（松園、吉永）退職。平成 25 年度に国際地域学
研究科より松丸、藪長、国際観光学科から１名（金）追加 計 21 名。
・平成 25 年度末をもって２名（金子、薄木）退職。平成 26 年度に国際地域学
研究科より２名（志摩、中島）、国際観光学科から１名（藤稿）追加。
・平成 26 年度のメンバーは以下の通り。国際地域学研究科より荒巻、安、池
田、稲生、岡村、北脇、久留島、坂元、髙橋、張、バレスカス、藤井、国際
地域学部より眞子、国際観光学科より薄木、島川、古屋、堀、金 計 19 名。
・平成 27 年度からは以下の通り、メンバーを再構成した。国際地域学研究科
より荒巻、岡村、岡本、北脇、バレスカス、松丸、藪長、志摩、坂元、杉
田、島川、藤稿、徳江、堀、国際地域学部より花田、眞子、金 計 17 名。
・平成 28 年度は研究員の構成に変化なし。
・平成 29 年度からは、３名（金、杉田、マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカ
ス）退職。国際学部より１名（柏崎）、経営学部より１名（石井）、情報連携学
部より１名（花木）が追加。計 17 名。
・平成 30 年度からは、１名（坂元）退職。国際学部より３名（沼尾、藤本、中
村）、国際観光学部から１名（永井）追加。計 19 名。
・令和元年度からは、３名（石井、永井、堀）退職。計 16 名
（３） 研究助手
研究助手は１名を常時採用している。現在までの研究助手は以下の通りであ
る。
・平成 14 年４月～平成 14 年９月：薬袋奈美子（平成 14 年 10 月より福井大学
工学部建築建設工学科）
・平成 15 年４月～平成 16 年３月：國分圭介（平成 16 年４月より国際経済労働
研究所）
・平成 16 年４月～平成 17 年３月：近藤久洋（平成 17 年４月より東京国際大学
国際関係学部）
・平成 17 年４月～平成 19 年３月：伊藤徹哉（平成 19 年４月より立正大学地球
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環境学部講師）
・平成 19 年４月～平成 20 年３月：松本尚之（平成 20 年４月より本学国際地域
学部助教）
・平成 20 年４月～平成 21 年３月：高林陽展（平成 21 年４月より学術振興会特
別研究員）
・平成 22 年８月～平成 25 年３月：高林陽展（平成 25 年４月より清泉女子大学
文学部史学科講師）
・平成 25 年４月～平成 27 年３月：岡崎匡史（平成 27 年４月より麗澤大学）
・平成 28 年４月～令和２年３月：眞子岳（令和２年３月より一般社団法人サス
テナブリッジ）
（４）ＲＡ（リサーチ・アシスタント）
平成 15 年４月、当センターが母体とする東洋大学大学院国際地域学研究科に
博士後期過程が発足したのを受けて、博士後期課程の大学院生をＲＡとして採
用してきた。在職者は以下の通り。
・平成 15 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野
・平成 16 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵
・平成 17 年度：七五三木、斉藤、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、湯
・平成 18 年度：七五三木、矢光、天野、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、洪
・平成 19 年度：七五三木、矢光、秋谷、蔵、李、王、朴、川澄、周、田
・平成 20 年度：蔵、王、川澄、周、申、吉田、小早川、金、其、劉
・平成 22 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田
・平成 23 年度：眞子、周、其、黄、杜、劉（蘭）、劉（励）、倉田、張、付
・平成 24 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew
・平成 25 年度：黄、杜、劉（蘭）、張、貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan
・平成 26 年度：貫、Klaysikaew、Hoang Le Quan
・平成 27 年度：貫、Hoang Le Quan、Thapa Sakhila、井上
・平成 28 年度：貫、Thapa Sakhila、井上、森、成實、Le Truc、加藤
・平成 29 年度：貫、Thapa Sakhila、井上、森、成實、Le Truc、加藤、Puri
Bhakta、松島、柴田
・平成 30 年度：Le Truc、Puri Bhakta、周、松島、柴田、湯浅
・令和元年度：Puri Bhakta、周、湯浅、薗畠、Paudel Sundar、柴田、Cherki
Mohamed Hamza、Nguyen Linh
（５）招聘外国人研究員
センターが海外の研究者との研究ネットワークを構築するために毎年外国人

15

研究員を１名招聘している。招聘者は以下の通り。
・平成 15 年度：バングラデシュ工科大学（バングラデシュ）の Dr. Mafizur
Rahman（環境工学部准教授）
・平成 16 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms. Yasmin
Suriansjah（建築学部上級講師）
・平成 17 年度：ディリ大学（東ティモール）の Mr. Martin Benjamin（土木工
学科専任講師）
・平成 18 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms.
Bernadetta Kwintiana Ane（工業技術学部上級講師）
・平成 19 年度：社会労働とコミュニティ開発調査相談センター（ベトナム）の
Ms. Ay My Tran（上級職員）
・平成 20 年度：ベトナム国立大学情報工科大学（ベトナム）の Dr. Nguen Phi
Khu（博士）、ウズベキスタン科学アカデミー水問題研究所環境医療・衛生研
究室長（ウズベキスタン）の Dr. Dilorom Fayzieva（医学博士）
・平成 23 年度：タイ・タマサート大学イノヴェーション・カレッジ プロジェ
クト・スペシャリストの Kanokrattana Netlomwong 氏
・平成 24 年度：インドネシア津波・災害対策研究センターの Dr. Muhammad
Dirhamsyah センター長
・平成 26 年度：ミャンマー連邦共和国畜水産村落開発省村落開発局の Dr.
Zarni Minn 副局長
・平成 28 年度：ジョモケニアッタ農工大学（ケニア）の Dr. Patrick G. Home
准教授
・平成 30 年度：サンパウロ総合大学（ブラジル）の橋本りか教授
（６）客員研究員
センターでは第二期より積極的に客員研究員を任命し、共同研究を行ってい
る。平成 18 年 10 月には（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐
在員である片山恵美子氏を客員研究員に任命した。平成 19 年までに招聘した外
国人研究員（６を参照）に加え、ベトナム国立大学情報工学大学の Dr. Nguyen
Phi Khu（科学運用・国際協力学部長）を任命した。
第三期においては、研究拠点形成の目的の下、客員研究員の積極的な任命を行
い、
（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在員である片山恵美子
氏、横浜国立大学教育学部准教授松本尚之氏、バングラデシュ工科大学教授 M.M.
ラーマン氏等を平成 22 年度に客員研究員に任命した。平成 23 年度においては、
大阪大学学際融合教育研究センター准教授松行輝昌氏、寧夏大学講師蔵志勇氏、
本学博士号取得者周慶生氏を任命した。平成 24 年度においては、本学博士号取
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得者其其格氏、劉励敏氏を任命した。平成 25 年度においては、本学客員教授金
子彰氏、本学博士号取得者劉蘭芳氏を任命した。平成 26 年度においては、早稲
田大学博士後期課程清水由賀氏を任命した。
第四期の初年度である平成 27 年度は、金子彰（東洋大学元教授）、松行輝昌
（大阪大学准教授）、Md. Mafizur Rahman（バングラデシュ工科大学教授）
、久
留島守広（東洋大学国際地域学部客員教授）、劉蘭芳（東洋大学博士後期課程修
了）、永井恵一（東洋大学国際地域学部国際観光学科産学連携観光人材育成プロ
グラム開発チーム研究員）、島野涼子（横浜国立大学博士課程後期修了）、矢田部
暁（一般財団法人国際観光サービスセンター主任研究員）を任命した。平成 28
年度は、伊地哲朗（元関西学院大学法学部准教授）を平成 29 年３月 31 日まで
任命した。村上淑子（元株式会社イー・アール・エス課長）、其其格（内蒙古自
治区社会科学院経済研究所）、劉励敏（浙江師範大学講師）、Heiko Fritz（リン
ネ大学講師）。平成 29 年度は藏志勇（寧夏大学）、岡田未来（国際協力機構）、杉
田映理（大阪大学）、マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス（東洋大学元教授）。
平成 30 年度は加藤聡（株式会社長大）、Thapa Sakhila（東洋大学大学院博士後
期課程修了）、岩崎真紀（筑波大学）、松藤康司（福岡大学元教授）、松本重行（独
立行政法人国際協力機構）、井上常史（東洋大学大学院博士後期課程修了）
、小野
悠（豊橋技術科学大学講師）、坂元浩一（ノースアジア大学教授、東洋大学国際
学部元教授）、呉海鍾（東洋大学国際学部非常勤講師）、朴美善（東洋大学国際学
部非常勤講師）。令和元年度は豊田良眞（東洋大学国際学部非常勤講師）、Pierre
Flamand（東洋大学大学院博士後期課程修了）、周慶生（鄭州師範学院副教授）、
眞子岳（一般社団法人サステナブリッジ）を任命した。
（７）事務局職員等
事務局の運営については、第一期、第二期、第三期、第四期を通してフルタイ
ムのアルバイト事務要員を通年で雇用し、適宜学生アルバイト等を追加雇用し
た。
5. 活動内容の概要
（１） 事務運営
これまで、センターの研究活動の運営を円滑に行うべく、週１回、研究員若干
名、研究助手および事務要員で構成される事務局会議を、また月１回、研究員、
研究助手、事務要員、大学教学課職員等で構成される全体会議を開催してきた。
なお「東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱」に記載されている「運
営委員会」とは、両会議の総称である。
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（２）研究プロジェクト
プロジェクトの目的に沿って研究員による海外調査や国内での資料収集等、
また外国人研究員、RA、研究助手等との共同作業による研究を継続して行って
来ている。詳細は当報告書第二部の通りである。
（３）研究成果の公表
①シンポジウムの開催
平成 14 年度～20 年度に各年１回ずつ開催してきた当センター主催の国際シ
ンポジウムは、国際共生社会に関する理解を深める場として定着している。平成
22 年 12 月にはセンター活動再開記念シンポジウム「アジアの内発的発展のた
めに」、平成 23 年 10 月には、国際シンポジウム「観光と内発的発展：持続可能
な観光地づくりを目指して」を開催した。平成 24 年７月には「アジア地域にお
ける震災復興と内発的発展」を開催した。平成 25 年７月には「ソーシャルビジ
ネスと内発的発展-カンボジアと世界の経験から-」を開催した。平成 26 年 10 月
10 日には、国際シンポジウム「国際開発と内発的発展」、平成 27 年度 12 月 11
日に、国際シンポジウム「グローバル化時代の国際貢献」を開催した。平成 28
年度 11 月 11 日に、国際シンポジウム「アフリカにおける開発と環境-技術と社
会の連携を目指した人材育成」を開催した。平成 29 年 11 月 25 日に、国際シン
ポジウム「国際的なネットワーキングによる広域的な人材を通した SDGs の実
現に向けて」を開催した。平成 30 年 11 月 23 日に、「アジアとラテンアメリカ
における SDGs の実現に向けて―日本とブラジルの絆」を開催した。令和元年６
月２日に、シンポジウム「開発途上国における生活環境改善による人間の安全保
障の実現」を開催し、令和元年 11 月 22 日に、シンポジウム「国際貢献と SDGs
の実現―持続可能な開発のフィールド」を開催した。
②研究成果物の刊行
平成 15 年度に図書『環境共生社会学』出版、平成 17 年度に続編『国際環境
共生学』を朝倉書店より出版、さらに平成 20 年８月には、３冊目となる『国際
共生社会学』を同書店より刊行した。平成 24 年度８月には『国際開発と環境―
アジアの内発的発展に向けて』を同書店より刊行した。平成 26 年９月には『国
際開発と内発的発展―フィールドから見たアジアの発展のために』を同書店より
刊行した。平成 29 年９月には『持続可能な開発目標と国際貢献―フィールドか
ら見た SDGs―を同書店より刊行した。令和元年 10 月には『国際貢献と SDGs
の実現―持続可能な開発のフィールド』を同書店より刊行した。
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③ワークショップ・公開講座の開催
センターの研究内容を広く一般に紹介するためのワークショップや公開講座
を毎年開催してきた。第三期初年度である平成 22 年度には、平成 23 年１月に
「都市整備のグリーン化に関するワークショップ」を開催した。同年９月には、
フィリピン・セブ市において「アジアのコミュニティー開発」、同年 10 月には
国際ワークショップ「観光と内発的発展：持続可能な観光地づくり」を開催した。
平成 24 年７月にはワークショップ「アジア地域における災害復興と国際協力」、
平成 25 年１月 29 日には「研究拠点ネットワーク化のためのワークショップ」
を開催し、前者では自然災害からの内発的な復興支援方法の開発を、後者では国
際的な研究拠点のネットワーク化について知見を深めた。平成 25 年７月 20 日
にはワークショップ「ソーシャルビジネスと内発的発展」、平成 26 年１月 28 日
には昨年度に引き続き「研究拠点ネットワーク化のためのワークショップ」を開
催した。平成 26 年 10 月 11 日には国際ワークショップ「国際開発と内発的発
展」を開催した。平成 27 年度１月８日には国際ワークショップ“Sustainable
Development and International Contribution for African Countries”を実施、
平 成 28 年 １ 月 29 日 に は 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ “Responsible Tourism for
Sustainable Development”を開催した。平成 28 年 10 月７日には「アジアにお
ける国際貢献手法の開発―ミャンマーにおける NGO の活動事例―」
、同年 11 月
14 日には国際ワークショップ“Toward International Collaborative Research
between JKUAT and TOYO”、平成 29 年２月 23 日には国際ワークショップ
“Sustainable Development and Tourism ―Case in Cambodia―”を開催した。
平成 29 年６月 24 日と 25 日には国際ワークショップ“ What Can We Do for
Sustainable Development? Sharing Experiences between Kenya and Japan” 、
同年７月４日には“Disaster Resilience and Recovery―Asian Experience and
Research Opportunities in Italy―”を開催した。平成 30 年３月７日から９日ま
でミャンマーにおいて“インレー湖における環境教育ワークショップ”を開催し
た。平成 30 年 11 月 29 日には、特別セミナー：SDGs と社会的包摂「社会的不
利な状況にいる人のエンパワメント」を開催した。令和２年１月 11 日には文京
区においてオープンセミナー「フィンランドの実践から学ぶ“孤育て”を防ぐ家族
支援」を開催した。令和２年２月６日にはミャンマーにおいてワークショップ
「ミャンマー連邦共和国インレー湖における環境保全と環境教育」を開催した。
④行事の共催・後援
平成 26 年 11 月８日と９日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された「く
らしの足をみんなで考える全国フォーラム 2014」を後援した。同年 12 月９日
にカンボジア・プノンペンで開催された「カンボジアセミナー」
（国際港湾交流
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協力会主催）を当センターは後援した。
平成 27 年 10 月 24 日と 25 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム 2015」を後援した。同年 11 月８日に開催されたワークショップ「ものづくり
と BOP ビジネスアイデア創出」を共催した。
平成 28 年４月 15 日「アジアにおける都市の水管理：その課題と可能性」、同
年 10 月 29 日と 30 日にかけて東洋大学白山キャンパスで開催された、「くらし
の足をみんなで考える全国フォーラム 2016」を後援した。
平成 29 年 10 月 28 日と 29 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム 2017」を後援し、同年 11 月 25 日と 26 日は国際開発学会第 28 回全国大会を
共催した。
平成 30 年 10 月 27 日と 28 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム 2018」を後援した。
令和元年５月 10 日は国際シンポジウム「サステナブルツーリズム：理想から
実現へ」を後援した。同年６月２日は「開発途上国の廃棄物処理における適正技
術」を共催した。同年 10 月 26 日と 27 日は「くらしの足をみんなで考える全国
フォーラム 2019」を後援した。同年 12 月７日と８日は国際会議「SDGs×適正
技術×アジア―持続可能な開発のための適正な技術選択に関する包括的フレーム
ワーク」を共催した。
⑤ニュースレターの発行
センター発足当初より、センターの研究報告やシンポジウム等の案内のため
にニュースレターを和文と英文で交互に作成し、国内外の専門家等にセンター
の活動内容を紹介している。
⑥ホームページの運営
センターの活動を紹介・公表する目的で平成 14 年度にホームページを立ち上
げ、第四期の初年度にあたる平成 27 年度は、英文サイトを構築、全面的にリニ
ューアルした。毎年度、最新情報を掲載・更新している。
（４）センター活動の外部評価
センターでは学内外の有識者に委嘱し、外部評価委員会を組織している。評価
委員会は年１回開催され、センターの運営に対してアドバイスを行う諮問機関
としてその任に当たってきた。
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Ⅱ．研究組織
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東洋大学

国際共生社会研究センター研究員

名前 Name

専門分野／Profession

国際貢献（テーマコーディネーター：松丸亮）

◎

荒巻 俊也
Shunya ARAMAKI

都市環境工学
Urban and Environment Engineering

岡村 敏之
Toshiyuki OKAMURA

都市計画
Urban Planning

岡本 郁子
Ikuko OKAMOTO

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

柏﨑 梢
Kozue KASHIWAZAKI

都市計画
Urban Planning

藤稿 亜矢子
Ayako TOKO

自然環境学
Natural Environmental Studies

沼尾 波子
Namiko NUMAO

経済学、経済政策
Economics, Economic Policy

松丸 亮
Ryo MATSUMARU
藪長 千乃
Chino YABUNAGA

災害マネジメント
Disaster Management
社会保障・地域福祉
Social Policy, Comparative Welfare State

持続可能なビジネス（テーマコーディネーター：北脇秀敏）
◎

北脇 秀敏
Hidetoshi KITAWAKI

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

島川 崇
Takashi SHIMAKAWA

観光学
Tourism Study

徳江 順一郎
Jun-ichiro TOKUE

ホスピタリティ・マネジメント
Hospitality Management

花木 啓祐
Keisuke HANAKI

環境学、環境動態解析、環境影響評価・環境政策
Environmental policy and environmental impact assessment

インクルーシブ・アフリカ（テーマコーディネーター：志摩憲寿）
◎

志摩 憲寿
Norihisa SHIMA

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

中村 香子
Kyoko NAKAMURA

文化人類学
Anthropology

花田 真吾
Shingo HANADA

比較・国際教育学
International Comparative Education

藤本 典嗣
Noritsugu FUJIMOTO

経済学、経済政策、都市システム
Economics, Economic Policy, Urban System

注） ◎ テーマコーディネーター
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名前 Name

専門分野／Profession

客員研究員/Visiting Researcher
金子 彰
Akira KANEKO
松行 輝昌
Terumasa MATSUYUKI

都市と複合した交通インフラ開発による新たな国際貢献方策の研究
A study on new contribution method on transportation infrastructure development
combined with urban development
アジア・アフリカにおけるソーシャルビジネスの比較制度分析
Comparative Institutional Analysis on the Sustainable Development through Social
Business in Asia and Africa

MD. Mafizur RAHMAN

バングラデシュにおける水供給に関する研究
Study on water supply in Bangladesh

久留島 守広
Morihiro KURUSHIMA

水素エネルギー社会へ向けたアジア諸国等との連携・共生の在り方
Research on International Regime for Climate Change

劉 蘭芳
Lan-Fang LIU

ア ジ ア 途 上 地 域 に お け る 国 際 観 光 交 流 振 興 に 関 す る 研 究 Research
on international sightseeing exchange promotions in Asian on developing area

島野 涼子
Ryoko SHIMANO

途上国 の防災能力強化に おける障 害者支援のあり方 に関する 研究 Study
on disability support in the ability for disaster prevention of the developing countries

矢田部 暁
Satoru YATABE

インバウンド・ツーリズム
Inbound Tourism

村上 淑子
Yoshiko MURAKAMI

水供給施設の普及が河川水質に与える影響についての検証
Study on Effects of Water Supply Facility Dissemination on River Water Quality

其其格
Qiqige

中国内モンゴル農村地域における水資源不足状況及び農牧民の家庭生計に与
える影響に関する研究 The Impact of Water Shortage of Agricultural and Pastoral
areas on the Livelihoods of Farmers and Herdsmen in Ineer Mongolia of China

劉 励敏
Limin LIU

中国における 6 次産業化による農業農村の活性化に関する研究
A study on Rural Activation by the Faculty of "Sixth Industry" in China

Heiko FRITZ

開発途上国における資源管理と地域経済統合に関する研究
Management and governance of natural resources and regional economic integration in
developing countries

Maria Rosario PiqueroBALLESCAS

途上国におけるジェンダーとコミュニティー開発に関する研究
Gender and Sustainable Community in Developing Countries

藏 志勇
Zhiyong ZANG

中国・寧夏における脱貧困の問題と対策に関する研究
Research on Anti-poverty Problems and Countermeasures in Ningxia of China

杉田 映理
Elli W. SUGITA

アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究 Research on Social
Development Related to Water, Sanitation and Hygiene in African Societies

岡田 未来
Miku OKADA

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

坂元 浩一
Koichi SAKAMOTO

アジア・アフリカにおける内発的発展に関する研究
Research on Inward Development in Asia and Africa

松藤 康司
Yasushi MATSUFUJI

福岡方式による埋立地の改善及び浸出水処理に係わる技術移転
Research on Waste Management in Developing Countries

小野 悠
Haruka ONO

アフリカ・アジアにおけるインフォーマルな都市化に関する研究
Research on Informal Urbanism in Africa and Asia

松本 重行
Shigeyuki MATSUMOTO
加藤 聡
Satoshi KATO

途上国における水道事業の経営改善と無収水削減に向けた望ましい国際協力
の研究 A Study on International Cooperation for Improvement of Water Supply
Utilities and Non-Revenue Water Reduction in Developing Countries
アジアの開発途上国における地域開発の手段としての PPP に関する研究
A Study on PPP as a New Means of Regional Development in Asian Developing
Countries
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岩崎 真紀
Maki IWASAKI

中東・北アフリカ、宗教学に関する研究
Research on Middle Eastern Studies and Comparative Region

Sakhila THAPA

ネパールの青少年教育のためのソーシャルネットワークサービスの分析
Research on Social Networking Service for Youth Education in Nepal

呉 海鍾
HaeChong O

環 境 共 生 都 市 開 発 に 向 け た 水 圏 環 境 再 生 に 関 す る 研 究 Research on
Hydrosphere Restoration for Environmental Symbiosis Urban Development

朴 美善
Meishan PIAO

北東アジア地域における共生的発展に関する研究
A Studies on Symbiotic Regional Development in Northeast Asia

井上 常史
Tsuneshi INOUE

ASEAN 地域を中心とした廃棄物環境問題の研究
Research on the Waste and Environmental Issues in and around ASEAN Areas

豊田 良眞
Lama BAHBOUH

多文化共生と市民参加に関する研究
Research in Multicultural Coexistence and Citizen Participation

Pierre FLAMAND

開発途上国における汚泥収集の最適化に関する研究―ベトナムの腐敗槽を中
心に A Study on Septage Management Efficiency in Developing Countries

周 慶生
Qing-Sheng ZHOU

ゴミ分別処理および再生資源化に関する研究
Research on Waste Separation Processing and Recycling

眞子 岳
Gaku MANAGO

開発途上国における安全な水供給に関する研究
A Study on Safe Water Supply in Developing Countries

リサーチアシスタント／Research Assistant
Puri BHAKTA

ネパールにおけるコミュニティー開発に関する研究
Community Development in Nepal

周 可
Ke ZHOU

中国における都市生活ゴミの削減・分別に対する国民の意識に関する研究
A Study on Public Awareness for Garbage Reduction and Separation in China

湯浅 岳史
Takashi YUASA
薗畠 ひとみ
Hiromi SONOHATA
Paudel SUNDAR
柴田 京子
Kyoko SHIBATA
Cherki Mohamed HAMZA

Nguyen LINH

開発途上国の湖沼を対象とした環境改善意思決定メカニズムの解明に関する
研究：ミャンマー国インレー湖を対象に
Study on Elucidation of the Environmental Improvement Decision-Making Mechanism
for Lakes in Developing Countries: A Case Study of the Inle Lake, Maynmar
熱帯地域における媒介動物の感染のモデル化に関する研究―廃棄物との関係
を中心に― A Study on the Vector Modeling of Infectious Diseases in Tropical Area:
Focusing on the Relationship with Solid Waste
日本の技術転換によるネパールでの適切な住宅構法の提案について
Proposition for Suitable Housing System in Nepal by Introducing the New Technology
from Japan
ミャンマーの農村開発における住民組織化に関する研究
Study on the Rural Development and Self-Organization in Myanmar
モロッコ都市部における廃棄物コンポスト化の費用便益分析にする妥当性の
検討 A Study on the Feasibility of Solid Waste Composting Through Benefit to Cost
Analysis Within the Context of an Urban Area of Morocco
廃棄物管理イニシアティブに関するコミュニティベース・アクションプランの
枠組み構築について：リサイクルモデルを通して
Establishing a Framework for Community Based Action Plan from a Waste
Management Initiative: A Collective Recycling Model

事務局/Secretary
板倉 由利子
Yuriko ITAKURA

事務運営
Secretary

注） ◎ テーマコーディネーター
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Ⅲ．2019 年度（令和元年度）活動記録
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1.

セミナーの開催

テーマ：開発途上国の廃棄物処理における適正技術
日 時：2019 年６月２日（日）
会 場：JICA 東京 セミナールーム
講演者：
・桜井国俊 氏（沖縄大学名誉教授）
・松藤康司 氏（福岡大学名誉教授）
・北脇秀敏 氏（東洋大学国際共生社会研究センター長、副学長）
参加者：約 100 名
2.

シンポジウムの開催

テーマ：開発途上国における生活環境改善による人間の安全保障の実現
日 時：2019 年 10 月９日（水）
会

場：東洋大学白山キャンパス 125 記念ホール

講演者：
・北脇秀敏 教授（東洋大学国際共生社会研究センター長、副学長）
・荒巻俊也 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・松丸亮 教授（東洋大学国際共生社会研究センター副センター長）
・中村香子 准教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・藤本典嗣 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・岡村敏之 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
参加者：約 200 名
3.

シンポジウムの開催

テーマ：国際貢献と SDGs の実現―持続可能な開発のフィールド
日 時：2019 年 11 月 22 日（金）
会

場：東洋大学白山キャンパス スカイホール

講演者：
・横山正 氏（独立行政法人国際協力機構 理事)
・北脇秀敏 教授（東洋大学国際共生社会研究センター長、副学長）
・内藤智之 氏（独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員）
・藪長千乃 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・柏崎梢 助教（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
参加者：約 200 名
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4.

国際会議の開催

テーマ：SDGs×適正技術×アジア―持続可能な開発のための適正な技術選択に関する包括的
フレームワーク
日 時：2019 年 12 月７日（土）
、８日（日）
会

場：東洋大学白山キャンパス 125 記念ホール

講演者：
・田中直 氏（特定非営利活動法人 APEX 代表理事）
・アントン・スジャルウォ 氏（ディアン・デサ財団ディレクター）
・エストレーラ・カタラータ 氏（SIBAT 代表）
・北脇秀敏 教授（東洋大学国際共生社会研究センター長、副学長）
・トゥリ・ムンプニ 氏（IBEKA 代表）
・レベッカ・マライ 氏（PRRM アドボカシー・開発協力ディレクター）
参加者：約 100 名
5.

オープンセミナーの開催

テーマ： フィンランドの実践から学ぶ“孤育て”を防ぐ家族支援
日 時：2020 年１月 11 日（土）
会

場：地域連携ステーション フミコム（文京区社会福祉協議会）

講演者：
・藪長千乃 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・ユハ・ホルマ 氏（ユヴァスキュラ大学教授）
・スサンナ・シッランパー 氏（ファミリーサポートセンター代表）
参加者：約 30 名
6.

ワークショップの開催

テーマ： ミャンマー連邦共和国インレー湖における環境保全と環境教育
日 時：2020 年２月６日（木）
会

場：ミャンマー国ニャウンシュエ

講演者：
・松丸亮 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・岡本郁子 教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
・藤稿亜矢子 准教授（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）
参加者：約 50 名
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7.

調査・研究活動

(1)

岡本 郁子

平成 31 年４月 26 日～令和元年５月３日
目的：ミャンマー シャン州およびカヤー州山間部の土地利用に関する調査研究
場所：ミャンマー
(2)

眞子 岳

令和元年５月 16 日～23 日
目的：地下水ヒ素汚染の研究
場所：カンボジア
(3)

桜井 国俊

令和元年６月１日～３日
目的：研究打合せおよび第 6 回適正技術フォーラム出席
場所：沖縄→白山
(4)

松藤 康司

令和元年６月１日～６日
目的：研究打合せ、フォーラムへの参加
場所：福岡→白山
(5)

山本 匡位

令和元年６月２日
目的：第 6 回適正技術フォーラム 会場運営補佐
場所：幡ヶ谷
(6)

松丸 亮

令和元年６月 13 日～16 日
目的：国際開発学会への参加、および現地調査
場所：岩手県
(7)

志摩 憲寿

令和元年６月 18 日～30 日
目的：まちづくりに関する現地調査
場所：コロンビア
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(8)

柏﨑 梢

令和元年７月 13 日～14 日
目的：熊本震災復興に関する研究
場所：熊本県
(9)

北脇 秀敏

令和元年７月 21 日～22 日
目的：玉城町との協定、および現地調査
場所：三重県
(10)

眞子 岳

令和元年７月 21 日～22 日
目的：玉城町との協定、および現地調査
場所：三重県
(11)

花田 真吾

令和元年７月 29 日～８月 22 日
目的：SDGs に関する調査研究
場所：カナダ
(12)

眞子 岳

令和元年８月６日～14 日
目的：地下水ヒ素汚染に関する研究
場所：ミャンマー、カンボジア
(13)

中村 香子

令和元年８月６日～９月 18 日
目的：ケニア現地調査
場所：ケニア
(14)

岡本 郁子

令和元年８月 14 日～８月 24 日
目的：ナウルにおける経済開発に関する研究
場所：ナウル
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(15)

柏﨑 梢

令和元年８月 31 日～９月５日
目的：イタリア中部地震被災地であるイタリア中部の都市カメリーノを訪問し、カメ
リーノ大学の研究者と意見交換を行うとともに、カメリーノおよび周辺の小規
模集落にて聞き取り調査を行い、復興状況を確認する。
場所：イタリア
(16)

藤本 典嗣

令和元年９月 13 日～14 日
目的：日本計画行政学会 参加（ワークショップ報告）
場所：徳島県
(17)

薗畠 ひとみ

令和元年９月 14 日～15 日
目的：パナマ人カウンターパートとの研究打ち合わせ
場所：北九州市
(18)

眞子 岳

令和元年９月 14 日～19 日
目的：農村地域発展に関する研究
場所：三重県
(19)

Puri Bhakta

令和元年９月 16 日～10 月 15 日
目的：ネパールにおけるコミュニティ開発に関する研究
場所：ネパール
(20)

小野 悠

令和元年９月 18 日～10 月４日
目的：ルワンダの都市計画とインフォーマル市街地の開発動向に関する調査
場所：ルワンダ
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(21)

久留島 守広

令和元年 10 月 19 日～24 日
目的：国際エネルギー機関 IEA 主催・新エネルギー技術会議出席、及び欧州における
同技術動向・途上国への技術移転可能性調査他
場所：ドイツ
(22)

柴田 京子

令和元年 10 月 23 日～31 日
目的：ミャンマー農村における住民組織に関する調査実施
場所：ミャンマー
(23)

藤本 典嗣

令和元年 11 月 22 日～30 日
目的：再エネ電力事情に関する研究
場所：エジプト、ウクライナ
(24)

湯浅 岳史
令和元年 12 月 13 日～18 日
目的：インレー湖における現地調査（水質調査、流量観測等）
場所：ミャンマー

(25)

眞子 岳
令和元年 12 月 26 日～27 日
目的：玉城町の地域づくりに関する調査打合せ
場所：玉城町

(26)

眞子 岳
令和２年１月５日～６日
目的：ミャンマーワークショップに関する打合せ
場所：佐賀県
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第二部

研究報告

Ⅰ．国際貢献
Ⅱ．持続可能なビジネス
Ⅲ．インクルーシブ・アフリカ
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2019 年度国際共生社会研究センター 活動概要

活動概要

国際貢献

国際共生社会研究センター

1.

テーマコーディネーター（国際貢献）
大学院国際学研究科（国際学部）教授
松丸 亮

はじめに
東洋大学国際共生社会研究センター（センター）が「アジア・アフリカにおける地域に

根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法の開発」を全体テーマとして掲げ、「国際貢献」
がサブテーマの一つとなってから、本年度末で５年が経過し、文部科学省私立大学戦略的
研究基盤形成事業（戦略基盤）による活動が最終年度となった。また、センターは、本年
度より東洋大学重点研究研究プロジェクト資金（重点研究）を獲得し、本年度より 3 年間
の活動を行うこととなっている。本年度は、戦略基盤の最終年度であり、重点研究の初年
度であるため、各研究員は、昨年度までの研究の継続と発信、センター行事への協力とと
もに、戦略基盤の成果である書籍の執筆、次年度以降の研究計画の立案なども実施した。
国際貢献テーマグループとしての活動は、NPO 法人地球市民の会との共同で 2017 年度
より継続している「ミャンマーのインレー湖の住民参加型環境改善プロジェクト」（三井物
産環境基金による研究助成）に加え、
「2016 年イタリア中部地震からの復興に関する研究」
を行っている。ここでは、グループとしての活動の概要を示すとともに、各研究員の研究
状況の概要を示す（紙幅の都合により、客員研究員および RA の研究概要は割愛している）
。
なお、研究員・客員研究員・RA の研究状況の詳細は、本報告書の「各研究員からの報告」
部分に示している。
2.

国際貢献テーマグループとしての活動

① 「ミャンマー・インレー湖における環境悪化要因の分析と住民主体の参加型環境改善
手法の構築プロジェクト」
（三井物産環境基金による研究助成）
特定非営利活動法人地球市民の会（以下、TPA）と共同で実施中のプロジェクトで、本年
度が最終年度に当たる。3 年間の研究期間において、１）事業予定地であるインレー湖の環
境汚染の状況、環境改善にかかる住民意識を明らかにし、２）環境改善に係る全体ビジョ
ンおよび個別の改善目標を設定したうえで、３）インレー湖の環境改善対策にかかる住民
参加型で実践的な循環型環境改善手法の構築を目指すものである。
本年度は、インレー湖の状況を詳細に把握するため、ラボでの水質調査、各種機器（水
位計、気象観測装置など）の設置、初期水質シミュレーションなどを行った。これらの結
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果は、来年度以降、査読付きの学会発表などの形にしていく予定であるため、本報告では
内容の詳細については省略としたい。結果の一部については、本年度すでに発表をしてお
り、それについては、湯浅 RA の研究報告を参考にされたい。
② 「2016 年イタリア中部地震からの復興に関する研究」
この研究は、昨年度より松丸研究員と柏崎研究員が国際貢献グループとしての活動とし
て実施しているものである。
今年度は、共同研究の成果が、都市計画学会誌に査読付き論文として掲載された。その
概要については、柏崎研究員の研究報告を参照されたい。
3.

各研究員の研究テーマと研究活動

 荒巻俊也 研究員
荒巻研究員は「低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究」をテーマ
に引き続き研究をおこなっている。具体的事例として、ハノイ市郊外やスリランカ・ゴー
ル市での水利用実態と適切な水供給インフラ形態の検討、ナミビアやフィリピンにおける
エコスクール事業による環境教育に関する研究、ボツワナのサファリ観光地における廃棄
物による環境影響とその改善に関する研究、ハノイ市およびセーシェルにおいて廃棄物の
適正処理に関する関係者の意識と行動の調査などを実施してきた。これらの成果のうち、
セーシェルの事例は、2019 年 7 月に富山で行われた土木学会地球環境シンポジウムにて公
表されている。
 岡村敏之 研究員
岡村研究員は、途上国のこれらの旅客輸送サービスに着目した研究を行ってきた。途上
国における都市交通計画の観点からの問題意識として、①貧弱な公共交通と歩行空間、②
スポット的高層高密度開発による都市発展、③私的交通と公共交通の革新、の 3 点があり、
これらを踏まえ、1）私的交通に依存しすぎない都市交通体系、2）私的交通から公共交通
への誘導方策、3）公共交通と徒歩をより重視した都市計画と交通計画の連携方策、を提示
することを研究目的としている。今年度は、
「ヨハネスブルグ近郊のハウトレイン駅周辺の
公共交通指向型開発（TOD）の現状と可能性」および「フィジー国ラウトカ市をケースス
タディとした途上国都市における駐車マネジメントの現状」についての研究を行い、その
成果は、ソウルで開催された Asian-Pacific Planning Societies 2019 にて公表されている。
 岡本郁子 研究員
岡本研究員は「途上国農村開発における住民組織化と地域社会」をテーマに主としてミ
ャンマーの農村を対象に研究を行っている。本年度は、国際貢献グループのとしての研究
活動であるミャンマー・インレー湖プロジェクトへ参画したことに加え、個人での研究活
動として「ミャンマー山岳地域の住民の生計戦略と土地利用の変化に関する研究」を行っ
ている。この研究では、近年のミャンマーにおける大きな経済変化に対して、山岳地域（チ
ン州およびシャン州）の住民がどのように土地を利用し、そして生計戦略を変えつつある
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のかを明らかにすることを目的としている。調査の結果、チン州では慣行的な土地利用が
継続する一方で、現金収入の必要性から換金作物栽培が急速に拡大していた。また、従来
にはあまりなかった土地権の移動（土地の売買や貸借）も拡大しつつあることがわかり、
これらが、現行のミャンマーの土地法制の下でどう保障されるかが今後問題になる可能性
があると指摘している。一方、シャン州では、経営面積がかなり小さくなることから、農
地の保有面積が小さい世帯は休閑期を設ける余裕はなく連作を行なわざるをえないこと、
農外・非農業就業機会が非常に限られているということが問題となっていることがわかり、
それが土地の収奪的利用につながっていることが推察される結果となった。
 柏崎梢 研究員
柏崎研究員は、もともと「アジア都市におけるコミュニティ開発およびガバナンスに関
する研究」をテーマに研究を進めていたが、2017 年度より、2016 年イタリア中部地震の被
災地において、被災コミュニティの再生に係る研究を行っている。イタリアでは、被災時
の緊急時対応として多くの調査研究がなされているのに対し、山岳地帯の広域にわたる長
期復興プロセスに関するものや、住民生活に直接関わる仮設住宅の展開を含む復興課題を
扱ったものが少ない。本年度は 2019 年 2 月および 8-9 月の調査の結果、１）中央と地方自
治体の関係、２）カメリーノにおける主体間の関係などを明らかにした。本研究の成果は
前述のように、都市計画学会誌に掲載されている。


藤稿亜矢子 研究員

藤稿研究員は「環境保全型ツーリズムの開発手法に関する研究」をテーマに研究を行っ
ている。藤稿研究員は、国際貢献グループのとしての研究活動であるミャンマー・インレ
ー湖プロジェクトにおいて、インレー湖の保全施策と周辺の観光産業との関連性調査を担
当するとともに、本年度は、カンボジアのエコツーリズムに関する研究を実施している。
カンボジアでは都市化の傾向が見られるものの、人口の約７割が農村に暮らしており、そ
の一方で、観光が国の長方形戦略の優先分野の一つとされ、地域社会に経済的利益をもた
らすことと環境保全においてエコツーリズムが果たす役割が期待されている。研究報告で
は、カンボジアにおけるコミュニティベースエコツーリズム（CBET）の現状と Chambaok
村をケーススタディとした CBET についての調査結果が報告されている。


沼尾波子 研究員

沼尾研究員は「持続可能な社会経済システム構築に向けた自治体の役割に関する研究」
をテーマに研究を行っている。今年度は、奈良県川上村の取組みについて分析を行うとと
もに、途上国に地域のコミュニティ・プラットフォーム構築支援の手法について検討すべ
く、長野県飯田市の事例（フィリピンのレガスピ市を対象としたもの）について情報収集・
聞き取り調査を実施した。その結果、長野県飯田市のみならず、岩手県紫波町や奈良県川
上村を含め、途上国から、地域づくりの手法を学びに、視察研修に訪れる例が増え、研修
を通じて、自然環境を保全しながら、自主的に管理運営できる技術を用いて、地域づくり
を住民参加型で実施する取組みを学んでいること、さらに、受入先の地域や自治体にとっ
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ても、途上国からの専門家や政府関係者の訪問を機に、自らの取組みを再評価するととも
に、新たな関係を構築する一つの機会となっていることを明らかにした。
 松丸亮 研究員
松丸研究員は「防災・災害復興分野における国際貢献手法に係る研究」をテーマに研究
を行っている。本年度の主たる活動は、フィリピンでの台風ヨランダからの復興調査結果
のまとめと発信、インレー湖プロジェクトおよび 2016 年イタリア中部地震からの復興に関
する研究の継続であった。ヨランダからの復興調査では、集団移転地におけるコミュニテ
ィ形成について、今後考えるべき示唆として、移転におけるコミュニティの同一性の必要
性、孤立する住民への対応などを示した。また、インレー湖プロジェクトとイタリアの復
興研究については、他の研究員とともに現地調査を行い、様々な検討を行い、学会発表な
どの発信につなげることができた。
 藪長千乃 研究員
藪長研究員は北欧の福祉政策に着目した研究を行ってきた。本年度は「途上国への福祉
政策の技術支援を通じた生活向上に関する研究：フィンランド・ベイビートレイルプロジ
ェクトの他国への導入可能性の検討」をテーマに、人々の生活や福祉の向上を目的として
研究を行った。具体的には、フィンランドで実践されているデジタル教育ゲーム「ベイビ
ートレイル」を事例に、その機能と日本への適用可能性についての検討を試みた。ベイビ
ートレイルは、主にこれから親になるカップルに対し、親子関係や子どもの福祉、日々の
家庭生活に関する情報を提供し、思考を広げることで、子育てを支援することを目的に開
発されたものであるという。2020 年 1 月にはフィンランドから子育て支援関係の学識者を
招き、東洋大学国際共生社会研究センターの主催でセミナーを行った。
4.

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

究テーマについての概要をまとめた。
これまで述べてきたように、本年度は、各研究員が個別にその専門分野で研究を深化さ
せたことに加え、複数の研究員が参画する 2 件のプロジェクトがそれぞれ一定程度の成果
（学会発表、学会誌掲載）を出せたことが大きな進歩であるといえる。
戦略基盤が終了し、重点研究が始まったが、これまで同様、研究成果の積極的な発表に
も取り組んでいく予定である。今後の研究展開に期待されたい。
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2019 年度 国際共生社会研究センター 研究概要

低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
荒巻

俊也

Establishing Low-carbon, Sound Material and Water Cycle Social Systems
する内容は，著者自身の現地調査の結果と 2019

1. これまでの研究
開発途上地域においては、水供給や衛生施設の

年 7 月に富山で行われた土木学会地球環境シンポ

整備、廃棄物管理の高度化などにより生活環境の

ジウムにて発表した内容 1)を基にまとめたもので

改善が求められているが、省エネや省資源、温室

ある。これらの調査および検討は，博士前期課程

効果ガスの排出削減など今日的な地球規模での

学生（2019 年 9 月修了）の Solenn Le Borgne と

環境問題への対応も同時に考えていく必要があ

共同で実施したものである。

る。このような中で、水供給や排水・廃棄物処理
などの環境インフラの形成において、行政側から

2.セーシェルにおける廃棄物問題と市民の意識

のトップダウン的なアプローチだけでなく、地域

に関する調査

住民の意識や選好などを考慮したボトムアップ

(1) はじめに

的なアプローチのもとに問題を検討していくこ

循環型社会の形成を考えるうえで，離島はその

とも求められている。

人口規模から効率的なリサイクルシステムを構

そこで、途上国における低炭素社会・循環型社

築するのに不利な環境にある。筆者らは以前伊豆

会、あるいは健全な水循環の構築に向けて、内発

諸島の八丈島を対象とした循環システムの研究

的発展という視座のもと、地域住民の主体的な

を実施したことがあるが，一人当たりごみ排出量

（ボトムアップの）取り組みによる可能性や課題

が全国平均と比べて 4 割程度大きく，また資源ご

について検討を行うことを目的として研究を進

みは島外に移出されている状況であった 2)。

めている。

インド洋の島国セーシェルも人口規模が小さ

具体的な事例として，ハノイ市郊外やスリラン

い一方で周辺国から隔絶されており循環型社会

カ・ゴール市での水利用実態と適切な水供給イン

の形成に不利な状況であるが，ビーチリゾートを

フラ形態の検討、ナミビアやフィリピンにおける

中心とした観光業が経済の中心であり，廃棄物の

エコスクール事業による環境教育に関する研究，

適正な管理は重要な課題である。そこで，廃棄物

ボツワナのサファリ観光地における廃棄物によ

の収集処理処分の現状と課題を探るとともに，排

る環境影響とその改善に関する研究，ハノイ市お

出者である市民の意識についての調査を行った。

よびセーシェルにおいて廃棄物の適正処理に関
する関係者の意識と行動の調査などを実施して

(2)対象地域の状況
セーシェルはアフリカ大陸から約 1300km 離

きた。
ここでは、これらの成果のうち，セーシェルを

れた西インド洋にある大小さまざまな島によっ

対象とした廃棄物の収集処分状況および関係者

て構成されている国で，人口約 8.6 万人、面積

の意識に関する調査結果を紹介する。ここで報告

455km2 と小規模な国である。首都ヴィクトリア
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がある最大の島マヘ島に人口や経済活動が集中

ことによって埋立量の削減を行うことを検討し

している。観光業と水産業が主要な産業であり，

ているとのことであった。
処分場は 2 つの区画からなり，埋立中の区画を

一人当たり GNI は 14000 米ドルを超えていてア
フリカ諸国の中では 1 位である。

視察したところ，家庭や商業施設からのごみが直

このようにセーシェルは典型的な離島からな

接投棄されている状況が確認された。ペットボト

る国家であるが，国の成り立ちにも特徴がある。

ルやグラスを回収するウェストピッカーも活動

18 世紀半ばにフランスが探検隊を送り込んだの

をしていたが，食品廃棄物等の生ごみは家庭内で

ちに領有権を主張した後，イギリス，フランスと

処分されていることが多いためかそれほど多く

の間で領有権が移った後，1976 年に独立したの

なく，臭気やハエなどについてはそれほど問題と

ち一党独裁の下での社会主義政権を経験し，1991

なる状況ではなかった。埋立地は海に面している

年以降に複数政党制に移行し，市場も自由化した。

ため，ごみの飛散等がないように埋め立てた後に

このような歴史的経緯から，アフリカ系，アジア

砂をまいているが，十分な量を撒いているとは言

系，ヨーロッパ系のさまざまな移民から構成され

えない状況であった。金属系のものについては別

ており，古くからのコミュニティが形成されてお

にヤードを設けて手作業で選別後，スクラップに

らず，このことがごみの収集も含めてさまざまな

して他国に輸出しているとのことであった。

市民意識にも影響を与えている。
(3)廃棄物の収集処分状況の調査
実際の廃棄物の収集状況を確認するとともに，
環境省や廃棄物管理局など行政当局の担当者に
ヒアリングを行った。さらに埋立処分場など廃棄
物処理処分業務を委託している民間企業にヒア
リングを行うとともに，実際の運用状況の視察を
行った。
前述したように，古くからのコミュニティが形
成されていないこともあり，市民の感情としてご
写真 1 各地区に設置されたゴミ回収箱

みの問題はコミュニティの問題より国の仕事，と
いう意識があるとのことであった。実際に，一般
廃棄物の収集は，地区ごとに写真 1 のようなゴミ
箱が設置してあり，市民は分別せずに随時排出し
ていた。
収集された廃棄物や商業施設等からの廃棄物
はマヘ島中部の海外沿いにある埋立処分場にて
処分されている。当初の予定より早いペースで埋
立が進んでおり，埋立量の削減が重要な課題とな
っている。剪定枝等の有機系廃棄物の破砕および
堆肥化施設が併設されていたが，破砕施設の機器
が故障して稼働していない状況であったが，有機

写真 2 埋立処分場での有価物の回収

廃棄物だけでなく，さまざまなごみの破砕を行う
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向が異なる項目もあり，例えば廃棄物の問題の重
要な課題としてリサイクルの仕組みがないとい
った問題を挙げている回答者が高学歴層では見
受けられた（図 3）
。

写真 3 埋立処分場での処分の様子
(4)一般市民へのインタビュー調査
共同研究者により，一般市民へのインタビュー
調査を 2019 年 3 月に実施した。首都であるマヘ
市街地中心部のバスターミナル，およびビーチエ
リアにおいて無作為に市民を選んでインタビュ
ーを実施し，43 名から回答を得た。43 名は男女
ほぼ半数ずつであるが，30 代から 40 代の回答者
が多くなっており，65%の回答者が独立戸建住宅
図１ 収集ステーションからの距離と満足度の

に住んでいた。
ごみの排出は 86%の回答者がごみの排出には

関係

地区ごとにある収集ステーションを利用してい
た。ごみの収集ステーションは約半数が徒歩で 3
分以内の距離にあり，8 割以上が 5 分以内の距離
にあるとのことであった。なお，図 1 に示す通り
収集ステーションへの距離が遠い家庭で，ごみ収
集への満足度が低い傾向にあった。なお，排出頻
度では，週 3 回以上ごみを排出する家庭が半数を
占めた。
家庭での分別については図 2 に示すように半数
以上は全く分別しておらず，4 割くらいの家庭は
台所ごみをペット用の食事やコンポストに利用

分別（有機性廃棄物，資源化物）

するために分けているとのことであった。

分別（有機性廃棄物のみ）

自然資源を利用した観光地であることを反映

分別なし

してか環境問題への意識は高い傾向にあり，約
図 2 家庭での分別の状況

60%の回答者はこの地域におけるごみの処分状
況なども理解しており，88%の回答者がごみの問
題の重要性を認識していた。学歴により回答の傾
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(6) NPO による意識の啓発
ごみの問題に対する市民の意識啓発について
は，学校教育等の他に NPO が重要な役割を果た
すこともある。ここでは，クリーンアップ活動を
展開している NPO についてヒアリング調査を行
った。これまで学校と提携してのクリーンアップ
活動が実施されてきているが，マンパワーや財政
的観点からも不十分な状況にあり，今のところ大
きな広がりとはなっていないとのことであった。
3. まとめ
セーシェルにおける廃棄物問題は，前述したよ
うに独特の社会環境が影響を与えており，その適
正な処理処分において障害となっているようで
はあった。一方で観光地としてごみや環境問題に
対する意識は高い状況にある。よって，廃棄物の
収集，処理処分，リサイクル施設などのハードな
図 3 廃棄物問題において重要な課題

仕組みの整備とともに，市民の意識啓発などのソ
フトな対策の必要性を積極的に行っていく必要
性が示唆された。

(5) 行政機関へのインタビュー調査
市民へのインタビュー調査と並行して，環境・
エネルギーおよび気候変動対策省，土地および廃

参考文献
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Challenges in Waste Management faced by an

ーを実施した。
廃棄物については，収集，埋立地での処分とも

Island State - A case study in Seychelles -, 土木学

民間企業に委託している状況であり，それを監督
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を与えているのではないかと示唆された。
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に、一見すると「フォーマル」な公共交通機関と

1. これまでの研究
途上国の都市では、大量高速輸送が可能な軌道

いえる路線バスであっても、無数のバスオーナー

系交通機関やそれに準ずる高度なバス交通（Bus

による組合により供給されているものや、比較的

Rapid Transit :BRT）とそれに接続する体系的な

大きなバス事業者であっても「歩合制」の運転手

フィーダー公共交通機関が未発達であることか

や乗務員による運行が少なくなく、紅葉形態の観

ら、自然発生的に発展してきたインフォーマル性

点からは極めてインフォーマル性が高いケース

の強いバス交通や、小型車両を用いた「パラトラ

も少なくない。
これらの「インフォーマル交通」の多くは、途

ンジット」が主たる公共交通機関となっている。
筆者はこれまで、途上国のこれらの旅客輸送サ

上国の住民にとっては欠くことはできない重要

ービスに着目した研究を行ってきた。パラトラン

な公共交通として定着している。一方でこれらの

ジットで使用される車両は様々で、無動力(Non-

交通は、車両の性能やメンテナンス水準が低い場

Motorized)の「人力車」から、単にオートバイの

合が多く、またとくに旅客需要の高い都市中心部

後部に客を乗せるものやオートバイに座席を取

などにはこの種の車両が集中し、さらに路上での

り付けたもの、三輪型の小型バイク／自動車（例：

客待ち駐停車も多いことから、大気汚染や交通混

タイのトゥクトゥク）、小型トラックの荷台を改

雑の直接的な原因ともなっている。利用者にとっ

造した車両、中古車両の部品を用いて新たに組み

ての安全性や快適性にも問題は多く、運賃の不透

立てたもの（例：フィリピンのジープニー）やワ

明さやルート等のわかりにくさへの不満も高い。

ゴン車によるものなどがある。これらは、タクシ

このような背景から、途上国のパラトランジッ

ーのような個別の旅客のリクエストによる「需要

トは、新たなものが登場するたびにいわば後付け

応答型」
（例：トゥクトゥク）と、バスのようなル

で制度的に位置づけられ、規制や抑制の対象にも

ートが決まっている「路線固定型」
（例：ジープニ

なってきた。制度面でのフォーマル性という観点

ー）とに大別される。

からみると、一般的に行われている規制として、

途上国では、労働力が豊富なことに加え、車両

特定の地区への乗り入れや客待ちの禁止、個々の

が小型で現地での製造または改造が可能なため

事業者や事業者組合の届出・登録制度、
「路線固定

初期投資額が低いこと、フォーマルな公共交通シ

型」の場合はルートの届出、行政による運賃の規

ステムが構築されていなかったこと、狭い道路も

制、使用車両の規制などがある。これらの規制の

走行できること、などの理由から、これらのパラ

適用状況や運用状況、実効性は、国や地域でまさ

トランジットの多くが自然発生的に生まれ、法令

にさまざまであり、実質的にかなりフォーマルに

や各種制度による位置づけのないインフォーマ

なっている都市もあれば、きわめてインフォーマ

ル性の高いサービスとして供給されてきた。さら

ル性が高いままの都市もある。また、業態として
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のフォーマル性という観点では、上記のような行

となる。バイクタクシーは、多くの国で制度上は

政の規制がない場合には零細事業者による組合

位置付けられておらず輸送の質の担保がなかっ

等がルール（とくに参入のルール）を定めている

たものが、民間事業者による配車アプリの登場で

ケースは多く、そのため業界がマフィア的な組織

それが可能となった。

になることもあり、行政が直接的にかかわりにく
い面がある。このように制度上の位置づけやビジ

2．現在の研究の進捗

ネスとしてのインフォーマル性の度合いは、それ

（1） 背景と目的、念頭におく対象地域
途上国における都市交通計画の観点からの問

ぞれの国や地域で様々である。

題意識として以下の 3 点を挙げておきたい。

都市交通計画の観点からは、上記のようにパラ
トランジットを大気汚染や交通混雑、交通事故な

①貧弱な公共交通と歩行空間

どの問題の根源ととらえて、いわば「いずれはな

自動車や自動二輪車に対抗しうる公共交通が

くすべきだが、現実には需要が高いため、当面の

未発達であることから、公共交通の利用者の多く

存続を前提として現状の問題の緩和のために行

は「公共交通を利用せざるを得ない人々」である。

う施策」として、これまでパラトランジットのフ

自動車や二輪車を保有する人々の多くは私的交

ォーマル化が進んできたともいえる。しかし都市

通に依存することとなる。先進国に比べて私的交

交通計画の考え方の「潮流」は変化しつつあり、

通手段の保有率がたとえ低くても、途上国の都市

パラトランジットが抱える現状の個々の問題を

の方がむしろ私的道路交通への依存度はむしろ

解決していくのみならず、フォーマルな公共交通

高く、また現状の都市空間構成も自動車中心であ

（バスや鉄道）による交通システムの中にパラト

る。都市内の道路インフラは自動車中心であり、

ランジットを積極的に位置づけていくべき、と捉

歩行者のための空間のインフラ水準は低く、また

えられつつあり、必ずしもパラトランジットが

都市内での各種施設への徒歩によるアクセス性

「都市の厄介者」という存在ではなくなっている。

も低い。そのため、軌道系の新たな都市交通が導

さらに近年では、
「配車アプリ」とよばれる乗客

入されても、その駅への徒歩でのアクセス性が必

とドライバーとの仲介サービスが、いくつかの国

ずしも安全には確保されていないような、自動車

ではタクシーだけでなくパラトランジットサー

中心の道路構造および道路利用形態となってい

ビスでも開始され、急速に普及しつつある。たと

るところが多い。また、駐車施設や路上駐車マネ

えば、バイクの後部座席に旅客を乗せる「バイク

ジメントが不十分で、駐車車両が道路空間を占拠

タクシー」は、もともとは市場や交差点などで客

することで歩行空間や歩行環境を圧迫している。

待ちをして料金交渉により乗車するものである。

②スポット的高層高密度開発による都市発展

これが「配車アプリ」によると、乗車希望場所ま

前述の事項とも関連するが、面的に新たな都市

で配車してもらうことができ料金も予約時に自

開発がなされる場合も、それぞれの建築物は極め

動的に決定される。客待ちの必要がないため実車

て近代的で質が高いものの、近隣の地区とは必ず

率が上がるため、既存のバイクタクシーより割安

しも連動した開発とはなっておらず、また街路に

な料金でもドライバーの収入は上がるとされる。

建物の地上階が直接面していないような閉鎖的

さらにこのアプリ提供会社がドライバーと契約

な街区構成となっている。これらの「新市街地」

する際には、たとえば Grab 社の場合は、採用面

は、いわばスポット的な高層高密開発となって、

接ののち安全のための講習を受け、ヘルメットと

都市全体としての良質な都市空間の形成にはつ

保険をドライバーに支給することで、ドライバー

ながっていないケースは多く、またそれらは公共

の一定の質をアプリ提供会社が保証するかたち

交通や徒歩でのアクセス性を軽視した開発とな
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っている。物理的には新たな軌道系交通の駅に隣

との中心市街地と、大企業や外国資本の企業の中

接したものであっても、空間的には連続性や一体

枢機能が立地する新興の市街地とが存在してい

性の低く地区内と歩行環境も貧弱で、「疑似的公

る。これらの中心市街地や住宅地は、その地域の

共交通指向型開発」とよぶべきものも少なくない。

所得水準に関わらず、極めて自動車依存型の構造
となっている。加えて治安に対する懸念から、そ

③ 私的交通と公共交通の革新
上述の懸念とは別に、アプリによる個別交通の

れぞれの建物は街路に直接面さずに、周囲を塀や

発展や Bus Rapid Transit（BRT）の導入などの

フェンスで囲い出入り口を限った構造となって

動きは進んでいる。これらが、より体系的で環境

いるものが多く、市街地の賑わいは商業施設敷地

性能も高い交通システムの構築に資するのか、む

内に留まっている傾向がみられる。

しろ、私的交通の助長やインフォーマル的な小型

本研究では、新興国の都市鉄道駅周辺開発とし

車両による交通の温存となるのか、現状ではその

て南アフリカ共和国のヨハネスブルグ都市圏の

分岐点の手前にあると言える。

Gautrain の駅周辺地区(Midrand, Sandton and

以上をふまえ、本研究では生活環境改善と持続

Rosebank)を対象として、これらの地区の都市計

可能な都市発展を目指して、アジアアフリカの途

画の現状と経緯を理解したうえで、特に歩行環境

上国を念頭において、

の観点から TOD が含むべき原則をこれらの地区

1）私的交通に依存しすぎない都市交通体系

が有しているか評価することを目的としている。
現地調査では、
3 地区について駅から半径 500m

2）私的交通から公共交通への誘導方策
3）公共交通と徒歩をより重視した都市計画と交

程度のエリアを調査地区に設定し、全ての街路区

通計画の連携方策

間を対象に、街路に面する建物について 1)建物の
開口部が通りに直接面している 2)建物の開口部

を提示することを大きな研究目的とする。

が面していない(壁や駐車場出入り口)3)塀やフェ
ンスで囲まれている、の 3 パターンに分類して計

3．現状での研究成果の概要
今年度に行った 2 つの研究成果の概要を示す。

測を行った。また、都市ディベロッパーとプラン
ナーを対象として TOD の観点から都市計画制度

(1)ヨハネスブルグ近郊のハウトレイン駅周辺の
公共交通指向型開発（TOD）の現状と可能性 1)

及び開発の現状についてインタビューを行った。

公共交通指向型開発(TOD)とは、土地利用計画

以上から、開発途上の Midrand は個々の開発

と交通計画とが一体となった持続可能な開発と

地と駅との接続性が弱い配置となっていること、

して、公共交通の駅や停留所の周辺に徒歩で移動

Sandton は鉄道駅周辺高密度開発という観点か

可能な生活圏を形成するものである。新興国にお

らは TOD と解することができる一方で、建物と

いては、新たな軌道系交通の駅隣接型の高層高密

街路との関係性が弱く街路の賑わいが乏しいこ

度開発をもって TOD と称されている傾向があり、

と、Rosebank は歩行環境の観点から 3 地区では

TOD がもともと目指している開発地内の生活圏

最も TOD らしい開発である一方で、それらの多

内での歩行環境形成の思想およびその実態が乏

くが単一の開発地の民有地内のプロムナードで

しい開発が少なからずみられる。

あり、純粋な街路上の賑わいの創出としては課題

南アフリカ共和国の都市の構造は、過去のアパ

があること、などが明らかとなった。これらより、

ルトヘイト政策に起因した特異なものであり、低

TOD と称されている３地区が本来の TOD らしい

所得者層が居住するタウンシップと高所得者が

開発とはやや異なっている現状を明らかにし、歩

居住する良好な住宅地に実質的に区分され、さら

行環境を重視した地区計画制度や何等かの開発

に中心業務地区(CBD)は、一時は荒廃したもとも

インセンティブの導入可能性について言及した。
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(2)途上国都市における駐車マネジメントの現状

び時間帯によってはほぼすべてが占有されてい

フィジー国ラウトカ市をケーススタディに 2)

る一方で、とくに市街地中心部では一台あたり

市街地での駐車場および駐車スペースは、交

の駐車時間はそれほど長くなく、稼働率の高さ

通および都市空間の両面で基本的かつ重要な構

と利用状況の場所および時間帯別の違いが明ら

成要素である。多くの途上国の中心市街地で

かとなった。２）場所別に駐車料金を変えるこ

は、自動車台数の増加とそれに伴う交通量の増

とや、最大駐車時間の設定は、市民から比較的

加、人口増加、高密度な開発の進行などによ

高く受容されることが明らかとなった。また駐

り、駐車に関連する様々な課題が生じている。

車料金を高く設定することで、一定数が公共交

さらに、路外駐車場や路上駐車管理の不備によ

通への転換意向もあることが明らかとなった。

り、道路交通の錯そうだけでなく、道路空間及

これらから、今後の駐車マネジメントの方向性

び都市空間の不適切な利用、危険で貧弱な歩行

を示した。

者空間などの負の影響がさまざまな都市活動に
４．今後の計画

も及んでいる。これらの課題に対処するため、

現状では、カンボジア国プノンペンを対象とし

関連する様々なステークホルダーを包含した駐

て、新たに運行を開始した都市内公共バスに対す

車マネジメント施策が求められている。
本研究は、途上国市街地の駐車政策の現状を

る意識に関する研究を行っている。これは、現状

整理したうえで、フィジー国ラウトカ市をケー

で私的交通である二輪車が増加している状況下

ススタディとして、中小都市の中心市街地にお

で、私的交通保有者のバスおよびその他の交通手

ける様々な関係主体による駐車マネジメント

段に対する意識を明らかにすることで、公共交通

（とくに路上駐車管理）の現状と今後の方向性

への誘導方策を見いだすとともに、過度に私的交

を明らかにすることを目的としている。ラウト

通に依存しない都市交通体系を構築することに

カ市の中心市街地は、路上パーキングメーター

資する知見を得ようとするものである。2020 年以

の設置、比較的良好な歩行者空間の存在がある

降も本研究を継続する。

一方で、中心市街地への自動車流入が増加しつ
つあり、駐車空間不足も進行しつつある。 本

参考文献

研究では、フィジーにおける駐車に関連する法

MALOBA Tshegofatso,
Toshiyuki: Transit Oriented

1)

令および計画をレビューしたうえで、①政策担
当者および管理者としての道路管理者、パーキ

OKAMURA
Development

Precincts: A Study of Various Potential TOD

ングメーター設置者、都市計画担当部局を対象
としたエキスパートインタビュ―（交通と運用

Precincts Surrounding Gautrain Stations in

の現状、現状の政策課題などに関する半構造イ

Johannesburg South Africa, Proceedings of the

ンタビュー） ②中心市街地における駐車台数

Asian-Pacific Planning Societies 2019 (Seoul),

および駐車時間分布の計測調査 ③市街地来訪

Korea Planning Association

者を対象とした交通行動および駐車に対する認

2) Cakaunitabua Ulamila Wati, OKAMURA

識および意向調査（構造的な質問紙調査：路上

Toshiyuki:

での聞き取りおよび事業所への訪問による）
、を

Precincts: Parking Management within Central

行った。これらの調査に基づき、本研究の主要

Business District (CBD) Areas in Developing

な成果を以下に示す。１）市街地における路上

Cities: A Case Study of Lautoka, Fiji Islands,

駐車スペースの占有率及び稼働率を街路区間別

Proceedings of the Asian-Pacific Planning

時間帯別に観測することで、市街地内の路上空

Societies

間の利用状況を詳細に明らかにした。場所およ

Association

54

Transit

2019

Oriented

(Seoul),

Development

Korea

Planning

2019 年度 国際共生社会研究センター 研究概要

ミャンマー山岳地域の住民の生計戦略と土地利用の変化に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
岡本 郁子
Research on changes in the people’s livelihood strategy and land utilization in mountainous areas in
Myanmar
済化の波がこうした地域にも及ぶこととなっ

1. 研究の背景と目的

東南アジアの山岳地帯は J.スコット（
『ゾミア

た。

ー脱国家の世界史』2013）によって「ゾミア」

しかし、ミャンマー政府の農業政策が一貫し

と呼ばれ、平地に拠点をおく国家の支配から戦

て平野ビルマを主な対象としてきたことから

略的に逃避してきた多様な民族が居住する地

研究の関心が平野部に集中しがちであったこ

域とされる。しかし、20 世紀半ば以降、周縁に

と、またそもそもミャンマー山岳地域の少数民

位置する山岳地域への平地国家の支配、あるい

族と中央政府の対立のためつい最近まで研究

は影響力が拡大するようになり、この地域は大

者の入域が困難な地域が多かったことから、そ

きな社会経済変容を経験することとなる。

の社会経済の実態はこれまで十分解明されて

ミャンマーの山岳地域もこの「ゾミア」の一

いるとは言い難い。

角をなす。多くの少数民族が居住しそれぞれが

これらの山岳地域の住民の多くは、伝統的には

固有の言語、社会、慣習をもつこの地域は、英

移動式焼畑農業を営んできた。そうした伝統的な

領期には平野部とは分断され異なる形での統

慣行に基づく土地利用の実態はこれまで余り着

治が行われた。独立後もこれらの山岳地域は固

目されてきておらず、部分的にしか解明されてい

有の伝統的統治機構を保持しつつ、いくつかの

ない（髙橋

少数民族は中央政府の強引な国家統合戦略に

年に「無占有地・休閑地・未開墾地法」が制定

反発し武力闘争を開始した。

され、それが使用されていない土地の企業によ

しかし、1988 年以降の軍事政権下でその状況

2013, Boutry 2017）
。しかし、2012

る活用を推進することが一つであったことか

は大きく変わる。中央政府が市場経済化を掲げ、 らにわかにこうした山岳地域の住民の伝統的
並行して反政府少数民族組織との和平戦略に

な土地利用慣行が注目されるようになった。な

転じたことによって、山岳部の一部地域は国民

ぜならば、彼らが利用している土地の多くは、

国家のなかの取り込まれるようになり、それは

同法の対象となる土地と認識されているか、も

政府機関・軍・国内外の民間企業等の外部者に

しくは国が管理する森林地であり、彼らの伝統

よる山岳地域の資源（eg.材木、鉱石、水、土地）

的慣行に基づく土地利用は何ら法的な裏付け

の収奪という形につながることが増えた。そし

がない、不安定なものであることが浮き彫りに

て、2011 年に成立したテインセイン政権による

なったからである。

民主化と経済開放政策がミャンマーの国際経

そうした土地利用権の不安定化と並行して、市

済との統合を強めた結果、山岳地域での外部者

場経済化、すなわち現金を要する生活形態が拡大

による資源収奪は加速化するとともに、市場経

するなかで、余剰生産が難しい粗放的な焼畑耕作
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のみで生計を維持することが困難になってきて

村（Kwe Lone Tar 村、Htay Pan 村、Htwe Lin

いる地域が多い。本研究は、そうした大きな経済

村）を訪問し、そのうちの 1 村（Htay Pan 村）

変化に対して、山岳地域の住民がどのように土地

にて世帯調査を実施した。3 ヶ村ともいずれもム

を利用し、そして生計戦略を変えつつあるのかを

ン族の村で、それぞれ 24 世帯、29 世帯、32 世帯

明らかにすることを目的としている。

と平地の村に比較するとかなり規模の小さな村

今年度は、ミャンマー北西部のチン州ミンダ郡

である。村の調査では、村長などの有力者から農

及 び北 東部の シャ ン州ヘ イホ ー郡で それ ぞれ

地利用を中心に、同地域で生産されている主な作

2019 年 2 月 25 日～3 月 2 日と４月 30 日～31 日に

物や農業以外の生業など、経済活動に関する基礎

調査を実施した。

的な情報を収集した。Htay Pan 村での世帯調査

シャン州の調査は、三井環境研究基金の助成を

では、全世帯に対して家族構成、土地所有・利用、

受け、東洋大学国際社会共生センターと NPO 法

農業・非農業就業の実態、生活インフラ環境等を

人地球市民の会が実施している共同研究「ミャン

個別に聞き取りを実施した。

マー・インレー湖における環境悪化要因の分析と

同地域の農地利用の大きな特徴は、彼らが「先

住民主体の環境型環境改善手法の構築」の調査の

祖代々の土地」
（ムン族の言葉で「Buhiko」
）と呼

一環でもある。

ぶ土地では自給目的の陸稲やとうもろこし栽培
が行われているということである。この土地は必

図１ 調査対象地域

ずしも村の共有地という意味ではなく、いずれか
の世帯に属する土地となる。換言すれば、耕作可
能な土地はいずれかの人の「Buhiko」となってい
るのである。とはいえ、ミャンマー政府の土地法
制上はあくまで森林地あるいは無占有地、未開拓
地ということになる。
焼畑は１年～３年栽培を続けた後に次の土地
に移動する。休閑期間はかつては 10 年ほどの場
合が多かったものの、人口増加に伴い 5-6 年に退
縮される傾向があった。
図 2 火入れの様子

2．チン州ミンダ郡における調査の概要と結果
チン州はミャンマーの最貧困地域とされる州
である。今回の調査ではチン州南部のなかでは大
焼畑の作業（火入れなど）は共同で行う必要

きい町といわれるミンダ周辺に立地する３つの
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た。

があるため、
「Buhiko」のどの地区で耕作するか

現金を多く要する生活形態はますます浸透し

は村長と農地所有者などの合議等によって毎年
決められる。ただ、
「Buhiko」をそもそも持たな

ていくことは間違いなく、それと同時に伝統的な

い世帯、あるいはその決められた場所に

土地利用慣行は次第に失われ、一方で常畑化した

「Buhiko」がない世帯は、いずれかの世帯から

土地の権利が現行のミャンマーの土地法制の下

農地を借りることとなる。チン州では一般的に

でどう保障されるかが今後問題になる可能性が

借地をする場合収量の 10％程度が地代の水準と

ある。

なっているとのことであった。
３．シャン州での調査の概要と結果

これらの村では、こうした慣行的な土地利用が
継続する一方で、現金収入の必要性から換金作物

2018 年度に土砂流入が特に顕著に認められる

としてこんにゃく栽培が急速に拡大していた。こ

とされるインレー湖西岸の上部に位置する山間

んにゃく栽培を行う土地は常畑化する傾向があ

村を数村訪問し、住民の生計活動と土砂流入の関

り、収穫物の運搬などを考慮し村に近い土地が利

係に関する基礎情報の収集を行った。そこで、今

用されていた。また、こんにゃく芋栽培の浸透に

年度はより詳細な分析を行うためその中から 1 村

並行して、従来にはあまりなかった土地権の移動

を選び、悉皆調査を実施した。対象村は Kyaungna

（土地の売買や貸借）も拡大しつつある。

村である。
Kyaungna 村はタウンヨー族の村である。世帯数
42 の村であるが、出稼ぎ、健康状態などのため回

図 3 乾燥させているこんにゃく芋

答を得ることが困難であった４世帯を除く、38 世
帯から回答を得た。チン州での調査と同様、家族
構成、土地所有・利用、農業・非農業就業の実態、
生活インフラ環境等が主な調査項目である。
同村は指定林地（Reserved Forest）内に立地す
る。したがって、農業利用されている土地であっ
ても法的には農地として認められてはいないこ
ととなる。しかし、全世帯が、
「先祖代々の土地」
と認識する区画での耕作権を有している（屋敷地
内の菜園も含め）。基本は親・兄弟世帯との合意の
そうした土地権の移動が起き始めている背景

もとでどの区画を中心に利用するかが決まって

の一つに、海外出稼ぎ者からの送金に生計を依存

いるようである。その面積は 0.2 エーカーから 15

する世帯が増えていることが挙げられる。送金は

エーカーとかなり差がある（単純に平均すると 1

家の建設、農地の購入、こんにゃく芋の栽培費へ

世帯あたり約４エーカー）。これは各世帯が耕作

の充当（たね芋の購入に費用を要する）、耐久消費

する権利を有する区画の数が影響しており、大き

財の購入などに使われている。海外出稼ぎ者が増

い面積の土地権を持っている世帯の場合、５～７

えることで、従来のような「Buhiko」
（特に村から

の区画となる。逆にいえば、一つの区画は総じて

離れた地区）での焼畑耕作を無理して行う必要は

小さい。平均保有面積としてはドライゾーンの農

なくなり、一つの村では 3～４マイル程度の距離

家の保有面積とほぼ等しいが、実際には休閑にし

にある約 200 の区画（一つが２～４エーカー）を

ている土地もあるため経営面積は平均約 3 エーカ

過去 15 年ほど使用されていないとのことであっ

ーとなり、かなり小さいこととなる。保有面積が
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同村の住民が抱えるもう一つの問題は、農外・

小さい世帯は休閑期を設ける余裕はなく連作を

非農業就業機会が非常に限られているというこ

行っている。

とである。チン州ミンダの事例とは対照的に同村
図４

Kyaungna 村周辺の土地利用の様子

では国内外への出稼ぎはほとんど見られなかっ
た。シャン州内の建築労働に従事する１人のみで
海外出稼ぎ者は皆無であった。同村は、ニャウン
シュエ、ヘーホーという大きな町へのアクセスも
悪くないにもかかわらず、短期のものに限っても
労働移動がほとんど起きていないのである。一方
で、村内では屋根材作りのような低収益の作業や
年間 10 日以下の農業雇用労働、小商いなどの就
業機会しかない。こうした農外就業機会が限定さ
れていることがますます土地の収奪的利用につ
ながっているといえるだろう。

基本的に同村ではすでに農地としての新規開
４．今後の計画

拓の余地はなくなっている。村から遠く離れた場
所に立地していたり、あるいは傾斜が急なため作

今後、チン州においてはさらに伝統的な土地利

業が行いにくい土地は放置されていたりするケ

用慣行がより濃く残っていると考えられるイン

ースもあるが、むしろそれは例外的といえる。

ドに近いライレンピー地域、またシャン州ではイ

同村の主な作物はしょうが、陸稲、マメ類、メ

ンレー湖東岸山間部にて調査を実施し、山岳部の

イズであるが、主な換金作物として重要なのはシ

住民の生計戦略及び土地利用の変化をより広域

ョウガである。ただ、ショウガは連作すると収量

で捉えることを目指す。

が落ちるため、一定期間休閑した土地で栽培する
のが望ましい。一部の農家はそれは十分理解しな

参考文献

がらも耕作可能な土地が限られているため連作

スコット、J. 『ゾミアー脱国家の世界史』 2013

せざるを得ない状況である。

佐藤 仁 (監修), 池田 一人 , 今村 真央 , 久保 忠
行 , 田崎 郁子 , 内藤 大輔, 中井 仙丈 (訳)
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2016 年イタリア中部地震の復興プロセスに関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

国際学部
柏崎

助教
梢

Study on the Process of Disaster Recovery from 2016 Central Italy Earthquake
い変化を見せているイタリアの地方自治の特徴

1. これまでの研究
2017 年 7 月以降、2016 年イタリア中部地震の

を整理したうえで、2016 年の中部地震によって浮

被災地を対象とした調査研究を実施している。本

き彫りとなった復興プロセスの特徴と課題を分

年度は 2019 年 2 月に引き続き、2019 年 8-9 月に

析する。

調査を行い、データ収集を進めた。また本年度は

調査は被災地のなかでも、自治組織間の連携が

投稿論文執筆のため、既往研究レビューに基づく

比較的明確であったマルケ州を対象とし、連携の

本研究の位置付けを明確にすることや、これまで

中心的役割を担っている Camerino（カメリーノ）

収集したデータの整理や分析に特に注力して作

基礎自治体を事例対象として取り上げている。こ

業を進めた。既往研究は国内外のもの（特にイタ

れまでの調査時期、対象者、調査種項目は表１の

リア国内の論文）を中心にレビューを行った結果、

通りである。

被災時の緊急時対応として多くの調査研究がな
表1

され、国際的に高い評価を得ている一方で、2016

聞き取り調査概要

時期
2017 年
7 月 4 日-6
日

年イタリア中部地震のような山岳地帯の広域に
わたる長期復興プロセスに関するものや、住民生
活に直接関わる仮設住宅の展開を含む復興課題

2018 年
4 月 16 日
-30 日
2019 年
2 月 18 日
-21 日

を扱ったものはほとんど見られないことが分か
った。これまでの大型地震と比較して、人口減少
および高齢化が進む中山間地域の小規模都市に
おける復興の実態および課題の解明は、質の高い
復興を目指す災害大国・超高齢化社会の日本にと

2019 年
8 月 319月5日

って有意義な示唆を得られるものと期待され、本

対象者
-カメリーノ大学(教員、学生、計 6 名)
-コンテナ型仮設住宅避難生活者(2 名)
-仮設商業施設(2 名)
-Dipartimiento della Protezione Civile（市民
防護局）（研究員、職員、計 3 名）
-カメリーノ大学（教員、研究者、計 3 名）

-カメリーノ大学（教員、学生、計 6 名）
-カメリーノおよび近隣 3 コムーネ（市長
および長期耐震住宅避難生活者、計 10 名）
-仮設商業施設（経営者 1 名）
-マルケ山岳部共同体（事務員 2 名）
-カメリーノ大学（教員、学生、計 4 名）
-カメリーノおよび近隣 3 コムーネ（市長
および長期耐震住宅避難生活者、計 2 名）

調査主項目
被災状況、仮
設住宅の実
態
災害後体制、
関連法制度
カメリーノ
における復
興の特徴
復興状況、仮
設住宅の実
態、復興プロ
セス課題
仮設住宅の
実態、復興プ
ロセス課題

研究を継続していくに至っている。
これらの調査分析より、本報告では、2016 年イ
2．現在の研究の進捗

タリア中部地震を対象に明らかとなった１）イタ

（1） 背景と目的

リア共和国における地方自治体制がもたらす震

本研究では、これまで調査対象として着目され

災復興対応の特徴を整理し、２）調査対象地域の

てきた発災直後の緊急対応ではなく、復興期に焦

復興プロセスにおいて見られた、「中央と地方自

点をあて、主に住宅供給および市街地復旧段階に

治体」
、
「山岳部コムーネ間」、
「カメリーノにおけ

おける関係組織間の連携に着目して調査分析を

る主体間」という 3 つの連携の特徴と課題を明ら

行う。論文構成としては、近年法規制の改正を伴

かにすることを目的とする。
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（2） イタリアの地方自治と災害時体制

テントやコンテナ型の仮設住宅の設置、ホテル等

イタリアの地方自治における組織は、Regione（州）
、

での被災者受け入れ、使用可能な家屋への割り振

Provincea（県）
、Comune（市町村などの基礎自治

りを進め、長期滞在型の仮設住宅を各コムーネに

体。本論では統一してコムーネと示す）に大きく

設置したうえで、復興・復旧が数年をかけること

分かれており、新地方自治法（1990 年法律第 142

が見込まれていた。

号）第 2 条より、地方自治組織として前出の３つ
に加え、大都市、大都市圏、地区、Comunita montane

3．仮設住宅の特徴

（山岳部共同体）、Unioni dei Comuni（コムーネ共

2016 年の復興ビジョンで新しく見られた特徴は、州

同体）が自治組織として単位に加えられるように

レベルでの広域の連携が特に注力されたことと、長

なった。この新地方自治法を基礎とし、1990 年代

期滞在型の仮設住宅モデルとして「緊急住宅ソリュ

は自治権の拡大、住民参加制度、情報へのアクセ

ーション」
（Soluzioni di alloggiamento di emergenza、

ス権、地方自治体内の分権化、など、さらなる分

通称 S.A.E.）が新たに取り入れられたことである。

権化が勢力的に進められてきた（小谷、2014）。

2009 年のラクイラ地震では、市民防護局が強く介入

さらに 2001 年に地方自治に関する憲法改廃が行

する形で、初めて長期滞在型の仮設住宅として免震

われ、地方行政のそれぞれの主体が憲法上同じ地

低層集合住宅「持続可能な免震エコ住宅コンプレッ

位を有すると位置付けられた。特に地方財政に関

ク ス 」 （ Complessi

する規定は大幅に変更され、これまでは州が財政

ecocompatibili、通称 C.A.S.E.）や、木造耐震住宅「仮

に関する自治権を持ち、国、県、コムーネの間で

設住宅モジュール」Moduli Abitativi Provvisori、通称

財政調整を行うことが定められていたのに対し、

M.A.P.）が建設され評価を得たが、S.A.E.は M.A.P.

新しい憲法では、州、県、コムーネが、予算に関

に近いかたちで、全て平屋の木造耐震住宅として建

する一定の自治権を持つことが示された。

設が進められた。間取りは 40 ㎡、60 ㎡、80 ㎡の 3

antisismici

sostenibili

ed

進む自治権の対等化をうけ、災害時における体

種類あり、世帯の人数によって分かれている。これ

制もより自治組織の自治権と連携が重要視され

らの間取りや仕様は中央政府によって統一されてお

るようになっている。1982 年に首相府に設置され

り、施工時期の短縮やコストの削減を可能としてい

た市民災害防護庁（のちの市民防護局）を統括組

る。一方で、詳細な立地や戸数、配置や業者の入札

織とし、1992 年法律第 225 号「市民防護に関する

などは、コムーネを主とする自治組織が主体となっ

法律」をはじめとする防護対策が進められていっ

て行われており、特に小規模なコムーネが多く、被

た。これらの経緯の中で、市民防護の最も大きな

害状況も異なる今回のケースでは、柔軟な対応を可

特徴は、「補完性（sussidiarietà）の原理」と呼ば

能としている点で評価することできる。

れる（小谷、2014）。災害レベルによってその主

間取りはキッチンスペースを含むリビングダイニ

体となる自治体、行政機関および対策、最高責任

ング（面積には廊下のスペースが含まれる）
、寝室、

者が変わり、相互に補完し合うことを狙いとして

バスルーム、テラスであり、リビングにはキッチン、

いるのは、イタリアならではの特徴といえよう。

テーブル、椅子、ソファー、テレビ等が備え付けら

2016 年中部地震においては、最高レベルの体制

れ、寝室にはベッド、クローゼット、化粧鏡等、バ

がとられ、市民防護局を最上部組織とし、軍、赤

スルームには洗濯機など、生活に必要な家具が備え

十字、各自治体との連携体制が敷かれた。被災者

付けられている。

への住宅支援に関して提示された復興ビジョン
4．カメリーノの仮設住宅の特徴

では、緊急時の数時間〜数日で救命、救助にかか

2017 年 7 月にはカメリーノの外縁部に、被災者が

る対応を行い、その後の数週間の間に避難・救護
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S.A.E.に移転するまでの一時的な滞在施設として、

の存在も明らかとなった。表 2 は聞き取り調査より

コンテナ型の仮設住宅が３箇所設置され、約 300 人

明らかとなったカメリーノの居住地変化をまとめた

が居住を開始した。コンテナ型仮設住宅が設置され

ものである。

たのは、近隣のコムーネのなかでもカメリーノだけ
であった。仮設住宅内には共同部屋と共有のトイレ

表2

とシャワーが設置され、また公共スペースとして食

8 月・10 月 地震発生
① 発生直後（2016 年 8 月・10 月）
体育館や広場などで過ごす。食事などの配給のための支援は当日
到着。簡易ベッドも用意された。
② 被災後～数日間
旧市街地は立ち入り禁止のため、どこかに避難するよう求められ
る。親戚宅や友人宅に避難した住民も多い。冬が寒く被災者が劣
悪な環境で過ごすことのないよう、沿岸部に行くことも推奨され
る。
③ 被災後数ヶ月～1 年数ヶ月
春になってコンテナ型仮設住宅もできたが、多くの住民はカメリ
ーノから離れた地域で避難生活を続ける。カメリーノまでの往復
バス（一日数便）を政府が提供。
④ 被災後 1 年数ヶ月
S.A.E.の建設が進み、沿岸部などに避難していた住民もカメリー
ノに戻ってくるようになる。仮設住宅の質は良く、退去期限も決
められていない。
⑤ 5 年以上
旧市街地の再建を待って、帰還。旧市街地の再建について社会的
合意が形成されていると思われる。

堂、多目的スペースが設置されていた。しかし、コ
ンテナ型仮設住宅の供給数は限られていたため、多
くの被災者は、カメリーノから遠く離れた場所での
避難生活を余儀なくされていた。S.A.E.の建設が進
み、住民の移動が完了した 2018 年夏からは、コンテ
ナはカメリーノ大学の学生寮やキオスクやバーなど
の簡易商業施設として使用されている。
2017 年に入りカメリーノでの S.A.E.の建設計画が
定まり、もともと畑であった場所を中心に建設が始
まった。カメリーノ市役所では、2017 年夏から入居
希望者の申請を受け付けており、高齢者、乳幼児連

住民の居住地変化の概要

れの世帯などを優先する形で、12 月に抽選を実施し、

５．まとめと考察

2018 年 5 月以降に完成した建物から入居が始まって

本調査分析を通して明らかになった点について、2

いる。

つの連携に着目して以下に整理する。

カメリーノの S.A.E.は市街区域内の 3 箇所に分か

（１）中央と地方自治体

れており、建物の正面が山に向かって配置されてい

まずは緊急時において、2016 年イタリア中部地震

るのが特徴的である。レッドゾーンとなった旧市街
地に住んでいた住民はもともと顔見知りであったり、

による広域な被災状況においても、中央政府の市民

共通認識を多く持っていたことから、抽選によって

防護局による迅速な被災後の対応がなされ、リーダ

バラバラに入居したものの近隣トラブル等はなく比

ーシップが発揮されたことを明記したい。アクセス

較的スムーズに生活が開始している。また、同じ間

の良くない中山間地域の小規模なコムーネであって

取りの棟が並んでいるため、世帯構成が似た住民同

も、発災当日に届く中央からの救護や情報提供は、

士で新たな近隣関係を築きやすい点も明らかとなっ

被災者にとって大きな支えとなり、その後、他地域

た。入居者への聞き取り調査から、比較的若い世帯

への避難も含めた長期的な避難生活への移行をスム

（主に夫婦と子供の 2 世代）は、仕事という経済基

ーズにしたといえる。

盤の確保が優先で、復興に関して高い期待を持って

復興期においては、仮設住宅（S.A.E.）の供給に

いることが分かった。しかし高齢者、特に旧市街地

おいて中央での標準化と地方での建設実施という連

に生活基盤を持っていた住民は、近隣コムーネと同

携がみられ、この縦の連携は被災者の公平性という

様に、時間が経つにつれジレンマを抱える傾向がみ

点で貢献したと考えられる。今回導入された S.A.E.

られた。地震を繰り返すたび恐怖感を持ち、旧市街

は、耐震だけでなく電化製品や家具、防寒設備など、

地に戻るのではなく S.A.E.で安全安心を優先して過

仕様や設備も生活の質が保たれており、こうした水

ごすことを望む被災者や、修復が遅々として進まな

準が中央政府によって標準化され現地に受け入れら

い旧市街地に対し、将来の不安を感じている被災者

れたことは評価される点である。
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補注

（３）カメリーノにおける主体間
カメリーノでは、段階的に仮設住宅や商業施設が

本報告中で触れている論文は、当センターの助成研究であ

作られてきているが、そのプロセスにおいて官学と

ることを明記のうえ、(社)日本都市計画学会学術論文とし

いう主体間の連携が重要となっていることが分かっ

て掲載(2019 年 10 月)されたものである。

た。被災直後から、大学は中央政府からの支援金を
受け活動を継続し、学生によるボランティア活動な
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商業施設の設計や建設に大学の建築系の教員や学生
が関わるなど、実質的な復興活動へとつながってい
る。また、一時避難施設として建設されたコンテナ
型仮設住宅を、住民の退去後には学生寮として使用
したり、学生が高齢の避難者向けに音楽や手芸など
のイベントを主催し招待したりなど、相互に恩恵を
与える形で新たな関係性が構築されつつある。
今後、旧市街地の長期復興計画やコムーネ全体の
復興プロセスにおいて、知的貢献を行う重要な組織
として、関係各機関とどう連携していくかは、今後
の復興における官学連携の試金石となることから、
その関係性の変化についても注視が必要といえる。

図：従来の体制（左）とカメリーノの体制（右）

これまでの調査では、コムーネレベルでの復興ビ
ジョンを明示的に提示しているところはみられない。
復興の長期化が避けられない中、コムーネレベルで
の復興ビジョンを示す重要性がますます高まってき
ているが、そのためにも本調査分析で明らかになっ
た縦・横・主体間の連携はより推進していく必要が

あり、今後の研究課題としたい。
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A study on sustainable tourism development for conservation: Cases from ecotourism in Cambodia
based approaches gained attention during the early

1. Introduction
The author has been doing research of

seventies, especially in the field of conservation,

sustainable tourism development, which is expected

when the results of large-scale, capital-intensive,

for

and

contributing

to

conservation

of

natural

centrally

planned

development

in Cambodia and in Myanmar where most of

expectations on these previous approaches to

population is still depending on natural resources

natural resource management (Kellert et al. 2000).

and that conservation is crucial for both people's

Yet, substantial studies have revealed that highly

livelihood and biodiversity. In this article, the

decentralized schemes also caused problems;

author

of

especially, the lack of human or financial resources

community-based ecotourism in Cambodia, which

in local communities is crucial (Rose 2002).

is one of the forms of sustainable tourism

Ecotourism, of which the concept was developed

development. Although there is a slow but steady

during

trend of urbanization in Cambodia, about 73% of

development to provide economic benefits for local

people still live in rural areas and they are directly

community,

dependent on natural resources (Ministry of

environmental education is supposed to strengthen

Planning, 2014). Furthermore, tourism has been

the community-based conservation approaches to

identified as one of the priority sectors in the

tackle the issues explained above.

focuses

on

the

case

eighties

for

funds

discouraged

and

environment. Current research is mainly conducted

especially

projects

conservation

supporting
for

further

sustainable

conservation,

and

Rectangular Strategy of the country (Royal
2．Summary of results

Government of Cambodia, 2012). This on-going
national strategy includes “Growth, Employment,

(1) Current situation of CBET in Cambodia

Equity and Efficiency”. Thus, both natural resource

Cambodia has 24 provinces and each province is

management and tourism development are directly

divided into 185 districts, which is further divided

related to and affect on the nation’s welfare. In such

into communes totaling 1,621. The commune are

cases, community-based ecotourism (CBET) is

then divided into villages with approximately

often expected to contribute to economic benefits

13,694 occurring in the country (SCW, 2006), but

for local community as well as to conservation of

villages are not in the administrative order. A

local natural resources, as it could give alternative

Commune with several villages are the major actor

income and incentives for sustainable natural

for CBET in Cambodia. Currently, there are 55

resource management. Historically, community-

CBET (including Community-based tourism, which
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focuses more on cultural resources and traditional

in the world, attracts many people from different

livelihood ) sites in 16 provinces. According to the

countries. The on-water local villages in the Tonle

interviews with the Ministry of Tourism, the coastal

Sap Lake (Fig.1) are also one of popular

zones such as Koh Kong and Kampot have become

destinations. This area includes the UNESCO

progressively popular and the easy access from

Biosphere reserve, which needs more strict

Phnom Penh increase the tourism market potential

conservation rules for bird-cenctuary and tourism

for those areas. There remains submontane and

development for local communities. The activites

lowland evergreen dense forests in those areas,

such as bird-watching and restaurants in this area

especially

subsequently,

are managed and run by the local communities that

endangered wildlife species are still living there

live within the reserve. The CBET in this area is

including the elephants (SCW, 2014). Because of

regarded as one of successful and sustainbale cases.

such abandoned biodiversity, Chi Pat CBET in this

However, it is revealed by the field inspections that

province, supported by Wildlife Alliance, is now

the

reagrded as the best CBET site in the country.

communities such as wastes and waste-water is far

Along the Mekon River, Kampi in Kratie province

from enough, which must effect the core area of the

is also popular CBET site thanks to Irrawaddy

bird sanctuary. It is indicated that much more

Dolphin. The dolphine, endangerd and rare species

environmental education programme will be needed

in

Koh

Kong,

and

environmental

management

by

local

for local communities.
On the other hand, the northeastern part has great
potential for CBET as well, but the area has more
environmental problems such as forest degradation
caused by large scale concessions on forest land on
the border. More than one interviewee mentioned
that land concessions are one of the biggest issues
for CBET in Cambodia since local communities
suddenly lose their forests, an important tourism
resources for them, because of the concessions, and
it often happens even while a CBET project is in
process. Not a few CBET projects have failed to be
sustainable for this reason. Therefore a major task
of the goverment for success of CBET is giving
official licenses legaly to the local community.
Fortunately, the three ministries (of environment,
tourism, and agriculture) have already started to
jointly discuss the framing of a law for CBET and it
should includes the license issue.
Fig.1 Local villages on the Tonle Sap Lake

(2) A case study in Chambok commune

(UNESCO Biosphere reserve):

Chambok commune is in Phonom Sruich district,
Kampong Speu Province with 9 villages and it is
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located at the inner border of the Kirirom national

but this additional income is contributing to their

Park situated in the Northern Cardamon Mountain

livelihoods. A local guide is also trained how to

area. Turton (2004) mentioned that charcoal

give interpretation of this area but he learned

constitutes the main income earning livelihood

English by himself in order to do the guide in

strategy with producers claiming it is more

English without any translation (Fig. 3). He also

profitable than agriculture in provinces such as

mentioned that income from CBET is supporting

Kampong Speu. In fact, several households were

many

engaged in charcoal trading, which was causing

conservation efforts, e.g. villagers are often willing

serious damage to forest resources of the National

to be involved in forest patrol because of a few

Park (Mlup Baitong2003;

income from the patrol, and this payment comes

Prachyuthy 2006),

community

activities,

especially

the

from the revenue of CBET.

because hundreds of trees were consumed every
day to make charcoals in that area (Moeurn, 2008).
The CBET was established to manage ecotourism
activities in the commune in order to provide
alternative income sources for such a forest
dependent community after the ban of making
charcoals. These activities started by initial supports
from Mlup Baitong (MB), a local environmental
NGO, with several foreign donors. MB, who has
been patiently and deeply communicated with the
community, played an important role and they have

Fig. 2 Local women’s groups were trained for

particularly focused on awareness raising and

serving local cooking for tourists

capacity building. Outside support ceased in 2010,
since when CBET and NRM in Chambok have been
operating

independently

management

under

committees

in

their

the

elected

community

(Pichidara, 2013): firstly electing 9 leaders from 9
villages, and then selecting 1 community leader
from those 9 village leaders, which leads to
community democracy for discussing everything
within

community

including

ecotourism

management, forest use, conservation issues and

Fig. 3

A local guide is explaining the traditional

benefit distribution. The income from CBET has

livelihood in the community.

been increasing and recently stable, and the growth
3．Future plans

of income mostly stem from foreign tourists.
Women's groups in the communities are trained by

The author has conducted several field research

the local NGO so that they could serve local

of conservation and ecotourism in Cambodia and in

cooking for tourists (Fig. 3) Interviewee women

Myanmar, and had already published some papers.

mentioned that their income from CBET is not large

As for future plans, the author firstly choose and
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Review, Vol.17 (3), 1~7.

target some representative cases (both successful
and unsuccessful) and do further quantitative

6) Prachvuthy, M. (2006) Tourism, Poverty, and

surveys such as network analysis, multivariable

Income Distribution: Chambok Community-Based

analysis, cluster analysis, aiming to identify factors

Ecoutourism Development, Kirirom National park,

that affects the sustainability of ecotourism

Kompong Speu Province, Cambodia. Journal of

development by local communities.

GMS (Greater Mekong Subregion) Development
Studies, Vol.3 (1), 25~40.
7) Rose, C.M. (2002) Common property, regulatory
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持続可能な社会経済システム構築に向けた自治体の役割に関する研究
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沼尾 波子
A study of Local Governance and Community Management for 3R-Oriented Sustainable Society
とともに持続可能な社会経済システムの構築を

1. 2019 年度の活動報告
持続可能な地域の社会経済循環システムの構

図る自治体について、ガバナンスとマネジメント

築とそのプロセスについて、今年度は奈良県川上

の両面から、成果を上げる要件について考察を行

村の取組みについて考察を行った。また、途上国

うとともに、途上国の参加型開発モデルと比較し

に地域のコミュニティ・プラットフォーム構築支

ながら、開発手法の途上国への移出のあり方つい

援の手法について検討すべく、長野県飯田市の事

て検討することとした。

例について文献収集を行うとともに、ヒヤリング
（2） 研究対象地域

を実施した。

日本国内で地域経済循環の構築を通じて、社会
2．これまでの活動状況

経済基盤の確立を図る取組みを行っている地域

（1） 研究背景と目的

を研究対象としている。具体的には、岩手県紫波

日本の条件不利地域のなかで、地域資源を生か

町、奈良県川上村などを調査対象地域とした。ま

した産業創出と経済循環を創出し、限られた財源

た、地域ガバナンスの構築手法の途上国への伝達

を効果的に活用しながら、持続可能な社会経済シ

について、2005 年より始まった長野県飯田市に

ステムの構築に向けた取組みを推進する事例が

おけるフィリピン・レガスピプロジェクトにおけ

出ている。地元で新たな雇用創出を図るとともに、

る公民館システムの輸出を通じた住民の自治意

食料やエネルギー自給を含めた経済循環構築を

識創出と自治制度・規範創出への取組み事例から、

図ろうとする取組みを通じて、人口減少を抑制し

地域ガバナンスモデルの移出について、考察する

たところもある。またその取組みに際し、行政が

こととした。

単独で施策や事業を担うのではなく、地域の事業
者や住民などと連携・協働して取組みが進められ

3．研究結果・論文執筆状況

ている。

（1）岩手県紫波町の事例

近年、こうしたいわゆる条件不利地域における

昨年度に実施した岩手県紫波町での調査研究

「小さな拠点」の構築や、地域運営組織の取組み

から、持続可能な社会経済システムの構築に向け

を通じた地域ガバナンスの構築を図る動きが各

て、域外と連携を図りながら地域資源を生かした

地で活発化している。また、こうした地域づくり

エネルギー循環や経済循環の仕組みづくりとと

の取組みについて、JICA などの仲介により、途

もに、それ運営する「場」
（プラットフォーム）と

上国からの研修・視察が増えている。

して駅前開発を推進したことが確認された。また

本研究では、人口減少が進む地方圏にあって、

開発にあたり、役場企画課が、100 回以上もの市

独自の地域づくり政策を推進し、人口減少の抑制

民参加のワークショップを開催するとともに、そ
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こで出された意見を、専門家による会議体を通じ

ともに、村内の経済循環を構築する仕組みを築い

て具体化する方法を模索し、計画案を策定してい

た。移動スーパーには保健師も同行し、食生活を

る。さらにその案を議会で検討することで、多角

含めた見守りを行っている。
このほか、住民生活に必要なクリーニング店、

的に議論を重ねながら、町の将来像を創りあげて
いた。その形は、駅前開発オガールプロジェクト

ガソリンスタンド、土建会社など、さまざまな事

として結実し、繋がりの形が「見える化」される

業者の継業や営業支援にも乗り出している。民間

空間が整備されている。オガールベースには、情

のガソリンスタンド閉店の際には、かわかみらい

報交流拠点機能としての図書館やミーティング

ふが公設民営サービスステーションとして、事業

ルーム、スタジオが整備され、カフェや産直マー

を引き継ぎ、燃料販売を担うとともに、防災拠点

ケット、宿泊施設、バレーボールコートをはじめ、

として燃料供給機能も担っている。自治体が、域

多様な活動を支える場が形成されている。この地

外の民間事業者に業務をアウトソーシングする

域は木材チップによる熱供給システムが導入さ

のではなく、地域内に事業と雇用を創出し、域外

れており、エネルギー自給によるまちづくりのモ

事業者との良好な関係を構築することで、地域内

デルにもなっている。

経済循環を強化する仕組みを創り出している。
③地域課題の検討と行政対応

近年では、地区のなかで地域運営組織を立ち上
げ、住民主体の街づくりを推進する動きが出てき

川上村では、地方創生に向けた「まち・ひと・

ており、行政がそれをサポートしながら主体的な

しごと総合戦略」の取組みが始まる以前から、独

まちづくりが進められていることが確認された。

自の人口シミュレーションを行い、持続可能な村

（2）奈良県川上村の事例

のあり方について対応を検討してきた。若手職員

①村の概要

が村の課題を整理し、村を分析する勉強会を重ね

奈良県川上村は、紀伊半島南東部に位置する人

た。具体的には、各戸への訪問調査を通じて集落

口 1300 人規模の山村である。和歌山から流れる

単位での人材カルテや住宅カルテ、村の全事業所

紀ノ川（吉野川）上流に位置し、大阪市を上回る

のカルテを作成し、人・住まい・事業の現状と将

面積を有するところに、26 の集落が点在する。奈

来について見える化を図った。

良県南部の人口減少は目覚ましく、人口規模とそ

そのうえで、廃業を検討する事業者への継続支

の減少率から、消滅可能性の最も高い自治体と称

援を含め、必要なサービスを整理し、村の拠点を

される山村である。川上村は吉野杉の産地として

整備するとともに、必要な支援を行うための事業

知られ、林業が主要産業であった。しかしながら、

を立ち上げている。
しかしながら、医療・介護・教育などのサービ

林業の衰退とともに、人口減少が進む。また、村
には特定多目的ダムとして大滝ダムが整備され、

スにおける専門職をすべて村単独で確保できる

集落移転が進められた地域でもある。

わけではない。近隣市町村との協働、県の支援を

②地域経済循環の構築

受けて専門職の確保を図ることも行っている。
④かわかみらいふの取組みを通じた条件不利地

川上村では、株式会社かわかみらいふを立ち上

域における PPP 戦略

げ 4 年が経過した。この会社は、村人の暮らしを
支える様々なサービスを提供する事業を展開す

村民の暮らしを維持するには消費環境を整え

る。具体的には日用品や食品、灯油などの宅配や

る必要があるが、川上村では、たとえ外出が難し

移動スーパーを運営するほか、同時に高齢者宅を

い人でも、日用品やガソリン・灯油などが調達で

訪問し、見守りや健康管理の支援を行っている。

きる環境が整う。そこで活躍するのが、村も出資

これにより、スタッフ 16 名の雇用を確保すると

して創設された一般社団法人かわかみらいふで
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ある。県内の生協やスーパーと提携して、商品の

される」。しかしながら、ひとたびファシリテータ

宅配や販売事業を担い、点在する集落を回る。各

ーが撤退すると、事業が継続できなくなるケース

地区を回る際には、顔を合わせた住民の様子など

も多い。日本国内でも、補助金交付終了により事

を日報に記し、ケアが必要という場合にはすぐに

業が立ち行かなくなるなど、域外の資源や人材に

関係機関につなぐ。ガソリンスタンド事業も担い、

依存した事業の継続には課題も多く、主体的な参

灯油の販売も行う。

加を通じた地域開発の仕組みづくりが模索され
てきた。

規模拡大と流通ネットワーク構築で成長して
きたスーパーなどが、採算の面で参入しづらい地

大濱（2007）によれば、開発の基本的 3 要素と

域であっても、かわかみらいふが配達などの業務

して、資源・組織・規範が挙げられており、資源

を担い、同時に住民の見守りも行う。それにより

（人・モノ・カネ）だけを提供しても、それを運

地域に雇用が生まれ、地域の暮らしを支える経済

営する組織と運営ルールとなる規範とが必要で

循環が維持される。

あると説明される。そして、そこに住民が主体的

このように川上村では、村内に村出資の法人を

に参加する参加型開発が持続可能な地域づくり

立ち上げ、生協や圏域スーパーとも連携しながら、

に結びつくと提起する。この参加型開発とは、
「開

生活に必要な購買環境を整え、かつ地元雇用を創

発の調査、計画、実施、評価のあらゆる活動へ主

出している。さらに、福祉や見守りなどの支援も

体的に関与し、その中で意識の変革・組織の形成・

同時に行いながら、トータルな生活支援を行う体

能力の育成・ネットワークの構築を自らの経験に

制を構築している。

基づき内在化していく経験的学びのプロセスを

(3)途上国における住民参加型開発とその支援

促進し、さらに、そうした活動の蓄積により民主

①先行研究の整理

的な社会経済構造の変革に向けた社会的基盤・環

・参加型開発

境を段階的に構築していく開発手法」と説明され
る。

途上国援助においても、住民参加型の開発がい

さらに大濱（2007）では、参加型開発を構成す

われるが、飯田市（2018）では「参加型社会開発
（PLSD）
」について大濱（2007）等を手掛かりに、

る基本要件として(1)意識化、(2)組織化、(3)能力育

その特徴と課題を整理している。

成、(4)ネットワーキングの 4 つを掲げており、レ

住民参加による開発は「現在までに国際機関や

ガスピプロジェクトを通じて、飯田市の公民館制

NGO、また、現地政府が実施する開発プロジェク

度という住民自治の実践現場のなかで、一連の研

トにも広く採用されるようになっ」ており、また、

修が行われている。
（飯田市（2018））

「典型的なパターンは農村開発や都市スラムの

・フィリピン・レガスピプロジェクト

生活環境改善などに見出されるが、それらは政府

飯田市では 2005 年よりレガスピプロジェクト

や NGO の担当者がファシリテーターとして地域

を実施しており、その取組みは進化を遂げている。

コミュニティに入り込み、そこで住民との対話を

当初、レガスピ市の貧困地帯とされるプロ村、

重ねた後に住民組織を立ち上げ、この住民組織を

エスタンザ村の開発、特に飲用水確保において、

主体として問題解決に向けた開発事業を計画・実

参加型開発の手法を導入したという。飯田市では

施するというスタイルをとる」と説明される。具

研修生を受け入れ、公民館活動や簡易水道、財産

体的な事業として「灌漑用水路、農村・市場道路、

区、集会施設などの共有財産自主管理の手法につ

水道設備建設などの小規模インフラ整備や、マイ

いて研修する機会を提供した。そこでは 3 つの目

クロファイナンス、保健・衛生事業、生計向上活

標とともにプログラムが実施された。(1)地域貧困

動など、地域住民のニーズに合わせたものが実施

層住民のニーズである生活飲料用水確保のプロ
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ジェクトを参加型手法により計画実施し､住民の

いる。研修を通じて、自然環境を保全しながら、

能力形成・組織強化・意識改革を促進する。(2)参

自主的に管理運営できる技術を用いて、地域づく

加型地域社会開発｣研修の開発・実施を通して地

りを住民参加型で実施する取組みを学んでいる。

方政府､開発諸組織､NGO の業務遂行能力の向上

受入先の地域や自治体にとっても、途上国から

と意識変革を実現する。(3)地域住民組織と外部支

の専門家や政府関係者の訪問を機に、自らの取組

援組織の間に効果的な参加・協議システムを構築

みを再評価するとともに、新たな関係を構築する

し､地域自治の基礎要件の構築強化を図る｡（飯田

一つの機会となっている。

市(2018)）
プロジェクトは、2013 年以降、台風の甚大な被

４．今後の計画

害による被災者の再定住区となったタイサン村

引き続き、持続可能な社会経済システム構築に

タイサン再定住区に対し、公民館を核としたコミ

向けた政策を推進する自治体を訪問し、行政体制

ュニティづくりにシフトする。ここに公民館を核

ならびに地域の産業構造と経済循環について考

とした住民自治の仕組みを構築したことで、3 年

察を行い、持続可能な社会経済システムの構築に

間で住民自身が掲げた 11 の地域課題解決につな

向けた自治体の施策と、その推進体制について、

がる成果に結びついているという。（(1)汚水タン

さらなる検討を行うとともに、途上国へのノウハ

ク(2)ゴミ処理(3)集会所の不在(4)地域を代表する

ウの移出について検討を行う。

住民組織の不在(5)同棲(6)非定住者(7)市場(8)保健

飯田市は、公民館を通じた住民自治組織による

所(9)世帯人数(10)野犬(11)防犯）。
（飯田市 2018）

地域の自主管理運営において成果を上げている

タイサン再定住区には「KOMINKAN」が建設

地域である。しかしながら、紫波町や川上村にお

され、住民による管理運営とともに、公民館を拠

いては、役場が大きな役割を担っており、行政と

点として様々なコミュニティ活動が行われてい

住民組織との役割分担や連携の在り方は異なる。

る。「台風襲来時には組織として防災活動に取組

途上国における住民参加型開発について検討

み、被害を最小化させるとともに、住民自身によ

するうえで、地方政府と住民との関係のあり方や、

る復興活動を行うなど、地域の自治組織として着

技術移転の方策について、今後、更なる整理と検

実な進歩が見られる。」
（飯田市 2018）また、住民

討をすすめる。

組織が「レガスピ市長と交渉し、再定住地全体を

参考文献

カバーする水道施設の建設を成功させ、それを自

1) 大濱裕『参加型地域社会開発（PLSD）の理論

主運営・管理している。」
（飯田市 2018）

と実践―新たな理論的枠組みの構築と実践手
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法の創造』ふくろう出版,2007 年
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，2008 年
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長野県飯田市のみならず、岩手県紫波町や奈良

「フィリピン・レガスピ PLSD プロジェクト～

県川上村を含め、途上国から、こうした地域づく

飯田へのインパクト」(木下巨一・織部資永・松

りの手法を学びに、視察研修に訪れる例が増えて

下徹、他職員による共同執筆),2018 年
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2019 年度の研究活動を振り返って
国際共生社会研究センター

副センター長

大学院国際学研究科（国際学部）教授
松丸

亮

Review of Research Activities (FY2019)

１. はじめに

本年度も、共生センター資金および他の研究資金

著者は、東洋大学国際共生社会研究センター

などを利用し多くの現地調査を行った。以下、活

（以下、共生センター）のプロジェクト「アジア・

動内容の概要を述べる。

アフリカにおける地域に根ざしたグローバル化

2.1

東北復興調査

時代の国際貢献手法の開発」において、国際貢献

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から

グループに所属しており、主に、防災・復興分野

7 年の年月が経過しているが、被災地は依然とし

での国際貢献手法の開発に関する研究を行って

て復興の途上にある。今回の調査（2018 年 6 月 16

いる。2018 年度は、防災・復興分野での研究に加

日～17 日にかけての 2 日間）では、特に岩手県沿

えて、2017 年度より開始した、三井物産環境基金

岸部（山田町、大槌町、釜石市）の住宅、産業等

による研究助成「ミャンマー・インレー湖におけ

の復興状況について確認した。また、盛岡市にお

る環境悪化要因の分析と住民主体の環境型環境

いて、震災時の報道に関し、岩手日報において聞

改善手法の構築」
（NPO 法人地球市民の会と共同で

き取り調査を実施した。

実施）を継続するとともに、今後の研究展開の検
討を行うために、カンボジアにおける衛生意識の
向上に関する調査を行ってきた。
2019 年度も 2018 年度に引き続き、防災復興分
野の研究、ミャンマー・インレー湖の環境改善に
かかる研究を継続している。
本研究活動報告では、これまでの成果のうち、
2013 年に発生した台風ヨランダ（国際名：Haiyan）
写真１

からの復興におけるコミュニティ形成に関する

山田町の市街地の復興状況

調査結果を紹介する。ここで報告する内容は、著
者自身の現地調査の結果と 2019 年 6 月に陸前高
田で行われた国際開発学会春季大会で発表した
内容 1)を基にまとめたものである。これらの調査
および検討は、学部学生（2019 年 3 月卒業）の金
子沙希と共同で実施したものである。
２. 防災・災害復興分野における国際貢献手法に
写真２

係る研究
本研究テーマは、著者の主たる研究分野であり、
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養殖漁業の復興状況調査

山田町では、復興担当の職員からの聞き取りに

日にかけての 6 日間（現地 4 日）
、学部 4 年生 2 名

加え、市街地の復興の状況（写真 1）を確認する

が同行）を行った。

とともに、水産業の状況について養殖漁業者から

昨年度の調査は、被災者の居住環境に関する満

の聞き取りと現地調査を行った（写真２）。

足度に着目したものであったが、今年度の調査は、

写真からわかるように、震災後 7 年を経過してい

市街地の沿岸部の No Build Zone 外（写真５）に

るが、市街地の嵩上げと区画整理が終わり、住宅

住む住民の防災意識と集団移転団地（写真６）に

の再建が始まったところであり、生計の再建はこ

おけるコミュニティ形成に着目して行った。

れからであるといえよう。一方、漁業についても、

その結果、No Build Zone 外住民の防災意識で

被災前の収穫高までは戻っていないとのことで

は、同じ No Build Zone 外という災害に対して脆

あり、真の復興にむけた道半ばであることが分か

弱な地域に住む住民でも、住民の被災経験や居住

った。この調査では他にも、大槌町において、震

地の地形などによって、防災意識（Yolanda 災害

災遺構として保存が検討されていた町役場（取り

後に取った対策、今後政府に希望する対策など）

壊しが決定、写真３）
、移転再建を行った住宅地、

が異なることが明らかになった。

釜石市の学校からの避難における教訓の聞き取
り、鵜住居地区の復興と復興スタジアム（ラグビ
ーワールドカップ会場予定地、写真４）などの視
察を行った。
一連の調査により、東北の復興状況と現時点に
おける課題が確認できた。

写真５

写真３

No Build Zone 外の市街地の状況

旧大槌町役場庁舎

写真６

集団移転団地の様子

一方、集団移転団地のコミュニティ形成では、
同じ集団移転団地内でも、いくつかの建物を単位
としたブロックと呼ばれる単位で、住民のつなが
り方（町内会的組織や情報提供、イベントのやり
写真４

2.2

建設中の鵜住居復興スタジアム

方など）が違い、その違いがブロックの雰囲気と
して表れていることが分かった。また、居住年数

フィリピン復興状況調査

や出身地が同一であること、居住戸数などが、住

昨年度に引き続き、本年度も 2103 年対の台風

民のつながりをソーシャルキャピタル的な視点

Yolanda 災害後のタクロバン市および郊外部の集

で見たときに影響を及ぼす要因でありそうなこ

団移転団地において調査（2018 年 8 月 16 日～21

とが分かった。さらに、ソーシャルキャピタル的
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な分析から、住民の中には住民のネットワークか
商業施
設

ら外れている住民が少なからず存在するが、そう
いった住民も、同じブロックには信頼できる友人
がおり、そういうエントリーポイントを利用する
ことで、孤立する人に対しても様々なサービスを
提供できる可能性があることが分かった。

レストランコン
プレックスの一
部が営業をして
いたが、ほとん
どは建設途上で
あった。

た。
レッドゾーン近くに、2
か所の商業施設（レス
トランコンプレックス
とショッピングモー
ル）が営業開始してい
た。

来年度も引き続き現地調査を継続し、長期間に

この結果は同行した 2 名の学生の卒業研究とし

わたる仮住まいなどに関する意識調査を行うな

て卒業論文に取りまとめられている。今後も、タ

ど、長期化が想定される日本の大規模災害からの

クロバン市での調査は継続し、台風 Yolanda から

仮設暮らしにおける知見を蓄積していきたい。

の復興の状況、経年変化により発生する新たな課
題などを確認していきたい。
2.3

2.4

イタリア復興状況調査

熊本地震復興状況調査

今年度は、センター予算での調査は実施しなか

2016 年年に発生したイタリア地震からの復興

ったものの、調査・研究は継続している。

調査は、昨年度より柏崎研究員と共同で実施して

熊本は、熊本地震の発生から約 3 年が経過した

いるものである。

が、仮設住宅から復興公営住宅（写真７、写真８）

今年度は、別資金により著者が 9 月に現地調査

への移転が開始されたばかりである。

（学部 4 年生が同行、結果を卒業論文に取りまと
めた）を行った。加えてセンター予算にて、2019
年 2 月 17 日から 23 日にかけて、柏崎研究員と著
者が現地調査を行う予定である。
昨年度調査からの大きな変化は、カメリーノに
おける仮設住宅の完成と入居開始、アマトリーチ
ェにおける仮設住宅の供給拡大と商業施設の営
業開始である。2017 年の状況との違い（主なもの）
を表 1 にまとめた。
表１
市

写真７

復興公営住宅（西原村）

昨年度調査との状況比較

項目
レッド
ゾーン

2017 年 7 月調査
立入禁止

仮設住
宅

なし

被災住民が利用

商業施
設

テントでの営業
のみ。

レッド
ゾーン
仮設住
宅

立入禁止
2017 年 2 月頃よ
り入居が始ま
り、順次入居が
進んでいた。

生活が落ち着いてきた
印象がある。聞き取り
調査では特に大きな不
満は挙げられなかっ

カメリーノ

中間避
難所

2018 年 9 月調査
一時期立入禁止が解除
されたが、8 月時点で
は立入禁止。
建設が進み、入居が開
始している。
仮設住宅の仕様は、ア
マトリーチェのそれと
ほぼ同じであるが、細
かいところで異なって
いる。
一部の住民が退去し、
その部分についてカメ
リーノ大学の学生寮と
して利用
営業状況は変化がない
が、商業施設の建設が
計画されている。
立入禁止

写真８

復興公営住宅の集会所（左側の建物）

現在は、みなし仮設住宅に居住する被災者の今
後の生活に関する不安の解消が現在の課題の一
つである。建設型仮設住宅においては、一定のコ
ミュニティ形成と情報の提供がなされているの
に対し、被災者がバラバラに居住する形のみなし

アマトリーチ
ェ

仮設では、コミュニティ形成や情報の伝達がうま
くいっていないところも多く、生活に不安を抱え
ている被災者が多い。みなし仮設に居住する被災
者が多いこと、居住期間が長くなって来たことに
73

より出てきた課題であり、行政や支援団体が、新
たな課題に取り組む必要に迫られていることが

４. カンボジアにおける衛生意識の向上に関す
る調査

明らかになった

今後の水衛生分野での国際貢献手法の検討に
３.「ミャンマー・インレー湖における環境悪化要

係る研究展開を行うために、2019 年 2 月中旬にカ

因の分析と住民主体の環境型環境改善手法

ンボジアで現地調査を行う予定である。

の構築」の進捗状況

この研究は、特に幼児・児童・生徒の水に起因

昨年度より、特定非営利活動法人地球市民の会

する疾病の防止のための方策の検討と外部から

（以下、TPA）と共同で三井物産環境基金の研究の

の技術支援の在り方を検討するもので、今回の現

助成による「ミャンマー・インレー湖における環

地調査では、観光地としても成長が著しいシェム

境悪化要因の分析と住民主体の環境型環境改善

リアップしにおいて、幼児・児童・生徒の水衛生

手法の構築」を実施してる。プロジェクト期間は、

に関する意識についての基礎情報を収集するこ

本年から 3 か年で、
来年度が最終年となっている。

とを目的としている。

昨年度および今年度に実施した水質調査（2017

現地調査によって得た情報を分析し、今後の研

年 6 月、8 月、2018 年 8 月の 3 回）
、現地踏査、

究をどのような形で進めるか検討していきたい。

聞き取りなどから、以下のことが明らかになって
５. おわりに

きており、今後は、より詳細な水質形成機構の解

本年度も昨年に引き続き、防災・復興関連研究、

析をしていく予定である。

インレー湖の環境改善事業などを実施してきた。

 インレー湖の COD は非常に高い値を示してお

インレー湖プロジェクトについては、国際会議

り、日本の代表的な湖沼と比較しても最も汚染

にて研究の中間報告ができることは大きな成果

が進んでいるレベルとなっている。

であるといえよう。

 通常日本では、COD が 10mg/L を超えると、濁

共生センタープロジェクトは、来年度が最終年

度が高くなり清澄性が失われるが、インレー湖

であることから、今年度までの成果をより多く発

は、透明度は高く、濁度は低い。また湖心の清

信できるように、それぞれの研究課題に取り組ん

澄性は高く、湖底を目視確認することができる

でいきたい。

ほか、沈水植物が高密度で繁茂していることも
確認できた。

５. 参考文献

 COD の高さに比べ湖水が清澄に保たれている
要因の一つに、湖内に大量に繁茂する水生植物、
特に沈水植物による浄化効果が考えられる。
 この効果については、濁度が限界値を超えると
水生植物が失われ、濁度が一気に高レベルとな
る機構（カタストロフィック・シフト）の存在
が指摘されており、インレー湖は、この「シフ
ト」直前の状況にあることが懸念される。
なお、上記の内容を含むこれまでの研究成果の
詳細について、2019 年 3 月に西安で開催される、
IASUR（International Alliance for Sustainable
Urbanization and Regeneration）が主催する国
際会議、「the 2nd International Conference of
IASUR」において報告される予定である。
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途上国への福祉政策の技術支援を通じた生活向上に関する研究
フィンランド・ベイビートレイルプロジェクトの他国への導入可能性の検討
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
藪長 千乃
On the improvement of people’s lives through the welfare innovation in the post-industrial societies
Finnish edugame, BabyTrail: applicability and adaptability to Japan and other countries
the expenses of the newcomers and labour market

1. Previous research
The main content of this research is to collect

outsiders. The post-industrial reform enforces the

examples of the development of welfare policies and

policies that enhance the employability of those who

technological innovation of social welfare services in

are excluded from the old industrial labour market,

developed countries and to examine their applicability

addressing the environmental change in a post-

to developing countries. The main objective of this

industrialised society. Both directions of the reform

study is to contribute to the improvement of people’s

have vectors to the positive side and the negative side

life and well-being.

so that the features of those reforms are able to be
plotted on the matrix of the welfare reform. (Yabunaga

Previous research focused on the change and

2019)

transformation of the welfare provision in Nordic
countries and Japan (Yabunaga 2019). It pointed out the
four types of welfare transition in the post-industrial era

2. Research in 2019

of the developed countries.

(1) Background and Objectives

Since the 1990s, changes in the nature of the welfare

According to the main aim of the activities of Center

state have been due to many factors, including austerity,

for Sustainable Development Study, it is meaningful to

ageing, transformation into a competitive nation

consider the applicability of good practice of one

through globalisation, the emergence of new risks that

society to another and its contribution for the

should be covered by the welfare states, and essential

improvement of people’s lives, especially in the

changes in the industry. Häusermann (2006, 2010, 2011,

developing countries.
In Finland, researchers developed a digital “edugame”

2012) organised the discussions on the transformation
of the welfare state into two types. One is the

named “BabyTrail” with professionals and a venture

orientation of the social welfare reform towards social

company. The BabyTrail was as one of the technical

insurance/work protection type (industrial reform),

tools as a new way to respond to the parent’s needs. It

which is based on the employment system in the old

was also expected as an interface or a device for support

industrial society; the other is social protection/need-

and to collect data for research.
This research focused on the edugame, BabyTrail,

based activity and an activation type (post-industrial
reform)

that

enhances

non-contributory

evaluated its function and examined its applicability to

social

Japan is considered.

protection. The industrial reform preserves the rights of
the regular and standard workers and their families at
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insufficient or fails to meet the needs of today’s parents

(2) Target: BabyTrail, a digital “edugame”
BabyTrail is a digital game for education to

(e.g. Entsieh & Hallström, 2016; Henshaw et al., 2018).

expecting couples and new parents with the element of

Primary maternity care is provided at communal

amusement and expectation to motivate them to learn.

maternity health clinics in Finland, but the organization

It Gives information and enhances reflection on

of services (e.g. family education) varies a lot (e.g.

parenthood, child wellbeing and daily family life. It

Tuominen et al., 2014). At the same time, there is a

aims to support co-parenting and family well-being

pressure to cut off public resources for family education

during the transition to parenthood. Content of the

and support. With those factors, the BabyTrail was

BabyTrail is based on family research and game-based

developed.
The content of the BabyTrail includes five essential

learning.

themes based on academic research such as; 1.

BabyTrail was developed as a new technical tool to
respond to parent’s needs based on research results

BabyPark:

Positive

parenting

and

parent-child

which shows advantages of edugame such as Glimer’s.

relationship 2. Parental Lane: Parental wellbeing and

(Technological tools work well in conjunction with

agency

personal guidance by professionals, allowing parents to

couple relationship 4. Network Avenue: Social

set their own goals and reflect their experiences.)

networks 5. Work-Family Square: Work-family

3. Partnership Boulevard: Coparenting and

reconciliation and family benefits
Key activities in the game are reflective questions,
practices and multiple choice (knowledge + reflection
+ practices), tips and quizzes. The player can choose
between five signposts and types of activities. The story
of BabyTrail invites parents to throw themselves for a
trail/journey to parenthood. There are five stages. Two
of them are about expectancy and three are about the
year with a baby. The player’s progress via successes in
quizzes leads issues and topics get more challenging.
Figure1: Overview of the game and the levels to play

However, the atmosphere and landscapes create

of the BabyTrail (Source: Rönkä et. al., 2019)

positive feelings and humour.
The developer team concludes from the developing
and reflection from the action research using the

It is common challenges in many societies that

BabyTrail as follows (Rönkä et. al., 2019);

ambivalent expectations of parenthood, discontinuities
in family relations and individualisation of lifestyles

There is a great need to develop parental education

cause pressure to new parents. Working life has become

to meet the needs of today´s parents. Gamification can

more insecure, making it more challenging for parents

be utilized as a way to develop services more flexible,

to reconcile work and family life. At the same time

motivating and accessible. First results show that

becoming parents is associated with declining couple

parents find the content of the BabyTrail relevant.

relationship adjustment. Expectant couples and new

BabyTrail can also support reflection, normalize, evoke

parents are generally willing to receive information and

discussion and offer emotional support. There are still

support, but very often the support available is either

many obstacles to overcome until the game will be a
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doctor or the midwife during the perinatal period. There

natural part of family education.

is no official contact between those delivery places and
community health centres regarding pregnant mother’s

(3) Results

information.

Given condition to apply the BabyTrail to Japan
could be listed as followings.
-

-

-

-

Mothers usually give birth at the maternity clinic.

Report to the municipality by an expecting mother

Before the delivery, the main advisor for expecting

In Japan, in the case of pregnancy, with advice by

couples is a medical doctor and midwives of the

the doctor, the pregnant women will go to the city hall

maternity clinic.

or the public health office (the community health

When mothers are in pregnancy, they should report

centre) of the residential area for reporting their

to the municipality office and receive a handbook

pregnancy (the notification of pregnancy). At the

and information package. Childbirth education is

acceptance of the report, the expectant mothers receive

offered by the community health centre operated by

the Child Health Handbook, “Boshitecho” and start

the municipality.

recording filling out the forms on every page of the

After the delivery, the community health centre and

Handbook with 49 pages. In the case of Tokyo, the

a community health nurse support the family

municipalities also give information package including

periodically. The main target of support is the

vouchers for prenatal checkups (14 times) and some

mother and her baby.

gifts selected by the municipality.

The information source for life and family planning
is limited and fragmented school education.

-

Total fertility rate in Japan (2017) is 1.43 and main
reasons of having fewer children are high cost, low
income of young generation, long hour work
tradition and limited support for the new and young
family both in cash and in-kind.

Delivery is in the clinic or hospital.
Expecting mothers can choose their place of
delivery from these options; an obstetrics department

Figure 2: Stages for a transition to parenthood in

of a hospital, a maternity clinic, a maternity centre

Japan (Source: Author)

(Midwife home) and their home. The choice of a
hospital or a clinic for delivery is open to mothers.

Community health centre

Home/area doctor arrangement system is not accessible

Big and medium-sized municipalities have own

in Japan. The cost of delivery operations and treatment

public health offices. Operation of this office covers

is not covered as a medical treatment. Still, the family

public health services, Food hygiene, area and

can receive a lump-sum benefit for delivery from social

environmental sanitation including animal health issues.

insurance which covers average expenses of the

Community health centre (or community health service

delivery at a hospital/clinic.

division) often belongs to the office.
The community health centre offers health services

Mothers receive health advises mainly from the
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for perinatal families. Perinatal home-visit service,

midwife) is weak. Besides, young couples need

health guidance, prenatal (childbirth) education course

supports also in Japan. The number of working women

is also provided by the centre. Receiving services and

is increasing because of wage stagnation, unstable

participation in the course are voluntary based.

labour market and significantly high cost of child-

Postnatal home-visit service by a community health

rearing. They need chance and support to discuss for

nurse of the centre, childcare consultation and

reconciliation and sharing roles between work and

providing forum for exchange among families are

family responsibility.
However, there are considerable challenges to

substantive functions of the centre.

overcome. How to adjust the differences between
Finland and Japan regarding public support system,

Introducing Japanese NEUBORA (neuvola) system
In 2017, the Ministry of Health, Labour and Social

food, home structure, facility, the cultural background

Welfare started to introduce Comprehensive Maternal

and so forth. Contrary to the Finnish simple support

and Child Health Center system at each municipality.

system during the period of a transition to parenthood,

Preceding pilot cases call themselves, Japanese

the Japanese complicated and fragmented support

NEUBORA (neuvola) Project. The development from

system needs a shaffling a considerable amount of

the previous system provided by the community health

information. Practical barriers are also become the

centre is the combination of the existing maternal and

challenges such as preferences of the smartphone than

child health promotion from the public health approach

PC, cartoonish icon than real avatar and so forth.

and the parenting support from the community
4. Further research plan

development approach. The system extending the
target from the mother and her child to the family, in

In January 2020, the developer of the BabyTrail

addition to the changes from the group setting based

come and visit the Center for the intensive seminar. The

support to the support for individual cases. From

process of the game development and method of

another aspect, the centre intends to provide seamless

applying scientific research will be discussed. With

support from the before pregnancy phase to children’s

results of the seminar, the comparative study will be

K12 phase. However, the system has just started.

conducted with similar Japanese tools also focused on
their applicability.

Discussion: Possibilities and challenges
References

In Japan, there seems a welcome atmosphere for the
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after the 2000s and a comparison with Japan’s,
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family and a community health centre (nurse and
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地球温暖化問題への各国の対応と政策‐COP21 からの道程と方向‐
国際共生社会研究センター

客員研究員

国際学部

客員教授

久留島

守広

Research on the policy and actions against the Climate Change under the Paris Agreement
１． これまでの活動報告

ブリッジをなしアジアの中心たる当地にて、建設

以下の地域などにて、調査・情報収集活動を行

業の高度化さらには連携する新産業の創造へ向

ってきた。

け、活発な教育訓練・交流・情報発信を行うとと

（１）独エネルギー機関 DENA・年次総会

もに、産業界・研究者・行政との意見交換・協創

2018 年 11 月 26 日～17 日に独・ベルリンにお

の中核となす所存。

いて上記会合に参加し、「都市とコミュニティの
脱炭素化：エネルギー転換とは」のパネルにて発

２． 本年度の活動

言した。今回の会合では、特に都市計画・建築・

以下の会合に出席、情報交換・収集等を行った。

交通分野における都市の政策に焦点があてられ、

（１）会議名：IEA Experts’Group on R&D Priority

独・各地の専門家からその先進的な動きを紹介す

Setting and Evaluation

るとともに、その推進方策、規模・範囲の拡大等

（２）主催：IEA 国際エネルギー機関

につき議論がなされた。

（３）開催場所：パリ・IEA 国際エネルギー機関

また、当地 JETRO、産業人、大学教員及び欧州

本部

連合エネルギー総局の担当官他と、国際共生社会

（４）開催日時：２０１９年１０月２１日（月）

への方向・方策等につき意見交換等を行った。

‐２２日（火）
（５）参加者：各国政府関係者、産業界、研究者

（２）建設自動化技術移転事業・同拠点開所式

等約３０名

2018 年 12 月 26 日～29 日にミャンマー・カイ

（６）目的・議事次第

ン州・パアン市において開催・参加し、カイン州

国際エネルギー機関（IEA）が、関係者間の情報

首相とともにその概要と期待される成果につき

交換と共有を図るため、各機関から推薦の招待者

スピーチを行い、同国政府関係者・産業人・当地

にて、パリ・IEA 本部にてワークショップを開催

JETRO 所長他と今後の運営方策、規模・対象事業

した。

の拡大等につき議論を行った。

本ワークショップでは、国際的な次世代燃料開

本件は、わが国「自動化施工のトップランナー」

発及び市場動向と気候変動対応政策に関連する

たる企業によるもので、NEDO 事業として太陽光発

課題等を議論する政府、企業、その他ステークホ

電適地等を、ドローン自動測量＞造成最適解を AI

ルダーのための現状報告・意見交換等の機会とな

解析＞建機・自動化施工他を開発、今後のアジア

っている。

展開によるもの。

とりわけ、トピックを次世代燃料たる水素・バ

まずは現地にて研修・技術移転センターを開所、 イオマス燃料等にフォーカスし、新たな研究動向、
20 名程度の研修生教育を行うもの。当センターで

市場メカニズム、地域連携等につき報告・情報交

は、インレー湖の環境改善活動にも取り組んでお

換等が行われた。その概要は、以下。

り、これら先達とともに、ミャンマーと日本国の
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①第１日（10 月 21 日）以下、敬称略。

③特記事項

開会挨拶：主催者 IEA：Jørgensen・EGRD 議長に

米・ブラジル等では、バイオマス燃料の商業生

続き、同：Cédric Philibert・新エネルギー部長

産拡大とともに市場の整備などが行われている

から次世代燃料の研究開発・導入等につき現状と

が、一方食料との相克等課題も指摘されている。

動向の紹介が行われた。

このため、今後の有望なテーマとして、以下を中

続いて、以下の項目につき発表がなされ意見交換

心に議論が行われた。

等が行われた。

GTL：天然ガスを加工し、常温/常圧で液体にし
たもの。硫黄分に代表される不純物を一切含まな

１）セッション 1

いため、排気ガスはクリーン。しかし、現状では

再生可能燃料に関する EU の R＆I の優先事項：M.

コストが高いが、技術革新と大量生産により安価

Georgiadou、欧州委員会

になってくれば急速に普及する可能性大。

輸送用燃料におけるエネルギー転換に関する付

バイオエタノール：トウモロコシやサトウキビか

随研究：J. Prause、ドイツ航空宇宙センター

ら作るアルコールは食料生産との相克があり、今

ガス高圧輸送等インフラストラクチャの課題：M.

以上に生産量が増えることなく、プランクトン・

Hartvig、デンマーク TSO Energinet

藻類の活用が有望視。

将来のガスとは：T. Larsen、デンマークガスセ

水素燃料：依然として燃料である水素を安価に生

ンター

産する技術は未確立だが、燃料電池とともに技術

２）セッション 2

革新が期待される。

合成燃料-SOC に基づく Sunfire-・Synlink プロジ

これらにつき、上記発表者はじめ、会議参加の黒

ェクト：N. Aldag、Sunfire

澤主幹・エネルギー総合工学研究所、坂井ブラッ

電子から分子へ：T. Deutsch、NREL

セル所長・欧州ホンダ、さらに当地 IEA 勤務の

再生可能メタノール-の動向と開発：E. Dekker、

Diana Louis 氏他と、パリ協定の下、世界で低炭

Methanol Institute

素、脱炭素社会に向けた動きが本格化したことに

液体無機水素キャリア（LIHC）技術：B. Halpert、

より、運輸産業にとり新たなリスクや機会が生じ

Electric Global

ることにつき情報・意見交換を行った。

WIVA P＆G-水素イニシアチブの主力地域：H。

とりわけ、産業界においてパリ協定目標達成のた

Steinmüller、オーストリア電力ガス

めに省エネルギー・燃料転換が進められることか
ら、燃料の低炭素化が遅れている運輸業界の関心

②第２日（10 月 22 日）前日に引続き、各項目に

の高まりが印象付けられた。

つき以下各機関等から報告あり。

なお、会議前には、当地 IEA 局長への連絡他エネ

３）セッション 3

ルギーをめぐる国際情勢等に関する情報収集・会

二 重流動層 バイオ マスガ ス化での グリー ン燃

議へ向けた資料の確認等準備を行い、また会議後

料 ： Walter

には、当地 NEDO・JETRO 他政府機関の駐在者他と

Haslinger,

Bioenergy

and

Sustainable Tech.

同じく行った。

バイオリファイナリー：K.Görsch、DBFZ

欧州各国はパリ協定の着実な実施方策として、

都 市 循 環 型 バ イ オ リ フ ァ イ ナ リ ー ： Javier

上記会合にて発表がなされた各国政府・自治体・

Gil,CENER

産業界による取組みのような低炭素型燃料への

航空部門の脱炭素：Simon Blakey、Birmingham

転換等に努めており、同分野に関し本センター事

University

業等の情報発信を行うとともに、研究者等との情

海運部門のグリーン燃料：S. Soyland、Nordic

報交換に努めて参りたい。

Energy Research
４）セッション４
総合討議他
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３． 研究の背景

（２）情報化新時代の到来

（１）地球温暖化問題と COP21 パリ合意

IoT（Internet of Things）、ビッグデータ活用

地球温暖化国際対応・行動として、世界の注目

（Big Data）、AI（Artificial Intelligence：人

を集めた第 21 回気候変動枠組締約国会合 COP21

工知能）等は、今や第 4 次産業革命（蒸気＞電力

は、2015 年フランス・パリで開催、以下のような

＞情報の次）として全産業分野の発展の牽引役と

合意がなされ大きな成果をあげた。

なりつつある。これら、情報化新時代を踏まえ、

それは、全ての温暖化ガス主要排出国に削減義務

世界の多くの企業で、将来を見据えた取組みがな

を課す新たな枠組みとして「パリ協定」を制定、

されつつある。

全ての主要排出国を対象とした意義は大きく、先

一方わが国では、その基盤となるハードウェア

進国のみならず中・印はじめ多くの経済大国も自

などにつき産業競争力・技術開発力の低下が懸念

主的な削減義務を負い、さらに発展途上国の対策

されている。わが国がその強み（材料部品技術、

を支援する資金援助を任意に行うことなどに合

自動車・ロボットなどの応用システム、運用等）

意した。

を活かし、グローバルな競争環境の下で、事業モ

筆者も、行政サイドとして 1997 年京都会合 COP3

デル・産業政策等につき、産業化に至る戦略的シ

から毎年参加しているところ、全世界が一丸とな

ナリオの検討と提言が急務となっている。

った同会合はまさに圧巻であった。

また、前記の新しい世界のルールの下での低炭

同協定の要点は、地球の平均気温上昇を産業革

素社会構築へ向けた方向性のためにも、情報通信

命以降 2℃未満に抑えるとの目標はじめ 1.5℃未

技術 ICT の活用は基盤となりうることから、その

満に向けて努力する旨を決め、各国の目標や行動

導入促進政策・技術革新等がエネルギー分野にも

を 5 年ごとに提出・見直しを行う仕組みを構築し

望まれ、世界各国政府はじめ産業界は既に着々と

たこと、また排出削減のみならず、技術移転、能

先手を打ちつつある。

力構築、資金供与などについて、先進国の責任や

これら世界の潮流を踏まえ、現行技術動向とそ

役割はもとより、途上国の役割についても適切に

の展開方策、さらに産官学が総力を終結して取組

盛り込んだ包括的な協定となっている。

むべき課題・新産業創造への路を、わが国産管学

このように、新しい世界のルールとして低炭素

が一体となり具現化を進めるべく、産業界各分野

社会構築へ向けた方向性は明確で、今後はこのた

とりわけエネルギー・環境分野において産業界各

めの政策・技術革新等が各方面に望まれ、欧州各

社・団体のブリッジをなし、まさにオープンイノ

国はじめ世界の産業界は既に着々と先手を打ち

ベーションの場とし、新産業の創造へ向け活発な

つつある。

議論・交流・情報発信を行うとともに、産業界各
分野・研究者・行政との意見交換・協創に努める
場の創出を図る。
４．今後の研究の方向
（１）パリ協定の下での動向のフォロー
世界で低炭素、脱炭素社会に向けた動きが本格
化したことにより、多くの産業にとり新たなリス
クや機会が生じると思われる。
とりわけ、欧州各国はパリ協定の着実な実施方
策として、上記 DENA 総会及び IEA 会合にて発表

写真：COP21 会場風景

がなされた各国政府・自治体・本会合による取組

（出典：2015 年同地にて筆者撮影）

みのような省エネルギー・新エネルギーをはじめ
とする低炭素型エネルギーへの転換等に努めて
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おり、同分野に関し本センター事業等の情報発信

命とホスピタリテイ」とで報告を行う。

を行うとともに、研究者等との情報交換に努めて

また、これら検討結果を論文としとりまとめ、

参りたい。

上記学会はじめエネルギー・環境分野の学会等で
発表を行う予定である。

（２）建設自動化技術移転事業等での企画・実施
上記・情報化新時代は、建設分野をはじめ農
業・製造業各分野に押寄せており、そのための人
材育成はカギとなりうるもの。

写真：ミャンマー・技術移転センター外観

図１．スマートコミュニティの概念図

（出典：2018 年 12 月当サイトにて筆者撮影）

（出典：経済産業省発表資料）

現状では、まだわが国「自動化施工のトップラ

とりわけ研究の方向として、わが国としての

ンナー」たる企業によるもので、NEDO 事業の国際

「スマートコミュニティ」の活用を取入れ、まさ

展開が中心であるが、同国内はもとより今後はア

に情報通信技術によって蓄電・出力平準化を行う

ジア各国への展開を図るとともに、建設分野を越

ことにより地域社会全体のエネルギー需給の最

えて IoT（Internet of Things）
、ビッグデータ活

適化を行うもので（その概念を図 1 に示す）、低

用（Big Data）
、AI（Artificial Intelligence：

炭素社会への社会革新・技術移転もモデルを示す

人工知能）等の広範な分野の人材育成等を図る。

こととしたい。

なお、わが国においては国内の人材不足に対応
するためにも海外技術者等受入を進めるべく、新

参考文献等

たな在留資格を創設、
「建設」
「農業」
「宿泊」
「介

1) (株）日建設計：平成 15 年度 NEDO 委託調査報

護」及び「造船」の 5 分野を対象に、
「特定技能

告書「植物工場等二酸化炭素隔離技術の経済性等

者」として就労資格を得られるようにすべく、本

調査」
，2003.3

年 4 月から実施するのが政府の方針。

２)久留島守広：アジアへの環境技術移転

さらに、技能者を超えた先端技術者の分野まで

NEDO 海外レポート No.1008,P1-7，2007.10.3

展開を図ることも検討すべく政府関係者との協
議を行う。
（３）研究発表・論文執筆状況
日本ホスピタリテイマネジメント学会・九州支
部第 31 回研究発表会（本年 12 月福岡市）にて、
上記を含む「人工知能 AI・IoT 時代へ、新産業革

82

2019 年度 国際共生社会研究センター 研究概要

スリランカにおける持続可能な障害者支援に関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員
島野

涼子

A study of sustainable development for persons with disabilities in Sri Lanka
2．現在の研究の進捗

1. これまでの研究

（1） 背景と目的

障害者に対する国の政策は、その国がある一定
の経済状況になるまでなかなか目を向けられる

持続可能な開発目標（SDGs）は持続可能な世界

ことが少ない。スリランカは近年経済発展してき

を実現するための 17 のゴール・169 のターゲッ

ており、障害者に対する政策が取り組み始められ

トから構成されており、誰一人として取り残さな

ている。国際協力機関に対しても障害者に対する

い「すべての人」への支援を行うことが記されて

支援を求め始めてきていることから、スリランカ

いる。これは 2001 年に策定されたミレニアム開

の障害者の現状把握をすることが持続可能で有

発目標（MDGs）の支援において一定の成果を達

効な支援をしていくために必須であると考え、

成出来た一方で、未達成の課題が残されており支

JICA 青年海外協力隊員の任地や最大都市コロン

援が届かなかった取り残された人々が存在する

ボ近郊で障害者支援を行っている機関を訪問し、

ことを意味している。その取り残された人々には

インタビューを行ってきた。訪問した機関は、早

障害者が多く含まれていると考えられる。「障害

期療育の支援機関を皮切りに、特別支援学校、普

者」といっても車椅子利用している身体障害者や

通校に付属されている特別支援学級、職業訓練校、

白杖を利用している視覚障害者といった目に見

障害者を雇用している職場といった人間が成長

える障害者だけでなく、聴覚障害、知的障害、発

していく過程において必要となる学校や職場と

達障害などがある目に見えない障害者もいる。発

いう居場所であり、それらの居場所は障害者にと

展途上国では医療の発展が遅いこともあり、目に

っても当たり前に必要な場所である。それぞれの

見えない障害のある人たちはハッキリとした病

居場所が現在どのような状況で、どのような支援

名がわからずに早期治療ができずにいたり、病名

を必要としているのかを調査してきた。

がつかないために「変な人」というレッテルを貼
られていたりすることで、地域コミュニティから
外されてしまうことも多い。そのため、本研究で

写真１：特別支援学校で教える青年海外協力隊員

はスリランカにおける目に見えない障害のある
人びと、特に知的障害者や発達障害者への支援を
有効に行うための情報収集を目的として、学歴期
の障害のある子供に対する教育状況および学齢
期が終わった障害者の職業訓練や雇用状況の実
態調査を行ってきている。
（2） 研究対象地域
本研究の対象国であるスリランカ民主社会主

筆者撮影
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義国は、識字率が 92.2 と高く教育には力を入れ

Sevana や Thusare Taking Hands を訪問する機

ているものの、UNESCO によると不就学児が約

会に恵まれた。それぞれ障害児及び障害者の教育

47,000 人存在しており、ここに障害者が多く含ま

や雇用を実施しているところではあるものの、個

れると想定できる。つまり、SDGs の「2030 年ま

別で活動を行っているところがほとんどで、国の

でに、すべての子どもが男女の区別なく、適切か

機関であっても自分の機関の活動で精一杯であ

つ効果的な学習個性化をもたらす、無償かつ公正

り国全体として障害者に対する政策は乏しいこ

で質の高い初等・中等教育を修了できるようにす

とが見受けられる。

る」というターゲットに向けた取り組みを行う必

スリランカの障害者を取り巻く環境を見てみ

要がある。また、教育を受けられないと就業も非

ると（図 1 参照）、早期療育を行うセンターであ

常に困難になることから、ほぼ同数の不就業者が

る社会福祉省 Child Guidance Center は０歳児か

存在すると言えるだろう。また障害者に関する統

ら全ての障害児を受け入れている。知的障害児や

計が少ないため、正確な数値が不明な状態にある。

発達障害児は早期療育が非常に重要であると言

1983 年から 2009 年 5 月まで続いていた内戦、

われており、早い段階からリハビリなどを行うこ

2004 年末に起こったスマトラ沖地震、インド洋

とで、学校に通うことが出来るようにトレーニン

大津波の影響により多くの人が命を落とし、そし

グをしている。また障害児を産んだことを責めら

て障害のある人が増加している。

れる母親も多いことから、母親の気持ちのケアも

内戦が終了して 10 年が経過したスリランカは

行っている。非常に需要なセンターであるものの、

治安が良い国として発展の途にあったが、本年

スリランカ国内に３か所しかなく、通うために近

2019 年４月にコロンボをはじめとする国内８ケ

隣に引っ越してくる人もいるという。

所で同時多発的に爆発が起きた。キリスト教教会

学齢期になると学校教育に入るが、障害の種別

や高級ホテルが標的となり 258 人が死亡し，日本

や度合いによって入学できるところが異なる。障

人を含む多くの外国人も犠牲となった。現地は次

害のない子供達と同じクラスで学ぶ通常級、通常

のターゲットがモスクや学校とのデマが蔓延し

の学校に併設されている特別支援学級、そして障

たため、近郊の学校は一ヶ月程度休校となるなど

害児のみを対象とする特別支援学校がある。手足

一時非常に混乱した。

などの軽度な障害であれば通常級からスタート
できるが、知的障害や発達障害がある場合は特別

3．結果

支援学級からスタートし、学力レベルが追いつい

今年度は上記のようにコロンボをはじめとす

た時点で小学校１年生の通常級に入るという対

る同時多発爆発事件の影響により治安が悪化し，

応が行われている。特別支援学級の教員１名につ

現地調査の機会には恵まれなかったため、これま

き生徒は５名までと決められていることから、近

での調査研究をまとめる作業となった。障害者の

隣の学校に入学できるとは限らない。また学校は

教育を行っている団体としてスランガニのリト

バリアフリーではないため自分で階段なども歩

ル・トゥリーセンター（Little Tree Center）
、早

行できる生徒に限定されてしまうため、身体と知

期 療 育 を 行 っ て い る 社 会 福 祉 省 管 轄 の Child

的などの重複障害がある生徒は学校に通うこと

Guidance Center を訪問、そしてコロンボ周辺の

が出来ない状況である。特別支援学校は主に視覚

特別支援学級や JICA 青年海外協力隊員の任地

障害児には点字、聴覚障害児には手話といった特

（特別支援学校や特別支援学級）を訪問、そして

殊教育を行うことから、視覚障害や聴覚障害のあ

障害者の雇用を行っている団体として Sahan

る生徒が多く在籍している。
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図１：スリランカの障害者を取り巻く環境

筆者作成
比較的に大きな町の近くでは学校数も多いも

ツの製造の一部を行っている。障害児たちは学校

のの、地方に行くと学校数が小さく教員も少ない

に通うことが出来ても職を得ることが非常に難

ため、学校に行くことが出来ない障害児が多くな

しい状況であるため、職業訓練は非常に重要であ

っている。そのような地域でも教育を受けること

る。しかし、職業訓練校もまた限定的であり、軽

ができるようにと 2011 年からモナラガラ州ブッ

度の身体障害者が対象となっている。知的障害が

タラで始まったのがスランガニの Little Tree

ある場合は職業訓校に入ることすら出来ない状

Center である。現在は２歳半から 25 歳までの 31

況である。知的障害者は軽度であれば学校に通う

人の生徒が通っている。

ことは出来るものの、就職となると極端に数が減
るため、家に引きこもることが多い。そのため、
知的障害者を主な対象とした Sahan Sevana のよ

写真２：Little Tree Center

うな就職先は非常に重要である。現地調査では、
クッキー工場の見学や家庭訪問を行い、障害のあ
る従業員たちへのインタビューや彼らを支える
スタッフ、家族などにもインタビューを行った。
写真３：家庭訪問

筆者撮影
Little Tree Center は学齢期の生徒達は勉強や
生活活動を行い、それ以上の年齢の生徒は職業訓
筆者撮影

練の一環としてセンターの運営費となるピーナ
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マッサージ師を国家資格とすべく、職業訓練校に
Sahan Sevana はスリランカの大手製菓会社セイ

おいてトレーニングを体系化させていく予定で

ロンビスケットの CSR として障害者雇用の一環

ある。日本の支援を受けて、国際協力としてスリ

としてクッキー工場が設けられている。始まりは

ランカ政府と共に実施していく。

日本の NGO の支援で、1999 年から 2009 年まで

障害者は早期療育の段階から学校教育、就職に

の 10 年間支援が行われたものの諸々の事情によ

至るまで問題が山積している。スランガニが学齢

り NGO が撤退することになり、セイロンビスケ

期 の子 どもた ちを 支援し てい るのに 対し て、

ットが引き継ぎ Sahan Sevana として活動をかい

Thusare Taking Hands と Sahan Sevana は学

しした。主に知的障害者を対象として雇用してお

齢期を終えた就労の年齢の人たちに対する支援

り、障害のある従業員達はそれぞれの特性に合わ

を行っている。年齢や支援内容は異なるものの、

せて、材料の軽量、クッキーの製造、袋詰めまで

共通しているのは「場」の提供であり、障害者の

のあらゆる過程を担っている。

居場所が不足していることがわかる。障害のある
人も学齢期には学校に行き、そして就労する機会

写真 4：Sahan Sevana でのクッキー袋詰め作業

を得ることが必要であるため、非常に重要な支援
である。ただ、これまで調査した団体の障害のあ
る人たちのほとんどは歩行ができ、身の回りのこ
とが自分でできる人たちである。SDGs の掲げる
「誰も取り残さない」社会の実現には、彼らより
もより重度の障害がある人たちの教育や雇用の
方法をスリランカ政府と共に模索していかなけ
ればならない。
参考文献
1)島野涼子（2017）「すべての人に対する支援と
SDGs –不可欠な障害者支援，スリランカを事例

筆者撮影

に-」,北脇秀敏・他編（2017）『持続可能な開
Sahan Sevana で雇用されることにより、お金を

発目標と国際貢献-フィールドからみた SDGs』

稼ぐことが出来るため、彼らは家族の中でも頼り

朝倉書房

にされたり、通勤から仕事の内容まで一人で行え

2) Sri Lanka Ministry of Social Empowerment

ることが増えたりするためエンパワーされてい

http://socialemwelfare.gov.lk/web/index.php?la
ng=en 2019 年 1 月 31 日参照

る。Sahan Sevana は常に雇用希望者が 70 名以
上おり、５年以上順番を待っている人たちもいる。

3) UNESCO(2016) Education for people and

Sahan Sevana は母体が大手製菓会社のセイロン

planet: creating sustainable futures for all,

ビスケットであるため資金の問題もないグッド

Global monitoring report

プラクティスであるが、障害者支援は時間も費用
も多く必要であることから資金力のない団体が
継続して支援を行っていくことは非常に難しい。
視覚障害者に指圧マッサージを教えて雇用し
ている Thusare Taking Hands では、今後は指圧
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Community Development and Microcredit Studies
国際共生社会研究センター RA
大学院国際地域学研究科 博士後期課程
Puri Bhakta Kumar
1.

Background

Nepal, a developing south Asian country, is
challenging the problem to overcome poverty.
More than 71% of the population relies on
agriculture, and 15 % of that population lives
below the poverty line (PPP 1.90 a day). The civil
war between 1996-2006, rapid urbanization,
rural-urban migration, has played a pivotal role in
increasing the squatter in capital city Kathmandu.
Kathmandu is one of the fastest-growing
municipalities in South Asia (World Bank
2013)."The squatter settlements commonly
characterized the impoverished living conditions,
highly congested spaces and lack of public services
(water, sanitation, education, without land
certificates, squatters denied their right to
adequate housing and land security, which should
be protected by the government" (Reilly Brooks
2016). To downplay the issues of the squatter
community, Lumanti support groups for shelter
(LSGS) NGO has developed an alternatives
financial system called community finance and
microcredit, which is one of the capable
instruments support to the urban poor and
squatter communities.
2.

Community development and Microcredit

contribution in the Community development in
squatter and low-income communities in Nepal.
The microcredit conceptualizes by Prof. M
Yunus (2010) established a new concept.
"Microfinance, and the impact it produces go
beyond just business loans. The reduced use
financial services not only for business investment
in their microenterprises but also to invest in
health and education, to manage household
emergencies, and to meet the wide variety of other
cash needs that they encounter "GAP (2003). A
study in India by Robert M Book 2008 study
between 2003-2004 Pointed ‘Self-help group
financial activities was a success in terms of
increasing social human and financial capital
among the participants. DB Adhikari and Jayanti
Shrestha (2013) explore ‘microcredit increase
household income, which leads to food security,
the building of assets, and an increased likelihood
of educating. Microcredit is also a means for selfemployment; it enables the poor to make a change
when they increase income, become business
owners, and reduce their vulnerability. Statically
the paper shows that 98% of the borrower gaining
profit.
3.

Thus, community development through
microcredit is a process to organize an
unorganized community. Through the microcredit,
the community might mobilize together for
community-based social well-being inclusively
and equitably. The community development
projects would be holistic and integrated with a
bigger picture. Community development is a
process, method, program, and the movements
Manohar SP (2010). The IACD (2019) defines
"Community development is a practices-based
profession an academic discipline concerned with
the organization, education, and empowerment of
people within their communities" the empirical
research examines the role of small credit

Objectives of the research
1. Identify the role of the microcredit
community development process in
informal settlements in Nepal.
2. To evaluate the impacts of small credit in
the socio-economic transformation to the
improvised communities in Nepal. To
stimulate microcredit as an instrument to
upgrade the living standard of poor lowincome communities in Nepal.

4.
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Research method

1

The findings show that the span of
participation and level of income has co-relation.
The long period of participants' income is higher
than the short period of participants. The research
analysis of those borrowers, the purpose of lend is
for small businesses as well as the research found
that the housing and land loan borrower are more
active in community-level activities and the long
period of participants.

The study based on the descriptive research
design and purposively microfinance selected
from the study areas. Total two different areas
chosen microcredit selected for the data
collection. Organized the mixed method, in-depth
interview focusses group discussion, and the case
study used as the first had data. The secondary
data was collected using different sources, like
previous researches related Books, newspapers,
articles, journals as well as other related
published and unpublished materials. Presenting
the data and information collected from the field
visit in three different periods, 2017, 2018, and
2019, the total number of interviews is 104 and
the 4-case study and the focus group discussion.
5.

5.2 Community finance and secure housing

Research finding

According to the findings, the total number of
respondents were104 from three different areas,
the members of small saving and credit
cooperatives —2 male respondents and 102 female
household women age between the 10-60 years old.
The highest number of respondents aged between
30-39 and the lowest number of respondents were
10-20. The overall literacy rate of Nepal is 65.94%
(CBS 2011). The interview survey report reveals
that low level of education no education
respondent is 56% and high educational
respondents are only 2% continuously the primary
education respondents are 25% and the secondary
level of education respondents is 17% and, 89% of
respondents married, and 5% of the respondents
are single or unmarried, and the six %of the
respondents are divorced or separated single
living life.
5.1 Income of the participants
According to the UN (2010), poverty can
measure with the income level. The poor are those
who have $1 in a day are the poor. According to
the different research, the income level of the
respondents before participation in saving and
credit cooperatives was deficient. 93% of the
respondents have replied they have less than Nrs
3000 income per month before participate in the
microfinance 7% of the respondents have replied
that they have between Nrs 5000-10000 monthly
income. Seventy-seven respondents have six to
ten thousand income after involving in the
microcredit system.19 respondents have eleven to
fifteen thousand, and only three respondents have
over 1,5000 monthly income.

Secure housing is the first essential aspects of
the human being. However, many poor people are
still living in insecure housing. The most deprived
community is the informal settlement, such as the
slum
and
squatter
people
(Somsook
Boonyabancha and Diana Mitlin 2012).
Community finance is one of the alternative
mechanisms which is essential and to the poor
and low-income community. "Community finance
system brings together a scattered saving group
in city-level community development fund". that
fund could be investing in a community
infrastructure development as well as housing
(Diane Archer 2010).
The microcredit can bring a significant change
in the lives of the poor and low-income community,
mainly the slum and squatter people, who have
multiple challenges. Lumanti and ACCA
collaboration for community development through
community finance brought a massive change
in upgrading the housing in the informal
settlements. The research findings reveal that
community finance organizes under the Lumanti
in the informal settlement have a positive result.
Many poor and low-income squatter families were
having secure housing through the micro loan in
Nepal. The community-saving loan is flexible,
easily accessible, and the low-interest rate for
secure
housing.
The
attractive
and
straightforward loan process encourages the
improvised squatter people to build their secure
shelter.
5.3 Microcredit and Social capita
Microcredit is a financial term, and social
capital is collective and familiar concepts. The
combination of that economic term of cooperative
and common name develops and new ideas and
theory. The research study found that through the
small
credit
instruments,
the
citizens
accomplished to established social capital in the
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and sharing system support to build the collective
action and support in community development.

community. According to Paul W. Mattessich, "a
social capital or capacity lies at the heart of
community development." The research result
revealed that the microcredit participants have
strong ties and specific relationships among the
participants. The squatter community has been
living in governments' land for a long time, and
the risk of eviction and municipality attempted to
evict.

Community Microcredit and Net- working
The
networking
linked the different
groups
(Somsook
Boonyabancha, Diana
Mitlin (2012) Diane
Archer (2010).
The
networking
provided learning and
sharing and exchanged
the saving group's
with
experience
entering groups.

A case study "Before to organize the saving

Strong ties
Weak ties

group we (squatter people) were not united and
were not able to raise our land right voice, we
scattered when Lumanti visit our community and
motivate for saving the group and educate us
about our right and us able to develop common
goal fight together for evacuation attempt though
the saving we develop the socio-economic capital
in our community, "

…………..

Sources: Alison Gilchrist 2009

The research observation found that the
member of the squatter members has collective
behavior, and they collaborate for their upgrading
poverty and fight for their rights. The community
finance system is a systematic mechanism from
the beginning; it encourages them for collective
action. The focus group discussion and the case
study reveal that the collective activities for social
well-being or community welfare are the prime
principle of the community.

The financial instruments played a pivotal
role in squatter community economically and
politically. Thorough microcredit was able to
exercise the economic activities and able to
develop the social capital for their shared interest
in land tenure. The research results indicate that
community-saving group members take their
financial institutions as a shared space every
month. In general, meeting, all the members come
to participate in the monthly gathering and share
their problems and seek the solution. The
respondents feel the saving and credit mechanism
is the common property. The community has a
similar type of common goal, responsibilities, and
respects.

The theory of Alison G 2009 illustrate that the
community groups have strong ties inside the
group members but outside the groups the
networking and relationship have weak ties the
research based on that theory found that saving
and credit groups and community have strong ties
inside the group and weak ties with the group so
this paper is agree with the theory of (AG 2009)
6.

The Conclusion

The conclusion of the study supports the
assumption of the research paper. The research
findings reveal that microcredit plays a crucial
role in community development. The groups'
savings system has expanded the economic
mobilization and support in building the
capacities of the participants.

5.4. Microcredit and Net -Working
An essential characteristic of the community
group is networking under the saving and credit
groups they are exercising the interconnection
among the different groups and institutions. The
squatter community not only practicing the microeconomic mobilization but also organizing the
social welfare and creating the community
development fund. Between the financial
institutions, they have a networking system. The
networking linked the different groups to build a
positive political influence and connect between
the different groups and institutions (Somsook
Boonyabancha, Diana Mitlin (2012) Diane Archer
(2010). The networking provided learning and
sharing and exchanged the saving group's
experience with entering groups — the learning

Figure -1
NGO/INGOs

Community A
Output
Community A

Input

Community
finance

Community A
• Support in Built secure housing
• Community financial mobilization
• Community welfare activities( death to
birth)
• Overall community development…..
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Social capital, self-help and self reliance,

3

(https://en.wikipedia.org/wiki/Nepali_Mao
ist_Peoples_War)
3) Aditya Goenka and David Henley (2009)
South Asian's credit revaluation: from a
money lender to microfinance, Rutledge 1
edition. Rutledge studies in growth, the
economies of Asia vol. 63 ISBN 109780415809997.
4) Anne Marie Madeleine Burnside (2011)
microfinance in Nepal same-same, but
different (Simon foster University)
5) Bateman, Milford. 2014. The rise and fall

Sources: conceptualize by researcher
The flexible and easily accessible financial
mechanism is brought a massive revolution to the
poor and low-income community. Only financial
access could not modify the social issue should
have a collective mind of social capital, and
networking is essential and necessary for success.
If a community is economically active,
automatically they can be strong psychologically,
then they have confidence, and they can
participate in different socio-economic and
leadership positions. Then they can develop their
society and community themselves.

of
Muhammad
Yunus
and
the
microfinance international development

studies working paper 001.
6) Dipak Bahadur Adhikari and Jayanti
Shrestha (2013) economic impacts of
microfinance in Nepal, a case study of the
Manamaiju VDC Kathmandu. Economic
Journal of development issue vol.15&16
No 1-2 combines the issue.
7) James C. Baru and Gray M. Woller (spring
2004) Microfinance: a comprehensive
review of the existing literature –Brigham
young university.
8) Jonathan Morduch, Barbara Haley (2002)
Robert Wagner graduate school of public
services working paper series (1014)
Analysis of the effects of microfinance and
poverty reduction.
9) Muhammad Yunus, with Karl Weber
(2017), the world of three Zeros Hachette
publication India.
10) Raja Bali swain Sodertorn university
(2007) can microfinance empower women?
Help
group
in
India http://www.reserachgate.net/public
ation
11) Robert M brook 2008 microfinance for
community
development,
poverty
alleviation,
and
natural
resources
management in Peri-Urban HubliDharwad
India.
Environment
and
Urbanization https://www.researchgate.n
et/publication
12) Sankar man Shrestha (2009) state of
microfinance in Nepal (Institute of
microfinance) Asian development bank.
13) World
bank
report,
2017. https://www.google.com http://data.
worlbank.org/country/nepal

The conclusions of the study found that
microcredit is intermediate to connect the
scattered people (Figure 1) in a community to
develop a robust social bond for collective action.
The participate in communal activities is
improving their socio-economic situation —
community-based activities such as economic
activities, empowerment activities, health, and
education awareness activities that might support
poor people to upgrade their quality of life at the
grassroots level.
The findings imply that microcredit is an
instrument of community-based development; at
the same time, community-led investment has
been playing a crucial role in stimulating the
community
development
for
squatter
communities in Nepal. However, the community
members do not use the loans properly in the
income-generating activities 46 % of the borrower
are spending the loan in unreturnable sector sech
as the household expenditure, which is an
unproductive sector. The discussion point of
further study would be microcredit promoting
international migration by providing an overseas
employment loan.
References
1) Brooks, Reilly, "Relocation, Resistance
and Resilience: Squatter Community
Responses to Government Intervention for
Urban Development in Kathmandu"
(2016). Independent Study Project (ISP)
Collection.
2505.
https://digitalcollections.sit.edu/isp_collect
ion/2505
2) The Nepalese civil war Maoist Conflict
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2006)

90

4

2019 年度 国際共生社会研究センター 研究概要

中国長沙市における都市ゴミの削減及び分別に対する市民意識の調査
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A Study on Public Awareness for Reduction and Separation of Municipal
Solid Waste in Changsha, China
1. はじめに

分別行動においては，より良い環境配慮行動があ
るべきだという社会規範が形成されつつ，意識と

中国経済の発展に伴って国民の消費水準が高
まり，都市化の進展が加速した．それらに伴って

実際行動にも結びつきやすい傾向が示唆された．

都市ゴミの量が年々増えている．これらの都市ゴ

卢涛ら 4)は，中国都市部における都市ゴミの分別

ミにより環境汚染や土地資源の浪費などの深刻

処理の問題に焦点をあて，中国の寧波市と丹東市

な問題が生じているため，ゴミの削減や分別収

を研究対象地として，市民意識に関するアンケー

集・リサイクルをいかに実践していくかが課題と

ト調査を中心に，都市ゴミの分別処理の可能性と

なっている．

課題について考察した．アンケート調査結果によ

近年政府は都市ゴミの処理を重視し始め，2000

り，中国の都市市民のゴミ分別に対する意識は高

年ごろから北京，上海，広州，深センといった大

いことが明らかとなった．政府の指導力と仕組み

都市で試験的に分別回収が導入されたが，他の中

が構築されれば，ある程度の実現可能性があるも

小都市ではほとんど実施されていない．中国環境

のと結論付けている．

保護部の統計 1)によると，2010 年，中国における

しかし，途上国，とりわけ中国において，この

都市生活ゴミの量が 1 億 5,805 万トンで，
2015 年

ような意識調査の事例はまだ少ない．中国の都市

には約 2 億 4,200 万トンとなった．依然として都

生活ゴミの問題の深刻化と，それに対する市民の

市ゴミの排出量は急激に増えており，政府の目標

関心度を調査するため，筆者は SNS サービスで

の達成は困難な状況にある．

ある WECHAT を利用して，中国国内に在住する

分別収集を行うには，市民の協力が必要となる．

中国人の意識調査を平成 27 年 10 月に試験的に

開発途上国における分別に対する市民の意識に

行った．調査結果によると，ゴミ問題を意識して

ついて，これまでもいくつか研究事例がある．清

いるものの，実際に分別などの行動をしていない

水ら 2)は，開発途上国のゴミ問題における市民の

人が多いことが分かった．つまり，ゴミ問題を解

環境意識と行動に対する行政からのアプローチ

決するためには，市民への意識付けのみならず，

について，広瀬 3)が提唱した心理学的なモデルに

実際に行動に向ける何らかの方策が必要だと言

基づいて，スリランカの２つの地方自治体の実態

えよう．

調査や質問票調査の分析を通じて考察した．市民

そこで，中国南部湖南省の省都である長沙市の

の環境意識は高いものの，全体として意識と行動

市民を対象として，都市ゴミの削減及び分別に関

のギャップがあることが確認された．環境配慮行

する意識を問うアンケート調査を実施し，ごみの

動との関係を見たところ，環境リスク認知が環境

削減や分別行動と結びつけるための方策を検討

配慮行動に影響している可能性が示された．ゴミ

することを本研究の目的とした．
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2．長沙市の概要

2005ー2014年ゴミ排出量（単位：
トン）

中国南部湖南省の省都である長沙市を調査対
象地とした．長沙市には 6 区 3 県があり，人口は
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約 743.18 万人である．また，長沙市の 2016 年の
一人当たり GDP は 9.31 万元（約 152.87 万円）で
ある．

図－2 長沙市における2005ー2014年のゴミ排
出量（単位：トン）
（環境保護部(2018年12月14日)をもとに筆者
作成）

図－1 中国湖南省と長沙市（出典：Baidu 大宝庫、
2018）
長沙市の 2013 年の都市ゴミ排出量は 1 日あた
り 4,651 トン，2014 年は約 5,172 トンであり，都
市ゴミは急速に増加している．2020 年になると，
都市ゴミの日排出量は 6,919 トンと予想されてい
る 5)．現在長沙市では公共交通機関，商業施設，

図－3 ゴミ中間運搬車作業中（出典：長沙市新聞
社 2018）

政府行政機関など施設においてはリサイクルゴ
ミと他のゴミの 2 種類を分けて収集しているが，

3．研究の方法

外食産業と住宅地ではゴミ分別収集は行われて

2017 年 3 月 10 日〜3 月 18 日に長沙市岳麓区

いない．

新民路，長沙市開福区万達デパートの広場と 3−5
階，湖南師範大学の食堂で 18 歳以上の市民を対
象として，一対一街頭面接調査（以下，街頭調査）
を行った．また，2017 年 3 月１日〜3 月 25 日に
SNS サービスである WECHAT を利用して，長
沙市に在住する方にアンケートを配布した（以下，
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SNS 調査）．SNS 調査と街頭調査でそれぞれ 235

は 20〜30 代が多く，大卒の学歴が一番多く，居住

名，117 名（合計 352 名）の有効回答を得た．

年数は 10 年以上が一番多い．
表-3 には調査方式ごとの回答分布をまとめた．

調査では、性別、年齢、学歴、居住年数、年収等

長沙市のごみ処理に関する知識を問う Q1，Q2 で

の個人属性の他、表-1 に示す質問を尋ねた．

は「聞いたことがあるぐらい」と「知らない」の

Q1

Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

Q11

表-1 アンケート調査の質問項目
長沙市では，家庭から排出されたゴミ
をそのまま埋め立て処理していること
を知っていますか？

回答が多いが，Q4 で約 76％は「ゴミの分別収集を
知っている」と答えている．また，Q5 で長沙市で
もゴみの分別収集を行うべきか問うたが，「そう
思う，ややそう思う」と「あまりそう思わない，

長沙市において今年，ゴミの焼却施設を

そう思わない」を答える比率はほぼ半々であるの

導入することを知っていますか？

に，Q6 でごみ分別への協力意思を問うと，
「そう

あなたは現在長沙市のゴミ収集に満足

思う」を回答した方は 82％になった．

していますか？

Q10 の「長沙市でゴミ分別を推進するなら周囲

あなたはゴミの分別収集を知っていま

の人にも実施してほしいか」という質問に対して

すか？

87％以上が「そう思う」と答えた．一方で、Q11 の

長沙市でもごみの分別収集を行うべき

「長沙市でゴミ分別を推進するなら周囲の人は

だと思いますか？
長沙市でゴミの分別収集が導入された
ら，あなたも進んで協力しますか？

自分にゴミ分別を実施してほしいと思っている
か」という質問には，
「そう思う」を答える比率は

5年前と比べて家庭から出る一人当たり

54％であった．この違いは，社会規範的な意識が

のゴミの量が増えたと思いますか？

低いことが示唆された．また，Q14 の「自宅でゴ

ゴミ問題の責任の一端は自分自身にも

ミ分別することが難しいか」については，難しい

あると思いますか?
ゴミの分別収集はゴミの問題の解決に
役立つと思いますか？

と答える方もいれば，そうではないと答える方も
いた．

長沙市でゴミ分別を推進するなら周囲

表-2 調査方式ごとの回答者の属性

の人にも実施してほしいですか?

属性

長沙市でゴミ分別を推進するなら周囲

性別

の人は自分にゴミ分別を実施してほし
いと思いますか？

Q12
Q13
Q14

ゴミの分別は面倒だと思いますか？

年齢

ゴミの分別は生活の便利さが損なうと
思いますか？
自宅でゴミ分別することが難しいです
か？

学歴

４．分析結果

年数

まず，回答者の性別，年齢，学歴，長沙市にお
ける居住年数などに関する属性を表-2 にまとめ

年収

る．回答者の性別は男女ほぼ半分である，年齢層
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カテゴリ
男性
女性
20 歳未満
20〜29 歳
30〜39 歳
40〜49 歳
50〜59 歳
60 歳以上
初高中卒業
大学卒業
大学院以上
3 年未満
10 年未満
10 年以上
9 万元未満
9〜15 万元

街頭
65
52
27
27
22
14
17
10
67
39
11
29
48
40
12
25

SNS
104
131
15
72
66
51
27
4
73
125
37
42
89
104
49
67

合計
169
183
42
99
88
65
44
14
140
164
48
71
137
144
61
92

15〜21 万元
21〜30 万元
30〜50 万元
50 万元以上

26
19
24
11

51
27
25
16

77
46
49
27

表-4 調査方式による分別への意識(Q14)の違い

表-3 調査方式ごとの回答分布

質問
Q1
Q2
Q4
Q5
Q6
Q10
Q11
Q14

A

B

C

D

街頭

3

31

56

27

SNS

17

83

74

61

合計

20

114

130

88

方式

A

B

C

D

街頭

5％

30％

26％

39％

SNS

3％

24％

30％

43％

本研究では，長沙市市民を対象としてアンケー

街頭

4％

15％

31％

50％

ト調査を実施し，ゴミ問題に対する長沙市の市民

SNS

2％

7％

23％

68％

街頭

20％

56％

17％

7％

SNS

10％

66％

16％

8％

街頭

18％

44％

30％

8％

SNS

15％

36％

31％

18％

街頭

81％

16％

3％

0％

SNS

82％

15％

3％

0％

街頭

92％

7％

1％

0％

SNS

86％

12％

1％

1％

街頭

46％

39％

13％

2％

SNS

42％

40％

14％

4％

街頭

3％

26％

48％

23％

SNS

8％

35％

31％

26％

5．おわりに

意識を把握して，それらの意識に影響を与えてい
る要因を明らかにすることを試みた．その結果，
SNS 調査と街頭調査で年齢や年収などの属性の
違いはあるものの，1) 年収が低い方ほどゴミ分別
収集実施を難しいと思うという関連性，2) ゴミの
分別は面倒だと思う，あるいはゴミの分別は生活
の便利さを損なうと思う方ほどゴミ分別収集実
施を難しいと思うという関連性，これらの結果か
ら，分別への協力にはより自発的な意識の醸成が
必要であることが考えられた．
参考文献
1） 中華人民共和国環境保護部(2018)
http://zls.mep.gov.cn/hjtj/nb/2014tjnb/2
01601/t20160120_326691.htm
2018年12
月14日参照
2） 清水研，吉田充夫（2012）開発途上国のゴミ
問題における市民の環境意識と行動の事例分
析，廃棄物資源循環学会論文誌，
vol,23,no,6,pp279-290
3） 広瀬幸雄(1995)『環境と消費の社会心理
学』，名古屋大学出版会
4） 卢涛，陣内雄次（2009）中国における生活ゴ
ミの分別処理の可能性に関する考察，宇都宮
大学教育学部紀要第59号，pp.203-204
5） 長沙市環境局 www.hbj.changsha.gov.cn、
2018年12月14日参照

※A は「そう思う/よく知っている」
，B は「ややそ
う思う/多少知っている」
，C は「あまりそう思わ
ない/聞いたことがあるぐらい」
，D は「そう思わ
ない/知らない」を表している．
表-4 には Q14 の回答をクロス表の形式でまと
めたが、SNS 調査の方がごみの分別を難しいと思
う人が多いという傾向がでた．カイ二乗検定の結
果，P＝0.012 となり，5％の水準で有意に異なっ
ていることがわかった．
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開発途上国の湖沼を対象とした
環境改善意思決定メカニズムの解明に関する研究
国際共生社会研究センター RA
大学院国際地域学研究科

博士後期課程

湯浅 岳史
Study on elucidation of the environmental improvement decision-making mechanism
for lakes in developing countries
定数を調整することで構築する。水質モデルは植

1. 研究の背景と目的

物および動物プランクトンまでを解析要素とし

ミャンマー国インレー湖は、その風光明媚さ故

て考慮する生態系モデルを用いる。

にミャンマーでも有数の観光名所となっている
が、近年水質悪化が表面化している。水質悪化要
因は、水上生活者の未浄化排水の流入等に加えて、
ビジネス化した農業による農薬・肥料などの大量
投入とその浮泥化、急激な観光地化・ホテル立地
による汚水の流入などが挙げられる。そこで本研
究では、インレー湖における水質形成機構を解明
し効果的な水質改善対策を提案するとともに、途
上国の湖沼において関係者の理解・合意のもと、

図 1

水質改善を実行する仕組みを提案することを目

水質モデルの構成

的として研究を行った。
（2）計算条件の設定
2. インレー湖水質シミュレーションモデルの構築

今回の計算では、2 月および 8 月の各 30 日を
計算期間として設定した。計

（1）モデルの概要

算期間中の入力条件は一定と

水質モデル解析は、①現地調査では把握しきれ

した定常計算を行った。

ない水質形成機構、悪化要因の把握 および ②
モデルを用いた将来予測、水質改善対策の効果把

湖岸線は衛星写真からプロ

握 を目的として実施する。本研究では、産総研

ットして湖形状を設定し、水

を中心として開発され、湖沼・海域等に適用事例

平 200m 格子、鉛直 1m で格

を多数持つ平面二次元マルチレベルモデル を用

子分割した。気象条件のうち、

いる。

気温と降水量はマンダレーの

モデルの概要を図 2 に示す。モデルは湖の水

観測値を用いたが、日射・雲

位・流速・水温を計算する水理モデルと、水質を

量・風等のデータは得られな

計算する水質モデルから構成される。計算条件と

かったため、今回は仮定値を

して地形、気象、河川流量・水温・水質等を入力

設定して解析を行った。
図 2

し、解析値と観測値が可能な限り合致するように
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計算範囲および河川流入位置

性を確認するため、一部仮定値を用いて解析を行

河川流量は既往検討で設定された年間流量を、
月降雨量に比例させて月流量を設定した。河川水

った。今後は、政府機関や研究者の観測データの

温は気温との相関により仮定値を設定した。

入手、および本研究で別途実施している現地調査
を用いることにより、計算条件の精緻化を図る予

表 1

定である。

計算条件

条件項目

設定条件

計算期間

30 日

対象月

2 月および 8 月

対象範囲

インレー湖全域

水平格子

200m 等間隔

水深

5m

鉛直層区分

層厚 1m を基本として層分割

コリオリ係数

݂ ൌ ʹ ή ߸ ή =߮（߮݊݅ݏ20.53 度）

海面摩擦係数
海底摩擦係数
水平渦粘性係数
渦拡散係数

風速の関数
0.0026

Smagorinsky 経験式により算出．

鉛直渦粘性係数

乱流モデルにより算出．

渦拡散係数

表 2
条件

入力条件
設定条件

条件項目

2月

8月

Nant Latt

0.2 m3/s

45.4 m3/s

河川

Ye Pae

0.0 m3/s

8.3 m3/s

流量

Ka Law

0.1 m3/s

24.7 m3/s

Indein

0.2 m3/s

42 m3/s

19.8℃

23.6℃

全天日射量

15.1 MJ/m2/day

12.3 MJ/m2/day

項目

河川水温
気温

25.2℃

30℃

気象

湿度

40％

90％

要素

雲量

2.9

5

風

南西、0.5m/s

北東、0.5m/s

降水量

0.001 mm/hr

0.09 mm/hr

図 3

2 月（左）および 8 月（右）の計算結果

2. インレー湖周辺に居住する住民の水利用およ
び汚水処理状況についての調査
インレー湖周辺に居住する住民に調査を行い、
水利用および汚水処理状況についての実態を把
握した。
（1）調査の方法
聞き取り調査はインレー湖流域の 5 村および観

（3）モデル解析結果
今回の発表では水理モデルの解析結果を紹介

光客をターゲット層とするホテル 3 カ所について

する。2 月および 8 月の月平均の表層流向流速分

行った（図 1）が、本報告は村の聞き取りについ

布を図 4 に示す。乾季で河川流量の小さい 2 月

て報告する。なお、インレー湖流域の村は地理的

と、雨季で流量の大きい 8 月とでは、湖内の流動

位置により生活習慣等が異なり、水利用や水に関

状況が大きく異なること、雨季では主要流入河川

する意識も異なることから、本研究では以下の通

からの流入が影響すること、また湖北部の表層の

り分類した上で、特徴を探ることとした。

流れは、2 月では反時計回り、8 月は時計回りの
湖上村：地域に特有で観光客も多く訪れるインダ

還流が形成され、2 月の還流は南西風による風吹

ー族の湖上住宅村

流であると考えられる。
途上国で解析を行う上では、観測データが少な

河川村：湖への流入河川や水路沿いに位置する村

いか、観測されていても公開されていないことが

山上村：湖および流入河川・水路から離れ山の上
に位置する村

ネックとなる。今回はインレー湖へのモデル適用
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調理、食洗、洗濯用途には、山上村では飲料水
と同じく雨水や湧水を用いている。In Dein 村（河
川村）では、近くを流れる In Dein 川の水をポン
プで汲み上げ、タンクに貯留して土砂等を沈殿さ
せた上澄み水を利用している（写真 1 右）。湖上
村では湖水を用いるが、湖水が汚染されているた
め、仕上げのすすぎに飲料水と同じ水を用いるこ
とがある。水浴は、河川村は河川水、湖上村は湖
水を利用している（写真 2）。

図 4

調査対象村およびホテル

今回の聞き取り調査は、Let Maung Kway 村お
よび Nwadama 村の現地調査時に行った水利用
写真 1 左：水タンク、右：河川水貯留水槽

等に関するインフォーマルなインタビューをも
とに、2019 年 7 月に Kay Lay 村他 2 村で半構造
化インタビューを行った。
（2）水利用
1) 飲料水
河川村および山上村では飲料水は雨水か湧水

写真 2 水利用（左：洗濯、右：水浴）

を用いることが多いが、近年道路アクセスの改良
とともに市販の水が廉価となり水タンクを購入
し飲料水として利用することが普及しつつある

（3）汚水処理

ことがわかった（写真 1 左）。In Dein 村（河川村）

1) し尿

では、近隣の Nyaung Shwe に通じる道路が舗装

し尿は湖上村を除きいずれも土壌浸透処理方

されるまでは水タンクが 1 個 700MMK であった

式が取られている。地面に穴を掘りし尿を貯め浸

が、舗装後は 500MMK で販売されるようになっ

透させる形式で（写真 3 左）、設置した穴がし尿

た。Let Maung Kway 村は山上村であるが故に水

でいっぱいになると別の場所に穴が掘られる。湖

の確保が難しく、通常は近くの池まで毎朝往復 1

上村ではトイレが湖上に設置され、湖に未処理放

時間かけて水を汲みにいく。村の集会場の屋根面

流している（写真 3 右）
。一部の裕福な家庭はタ

の降水を貯留槽に集水・貯留する装置を設置して

ンクに貯留しているが、湖水位変動があるためタ

おり、水の確保が難しくなる暑季の 3・4 月はこ

ンクが破損しやすいとのことである。

の水を利用している（写真 1 右）。湖上村である

2) 生活雑排水

Kay Lay 村では、数日に一度、陸上から湧水・河

生活雑排水は、湖上村では未処理放流されてい

川水をタンクに貯めて船で運び、飲料水として用

る。河川村・山上村では、聞き取りを行った住民

いている。

によれば多くの家庭が土壌浸透処理をしている

2) 調理、食洗、洗濯用水

とのことであるが、現地で確認したところ河川村
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４．今後の計画

では未処理放流している家庭も多いと考えられ
る。

研究の作業項目と工程、進捗状況、論文執筆計画

土壌浸透処理は、地下水位が浅い場合や、負荷

を表1に示す。これまでのところ、現地水質等調査と

が一定程度を超える場合に地下水・河川水の汚染

シミュレーション解析を中心に進めており、今後は

を引き起こす可能性がある。河川村や湖上村では、

調査結果のとりまとめと解析、これに基づく水質改

汚水が未処理で放流された近傍で食洗・洗濯・水

善対策の立案などを進める予定である。論文につい

浴等に水を利用していることも多い（写真 2 およ

ては、これまで複数の学会への投稿を終えており、

び写真 4 左）。著者らが行った調査においてもそ

今後査読論文の投稿を行う予定である。

のよう場所では大腸菌群、E.Coli がともに検出さ
れるケースが多く（写真 4 右）、疫学的安全性の

表 3 研究の作業項目と工程、進捗状況

面から問題であり、適切な汚水処理対策を講じる

1年
項目

2018年

2年
2019年

3年
2020年

卒業後
2021年

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

必要性が確認された。

研究計画
先行研究調査
水質調査
調査準備

機器設置

機器連続観測

メンテ
GW

水質等詳細調査

メンテ

メンテ

機器回収

夏季休暇

現地ヒアリング
調査結果整理
水質解析
データ準備
モデル構築
解析
水質形成機構の解明
対策抽出・効果算定
対策抽出
対策効果算定
対策実施コスト算定
環境改善合意形成システムの提案
論文執筆
IASUR
土木学会年次講演会

写真 3 左：土壌浸透方式のトイレ、右：湖上未

環境システム研究論文発表会
国際開発学会
世界湖沼会議

処理放流方式のトイレ

東洋大学紀要

概要提出

論文提出

発表
論文提出

発表
概要提出

論文提出
申込

発表

論文提出 発表

論文提出
題目

（参考）東洋大インレー湖Pj

世界湖沼会議
論文提出
執筆

博士論文

刊行
書き上げ 公聴会

Pj終了

参考文献
1) 田崎ら（2018）海藻養殖の障害となる濁りの
発生機構に関する懸濁物質拡散モデルの構築
と 環 境 改 善 予 測 に 関 す る 研 究 , Jarnal of
写真 4 左：Kay Lay 村の水路で泳ぐ子ども、

Advanced Marine Science and Technology

右：Kay Lay 村で検出された大腸菌群・E.Coli

Society, Vol.24, No.1, pp.1-24
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ミャンマー・インレー湖における環境悪化要因の分析と住民主体の循環型環
境改善手法の構築に関する研究報告
国際共生社会研究センター
大学院国際地域学研究科

RA

博士後期課程
柴田

京子

The research report on analysis of factors causing environmental deterioration of Inle Lake,
Myanmar, and establishing the sustainable system for environment improvement by local initiatives
民の環境意識などに関するデータは皆無に等し
く、自然環境や社会状況の実態に即した形での効

1. はじめに

果的な環境改善活動が行われているとは言えな

ミャンマー連邦共和国、シャン州南部に位置す

い状況にある。

るインレー湖はミャンマー有数の観光地であり、
ユネスコ・エコパークにも指定され、国際的にも

3．研究の目的

注目されている地域である。しかし、近年水質汚
染や森林破壊、ゴミ問題など湖を取り巻く環境の

インレー湖環境の悪化の要因を科学的、社会的

悪化が指摘されている。この度、三井物産環境基

に明らかにした上、それに対する様々な対策を検

金の助成により 3 年事業として、東洋大学国際社

討し、組み合わせることで対策の最適解を導き出

会共生センターと特定非営利法人・地球市民の会

し、インレー湖における「住民主体で実践的な循

の協働でインレー湖環境問題解決にむけて環境

環型環境改善手法を構築すること」を目的とする。

悪化の原因を明らかにし、対策を検討することと
なった。

図 1.インレー湖水上生活者の様子

2. 研究の背景
インレー湖は湖上生活を営む民族であるイン
ダー族が古くから生活の場として利用してきた。
しかし、近年人口増加や生活様式の変化、農業生
産方法の変化が湖に大きな影響を与えていると
言われている。具体的には、住民による生活排水・
汚水の垂れ流しや栽培用肥料の過大投入、ゴミの
投棄による水質汚染の進行、富栄養化による水草
(出所：筆者撮影 2017.6.8)

の繁茂や土砂の流入による湖底上昇による湖内
の舟運障害、水質悪化による住民の健康被害等で

4．事業・研究の内容

ある。このような問題の解決には、水質目標等、

本事業・研究は以下の 5 つを柱として実施する。

各種の改善目標を設定し、それに向けたハード・
ソフト対策を多面的に実施していく必要がある。

1)インレー湖の環境に関する調査・分析

しかし、現状では水質や環境に関するデータや住

①水質実測
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②水を起因とする疾病、水系性感染症などの有無、

近辺にあるホテルのように陸路でのアクセスは

罹患率の調査

不可能で、Maing Thauk 村の桟橋から 5 分程度

③インレー湖周辺住民の排水量と水使用量、土砂

小型ボートで水路を行く必要がある。オープンし

流出量の把握

たのは 15 年ほど前で、施設はかなり老朽化が見

2)住民の環境に関する意識に係る調査・分析

られた。ホテルが行っている環境への配慮として

3)環境改善対策に係る代替案の検討

は、以下のような回答があった。

4)パイロット事業の実施を通じた実証分析・評価

・排水のためのバイオフィルターは環境のために

5)インレー湖の環境改善モデルの提示

15 年前に設置したと聞いている。

以上で明らかになった環境・社会・経済面からの

・おそらく排水に関する規則はあると思う(が、自

研究成果を基に、「住民参加型で実践的な循環型

分はわからない)。ホテルの責任者からマネージャ

環境改善手法であるインレー湖モデル」を提示す

ーへの指示があり、自分はそれに従う。

る。

・ゴミ処理は陸上の焼却炉(Maing Thauk 村内)に
運んでいる。

本報告は、2)住民の環境に関する意識に係る調
査・分析、4)パイロット事業の実施を通じた実証

・生ごみとその他のごみに分けている。生ごみは

分析・評価の部分を報告するものである。

豚エサ用と堆肥用に分別を行っている。
・ビール瓶、ペットボトル、缶はリサイクル、チ

5．住民の環境に関する意識調査の実施

リソースの瓶などはペットボトル学校を建設す

2019 年 10 月 29 日～30 日にかけてホテル、洗

る事業の現場へ運んでいる。
2)洗濯業者

濯業者に対する聞き取り調査を実施した。

(General Manager への聞き取り)
インレー湖観光の拠点となるニャウンシュエ
2)洗濯業者

町に位置する。ホテル業をメインで運営しており、
洗濯業は 5 軒のホテル分を請け負っているのみと
いう小規模なものであった。洗濯業は 2017 年か
ら開始した。

1)湖上ホテル

・洗剤は、マンティッというタイ製品を使用して
いる。この辺りの水は石灰分が多く、洗剤が固ま
ってしまうため使用量を減らしている。
・洗濯には深井戸の水を使用している。
・洗濯機を置いている場所の敷地は 40×60 フィ
ート、
ホテルから徒歩で 45 分程度の場所にある。
・タオルはぬるま湯、シーツは水で洗濯している。

(出所：グーグルマップ)

・排水は処理をせず、敷地内の土に直接廃棄して
いる。

1)湖上ホテル

両者の聞き取り調査の結果、いずれも環境に対

(Assistant Operation Manager 及びスタッフへ

する積極的な配慮は見られなかった。湖上ホテル

の聞き取り)

のごみ処理法に関しては分別が見られたものの、

地元の五日市開催の際など、多くの外国人観光

排水処理に関しては、対策が取られていない。洗

客が訪れる Maing Thauk 村に位置する。但し、

濯業者の排水処理に関しては、排水に何の処理も
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図3．浮畑の材料として水草を活用する様子

行わず、垂れ流し状態であった。聞き取りに応じ
てくれた General Manager は「自分の敷地内に
廃棄しているため、他の人に迷惑をかけていない」
と言い切っており、認識の低さが見受けられた。
6．水草の有効利用化を目指すパイロット事業
三井物産環境基金の助成により国際社会共生
センターが実施した水質調査によると、インレ
ー湖の水は、比較的澄んでいるが、水質調査の
結果、COD値は最大20mg/L程度と高く、場所に

(出所：筆者撮影 2009.2.10)

よっては高値のアンモニア態窒素や大腸菌群が

図 4．ホテイアオイ繁茂の様子

検出され、森林破壊や浮畑等への過剰施肥、湖
上住宅・ホテル等からの排水を主要因とする水
質悪化の実態が明らかになった(湯浅 2019)。
一方、湖の水質測定値は非常に高い汚濁レベル
にあるものの、湖に広く分布する水草の浄化効果
等により湖の清澄性は高く保たれていることが
判明した (同上書)。これは、インレー湖地域に住
む住民が長年水草を活用してきたためであると
考えられる。インレー湖周辺地域では、様々な方
法で水草を活用してきた。例えば、浮畑における

(出所：筆者撮影 2019.10.29)

トマト栽培苗の被覆材、家畜の餌、浮畑作り等が
活用法としてあげることができる。

1)パイロット事業実施地域

そこで、「住民参加型で実践的な循環型環境改

ミャンマー連邦共和国、シャン州、ニャウンシ

善手法であるインレー湖モデル」の一つとして、
汚染物質を吸収しインレー湖に大量発生してい

ュエタウンシップ、ヌワダマ村
2)実践実施期間

る外来種の水草であるホテイアオイの引き上げ
と堆肥化のパイロット事業を行う運びとなった。
図2．浮畑におけるトマト栽培の被覆材として水

2019 年 4 月～2022 年 3 月(現在継続中)
3)実践方法
ヌワダマ村の村の共有地に乾燥場を併設した

草を活用する様子

ホテイアオイ堆肥加工場を建設する。加工場には
農家有志グループにより、小船とトレーラーを使
い約 3 トンのホテイアオイの引き上げを実施した。
引き上げたホテイアオイは乾燥場で乾燥させ、そ
の後切断機で細かく切断する。そのホテイアオイ
と鶏糞、油粕、米ぬか、もみ殻燻炭、骨粉、石粉
等を原料として堆肥の作製を実施した。

(出所：筆者撮影2009.3.4)
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図 5．ホテイアオイ引き上げの様子
図 7．作製し、成
分分析を実施し
た堆肥
(出典：筆者撮影
2019.10.30)

(出所：NPO 法人地球市民の会撮影)
図 6．ホテイアオイを乾燥している様子

本事業においては、「住民参加型で実践的な循
環型環境改善手法」を構築することを目的として
いる。そのため、ホテイアオイ堆肥が販売可能に
なり持続的な収入が得られるようになる必要が
ある。今後、住民主導で販売と作製を継続できる
体制を整備していく必要がある。
7．まとめ
本報告書に聞き取り調査結果をまとめたホテ
ルや洗濯業者をはじめ、観光業者の環境への意識

(出所：筆者撮影 2019.10.30)

はあまり高くはない。2016 年をピークに観光客

乾燥ホテイアオイと実際に作製したホテイア

が減少しているという声もあちこちで聞かれ、環

オイ堆肥の成分分析を実施した。乾燥ホテイアオ

境対策まで手が回っていない様子が見られた。一

イ、ホテイアオイ堆肥共に有機物は多いものの、

方、周辺地域の住民の中には一部ではあるが、イ

窒素、リン酸、カリウムの成分は少なく、肥料と

ンレー湖の環境問題に非常に高い関心を示して

して販売するためには成分調整が必要である。乾

いる人々が存在する。本報告でパイロット事業と

燥ホテイアオイとどのような資材を混合してい

して紹介した例をはじめ、環境保全のために有効

くかは今後検討が必要である。

な例を住民に紹介することで、地域としての意識
の高まりを促進し、「住民参加型で実践的な循環

表 1．乾燥ホテイアオイとホテイアオイ堆肥の成分

窒 素

リン酸

カリウム

(％)

(P₂O₅)

(K₂O)

型環境改善手法であるインレー湖モデル」を構築

有機物

乾燥

3.07

1.75

0.286

61.485

堆肥

2.31

‐

1.645

45.2

していく必要がある。
参考文献
1)Yuasa, Takashi et al. (2019) “Current Water Quality
of Inle Lake in Myanmar, A Potential Threat to the
Lake Environment”

( 出 典 ： Department of Agriculture, Myanmar,

Fertilizer Analytical data Sheet)
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A collective recycling model for Hanoi city
国際共生社会研究センター
大学院国際学研究科
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博士後期課程
Nguyen My Linh

1. Background
Households are the main contributor to the
increasing amount of municipal solid waste
(MSW) which lead to many issues in waste
management system such as landfill sites
becoming overload and causing environmental
degradation. A solution to reduce the amount of
solid waste going to the landfills is separation of
waste at the source which is admittedly better
than recovery of materials from the mixed wastes,
because it produces cleaner and higher quality
materials as well as minimizes the disposal of
solid waste hence decreasing costs.
However, waste separation at source requires
an adequate management system in which
regulations must be strictly promulgated and
infrastructures must support the handling of
waste at every stage. Therefore, in the context of
Vietnam and other developing countries where
infrastructural progress has not yet catching up
with the accelerated urbanization rate, another
approach should be taken in view of the urgency
created by limited landfill space and pollution
from unsanitary treatments.
It should be considered that a waste
management system involves not only the power
of the government but also active participation of
the citizens. While limitations still existed in the
higher executives, there should be more efforts at
waste separation and recycling from the general
public.
2. Literature review
The gap in research exists where a large body
of literature in the waste management field
focused on the motivation for recycling, but few
discussed about community capacity building.
Mongkolnchaiarunya (2005) introduced the
practice “Garbage for Eggs” in Thailand as a
collective action with consideration to the
ecosystem of the community, however only for a
short-term period. Nguyen et al. (2015) in a case
study in Hanoi, Vietnam explore different factors

influencing people’s recycling behavior other than
institutional capacity. The study addressed the
importance of communication, trust consolidation
and moral obligation of people within a
community to overcome common dilemmas of
solid waste management in developing countries.
Nevertheless, what is omitted in the literature is
a framework for community-based action plan
targeting waste management.
On this subject, a collective recycling scheme
is most recommendable in taking into
consideration the background of developing
countries where the waste management system
heavily involves the participation of the private
sector. Through the accumulation of volume,
waste acquires more added value and can be
traded at higher hierarchy of informal sector
recycling (Table 1).

Table 1: Hierarchy of informal sector recycling
(Wilson, 2006)

3. Objectives
This study will attempt to address the
problem by developing a conceptual model of
waste recycling that links to the idea of collective
action. In this regard, the objectives of this
research include identifying community structure
in the study area and relevant stakeholders in
order to establish an extensive model that bring
about
community
development
and
empowerment, developing an analytical model to
evaluate the implementation of the collective
action scheme, and gathering insightful
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implications for policy makers regarding the
implementation of any public project that require
participation from the citizens.
The ultimate goal of this research is to
establish a framework for community-based
action plan, in which the model for collective
recycling must be sustainable in the ecosystem of
the community. This framework should be
adoptable for other developing countries with
high rate of urbanization that are struggling with
increasing MSW amount.

Indochina Peninsula, Vietnam has an estimated
population of 95.5 million inhabitants as of 2017
(World Bank, 2017). Hanoi is the capital of
Vietnam and the country's second largest city by
population. Since 2008, Hanoi has undergone a
large-scale expansion where several adjacent
provinces were merged into the metropolitan
area of Hanoi. Hanoi's total area then increased
to 334,470 hectares in 29 subdivisions with the
new population being 7,216 million, effectively
tripling its size.

Table 2: Area and population of Hanoi’s
subdivisions (Source: Hanoi Promotion Agency, 2017)
Area

Population

(km2)

(thousand people)

12 urban districts

303.92

3259.9

18 rural districts &

3020.59

3982.3

communes

Figure 1: Proposed scenario for collective
recycling scheme
4. Methodology
Inductive approach will be employed where
data collection is used to identify themes and
patterns within a community in order to create a
conceptual model of collective recycling. Existing
theory
of
community
development
and
empowerment will be used to formulate the
framework for the model to ensure adaptability
and sustainability. Because of the nature of this
approach, hypotheses and research questions will
be developed along with the research progress.
For data collection, both primary and
secondary sources are expected to contribute to
the final conceptual model. Primary data,
particularly qualitative methods such as focus
group, will be effective to get a comprehensive
understanding of the community network. The
conceptual model will be tested using a pilot
study in the target area of Hanoi, Vietnam. In my
master thesis, research results show familiarity
with waste recycling among Hanoi citizen, plus a
strong community linkage was found in some
communities, making Hanoi an excellent
laboratory for studying collective environmental
action.

However, despite the rapid rate of
urbanization, the majority of Hanoi population
still concentrated in the most central part of the
city. This extremely dense area is facing many
challenges in the field of waste management.

Figure 2: Map of Hanoi’s 30 subdivisions with
red highlighted 12 urban districts (Ly, 2008)
Table 3: Hanoi waste composition (Source: Hanoi
Urban Planning Institute, 2015)
No.

5. Study area
5.1.Background of Hanoi city
Located in the most eastern side of the

Type

Percentage

1

Organic

51.9

2

Paper

2.7

3

Plastic

3.0

4

Leather, rubber, wood

1.3

5

Textiles

1.6

6

Glass

0.5

7

Rock, clay, porcelain

6.1

8

Metal

0.9

9

Other

32

Total

104

100

According to Ministry of Environment and
Natural Resources (MONRE), MSWs in
Vietnamese urban areas account for more than
50% of the whole country every year. By 2015, the
total amount of MSW in Hanoi has reached 5,515
tons / day.
5.2. Waste separation behavior
30%
70%

Recyclables separate

Not separate

Figure 3: Recyclables separation behavior in Hanoi
Survey of 100 households in urban Hanoi area
in 2018 showed a certain degree of recoverable
matters being separated at source. One of the
incentives for recyclable waste separation is the
money reward from selling salvaged materials to
the informal collector. Despite having no
regulation for source separation, voluntary
recycling behavior is observed and the informal
recycling system already existing is working
quite efficiently.

Photo 1: An informal recyclables collector in Hanoi
A component of daily household waste that is
more often overlooked is kitchen refuse. Even
though some people are sorting out their organic
waste to avoid odor and bugs according to the
survey in 2018, waste collection operates daily so
sanitary inside the house is not a huge concern
for most citizens. Nonetheless, a portion of the
population is separating kitchen garbage for a
variety of reasons.
In the face of the growing rate of urbanization,
recovering organic materials from household
waste to use as animal feed (for chicken, pigs,
and cattle) is still practiced though in small
quantity. In general, animal feed and composting
even though small in scale, is undoubtedly a
motivation to separating household food waste.

Figure 4: Food waste separation behavior in Hanoi
5.3. Significant of waste separation for Hanoi
Until now, Nam Son is still the main landfill
site for the majority of municipal solid waste from
Hanoi city. After its second phase of development
started in 2011, Nam Son landfill expanded its
area to 73.73ha with the expected lifetime to last
till 2021. With the total capacity almost reaching
its limit, there have been many demonstrations
by local citizens in Soc Son Province attempting
to stop waste transportation trucks from bringing
waste into the landfill. The most severe case at
the beginning of 2019 had stopped the waste flow
from Hanoi for 4 days consecutively.
Beside Nam Son, a small part of the waste
generated in Hanoi is disposed of in Xuan Son
landfill in Son Tay Commune, about 55km from
the center of Hanoi, with the capacity of
approximately 1,000 ton/day as reported in Kinh
Te Do Thi (a Vietnamese newspaper), much
smaller than Nam Son landfill. If the amount of
municipal solid waste from Hanoi continues to
increase with the growth of the population, both
these landfills will shortly reach its limit. Under
such circumstances, the reduction of waste going
to these dumping sites is a fundamental step to
extend their lifetime.

Photo 2: Xuan Son landfill (2018)
One direction to achieve waste reduction is
separation at source to prevent materials that
are still recyclables and reusable to be buried in
landfill sites. Moreover, the smaller quantity of
waste will require less collection staff and better
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quality of waste will reduce the workload of
landfill sites' staff. The working condition of
sanitary workers will also improve as there is
less risk of exposure to contaminated matters.
The growing urbanization rate in Hanoi is
increasing the population density, heavily
affecting the land use of the city. Generally, waste
collection points are located more often on public
roads. The shortage of waste bin in collection
points means that waste is often gathered in a
pile directly on the ground, leading to leakage
from organic matter. This can be prevented by
having food waste separated from other
household waste before they are brought to
collection points.
5.4. Obstacles to waste separation at source
The biggest obstacle for ordinary citizens to
separate household waste is the lack of
infrastructure, especially spaces. According to
Hanoi Promotion Agency, 12 urban districts of
Hanoi with a total area of 303.92 km2 are
currently accommodating 3259.9 million people.
The average living space per capita in Hanoi was
25.8m2 in 2016, however, there is a large gap
between different types of housing.
At the moment, Hanoi still has close to 1,500
apartment complexes that were built since the
70s and 80s; among them, a lot of building has
deteriorated severely (label D according to
Ministry of Construction). In these complexes, a
moderate apartment is approximately 30 to 40
square meters where a family of 3 will have an
average living space person of more than 10
square meters. It is extremely hard to have space
inside the house for different kinds of waste in
this situation, especially when waste separation
is not the top priority for the majority of regular
people.
Another factor hindering the application of
source separation scheme is the unsatisfactory
collection service. From 2006 to 2009, the
implementation of 3R Initiative had achieved an
astonishing level of cooperation from residents in
pilot areas. People took part in the project by
separating organic waste and non-organic at
their home before bringing to collection point;
during this period, the rate of participation was
close to 100%.
However,
after
JICA
concluded
its
involvement with 3R Initiative, the lack of
funding prevented local collection service from
providing enough facilities to collect organic and

non-organic waste separately. As a consequence,
people lost their willingness to separate when
different types of waste got mixed altogether as
they were loaded into collection trucks.
6. Research schedule

A preliminary field survey will also be
conducted in the first semester to determine the
target area for the pilot study that will take place
during the course of this research.
7. References
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活動概要
国際共生社会研究センター

1.

持続可能なビジネス

テーマコーディネーター（持続可能なビジネス）
国際学研究科（国際学部）教授
北脇 秀敏

はじめに
持続可能なビジネスは、産官学における研究の展開を目指している。特に民間企業のコ

ンサルテーションを実施し、実務に必要とされる研究を目指している。また、外部資金獲
得も視野に入れ研究活動を実施している。
2.

持続可能なビジネスとしての活動

① 「産官学連携」にむけたコンサルテーション


学内他研究組織とのコラボレーション



パナマ研究打ち合わせ



日本環境衛生センターへの訪問（情報収集打ち合わせ）



ASK 商会（シライグループ）
：アジア・アフリカにおける技術移転（焼却炉）



JICA 青年海外協力隊支援



明治大学吉川教授との地下水ヒ素の研究打ち合わせ



アジア開発銀行との企画書作成（ビルゲイツ財団のサニテーション）
（4 月 8 日）



白井グループとの廃棄物の情報交換（4 月 25 日）



八千代エンジニアリングとの今後の協力関係の打ち合わせ（4 月 26 日）



ワールド・ビジョン・ジャパンとの打ち合わせ（5 月 8 日）



チチカカ湖水質浄化に関する研究打ち合わせ（5 月 20 日、6 月 28 日）



中南米の実務家に対するトレーニング（日環センター）
（5 月 22 日）



3R 財団と環境省とのウエストエナジーに関する打ち合わせ（5 月 24 日）



パナマ研究会（6 月 1 日）



第 6 回適正技術フォーラム（6 月 2 日）



ルワンダ水道に関する打ち合わせ（6 月 4 日）



環境省アジア水環境スキームの打ち合わせ（6 月 25 日）



JICA 開発大学院連携打ち合わせ（水道分野）



アフリカのきれいな街にための中核人材育成プログラム打ち合わせ



JICA 廃棄物管理技術コース研修（7 月 2 日）
113
111



玉城町との連携（7 月 10 日）



APEX との連携打ち合わせ（7 月 11 日）



玉城町との協定（7 月 22 日）



日立、イデア、OEC とのフィジー下水処理に関する打ち合わせ（8 月 6 日）



ダッカ市の廃棄物発電打ち合わせ（8 月 23 日）



環境政策（アジア開発銀行（8 月 30 日）



大栄産業と環境省とインドネシアの浄化槽に関する打ち合わせ（9 月 4 日）



適正技術フォーラム（9 月 7 日）



アジア水環境ビジネスへの技術協力（9 月 10 日）



ワールド・ビジョン・ジャパンとの打ち合わせ（9 月 30 日）



水道分野の国際協力（JICWELS）
（10 月 2 日）



バングラデシュ政府受入（10 月 29 日）



東京都と大学との SDGs との協力（11 月 5 日）



公衆衛生分野における下水道の意義（JICA）（11 月 6 日）



バングラデシュ保健大臣意見交換（11 月 26 日）



バングラデシュ自治大臣ウエストエナジーに関する意見交換（12 月 3 日）



日立とのアジア水環境ビジネス打ち合わせ（12 月 4 日）



学内の SGDs 推進連絡会 準備打ち合わせ（12 月 11 日）



大栄産業と打ち合わせ（12 月 13 日）



我が国循環産業の海外展開事業化促進業務（環境省）
（12 月 17 日）



SGDs 推進連絡会議（12 月 18 日）



アジア水環境打ち合わせ（12 月 24 日）



JICWELS の水道委員会（1 月 8 日）

② 「三重県度会郡玉城町との包括連携協定の締結」
2019 年７月 22 日、三重県度会郡玉城町と国際共生社会研究センターは、地域の活性化
や人材育成や、アジアやアフリカなどの海外の大学と研究推進のための包括・学術協定を
締結してきました。国内では玉城町が初めての協定先となり、主に「学習・研究のための
交流」
「共同研究プロジェクトの実施」について連携をおこない、SDGs 達成に向けた活動
を実施いたします。教育と人材育成の面では、2019 年春に、東洋大学の留学生５名が玉城
町の農家にインターンシップに参加し、留学生から玉城町や地域が抱える問題について議
論を行った。地方が抱えている産業の持続的な経営運営の手法や、外国人移住に人口減の
抑制などについても議論を行い、官学連携で問題に取り組んだ。2019 年９月には当センタ
ーリサーチアシスタントの学生も玉城町にて、インターンシップに参加し、住民との地域
活性に関する議論を行いました。またその活動について三重県のテレビで放送されました。
今後当センターは、玉城町が抱える優先度が高い問題解決に向けて貢献し、同様の問題を
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抱える他の国内の市町村にも活動を広げていきたいと思う。
その他：ワールド・ビジョン・ジャパンとのワークショップ
3.

各研究員の研究テーマ

 金子彰 客員研究員：
「都市と複合した交通インフラ開発による新たな国際貢献方策の研究」
 松行輝昌 客員研究員：
「アジア・アフリカにおけるソーシャルビジネスの比較制度分析」


Md. Mafizur Rahman 客員研究員：
「バングラデシュにおける水供給に関する研究」

 井上常史 客員研究員：
「ASEAN 地域を中心とした廃棄物環境問題の研究」


Pierre Flamand 客員研究員：
「開発途上国における汚泥収集の最適化に関する研究ーベトナムの腐敗槽を中心に」

 村上淑子 客員研究員：
「水供給施設の普及が河川水質に与える影響についての研究」
 薗畠ひとみ リサーチアシスタント：
「熱帯地域における媒介動物の感染のモデル化に関する研究ー廃棄物との関係を中心に
ー」
薗畠リサーチアシスタントは、熱帯地域における媒介動物の感染のモデル化に関する研
究を行っている。以下は次頁における報告書の要約である。
世界保健機関(WHO)は、媒介動物感染症対策には基礎・応用研究が不可欠で 2022 年ま
での行動計画の中でも分野横断的な活動が必要であるとしている。媒介動物感染症に関し
ては、それぞれの分野で研究・開発が進められてきた対策の知見をレビューし、これまで
実務・経験ベースで行われてきた環境と健康の分野を統合した研究の必要性は認識されて
いるものの、実績は少ないのが現状である。
薗畠氏は 9 月 14 日から 15 日にかけて、Eduardo Herrera（パナマ首都廃棄物庁、廃棄
物処理実務家)と研究打ち合わせを実施した。Eduardo 氏は国際共生社会研究センターのプ
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ロジェクト「パナマ共和国における SDGs 達成に向けた廃棄物処理と感染症の減少」の海
外研究協力者である。薗畠氏は、2015 年 9 月から 2019 年 1 月まで青年海外協力隊員とし
てパナマ共和国派遣されており、現地でのカウンターパートである。研究打ち合わせでは、
下記の６つの事項について行った。①今年の６月に変わったパナマ共和国の新しい政権や
大統領及び新しい長官の情報共有。②パナマ首都廃棄物庁の新しい政策方針や行政組織体
制の情報共有。③来年度パナマに渡航する日程の調整。④廃棄物処理及び埋立処分場への
立ち入りの手続きとプロセスの確認。⑤聞き取り調査に関する内容の照らし合わせ及び依
頼プロセスの確認。⑥感染症（デング感染者）及び気象のデータ（過去 3 年間の気温・降
雨量）の取得方法に関する相談を実施した。
 Hamza リサーチアシスタント：
「モロッコ都市部における廃棄物コンポスト化の費用便益分析にする妥当性の検討」
Hamza リサーチアシスタントは、モロッコ都市部における廃棄物コンポスト化の費用便
益分析にする妥当性に関する研究を実施している。以下は次頁における報告書の要約であ
る。
開発途上国における固形廃棄物管理は困難であり、多くの要因が関係している。実際、
ほとんどの開発途上国 (特に都市部) は貧困や相対的な人口増加を経験しており、環境目
的のための資金が不足している。選択される技術、つまり適正な技術は、同時に、効果的
で、社会的に受け入れられ、さらに低コストでなければならない。その結果、固形廃棄物
の処理方法の中には、その比較的経済的に妥当なものを普及する必要があるが、実際には
まだ成功していないものが多い。
Hamza 氏の研究の方法論は、3 つの主要な柱を考慮した数学モデルに基づいている: (1)
堆肥需要の推定、 (2) 堆肥の供給または生産、および (3) それらの動態と相互作用の解析
である。開発したモデルを試験する目的で現地調査を行う。
以上
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―廃棄物との関係を中心に
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RA

博士後期課程
薗畠

ひとみ

A Study on Modeling Infection from Vectors in the Tropics
– Focus on the Relationship with Waste

Environmental management and vector control

1. これまでの研究
世界保健機関(WHO)は、Global vector control

の重要性は記入されているが、固形廃棄物に関し

response 2017-2030 の中で、媒介動物感染症対

ては明確に記載されていない。このように、廃棄

策には基礎・応用研究が不可欠で 2022 年までの

物処理と蚊の発生の関係にまで踏み込んだ先行

行動計画の中でも分野横断的な活動が必要であ

研究はほとんどなされていないのが現状である。

るとしている。媒介動物感染症に関しては、それ

筆者は、2015 年 9 月から 2018 年 1 月まで青年

ぞれの分野で研究・開発が進められてきた対策の

海外協力隊員(環境教育職)としてパナマ共和国

知見をレビューし、これまで実務・経験ベースで

に派遣時に次の研究を実施した。「熱帯地域にお

行われてきた環境と健康の分野を統合した研究

ける廃棄物起因のベクター発生対策に関する研

の必要性は認識されているものの、実績は少ない

究―パナマのデング熱とジカウイルス感染症を

のが現状である。

中心に―(2018 年 11 月、国際開発学会で発表)」

例を挙げると、Mofareh Saeed Ali Alshehr

の研究では、蚊の発生源に廃棄物がどのくらい影

(2013)は、サウジアラビアの８年間のデータをも

響しているのか調べるためにパナマ共和国の学

とに、気候要因（気温、相対湿度、降雨量）とデ

校で発生源調査の聞き取り調査を行った。聞き取

ング熱患者数と蚊の密度を分析した論文である。

り調査の内容は、１.蚊の生息密度（5 段階）2. 蚊

蚊密度と気温と相対湿度の気候要因の間に強い

の潜在的発生源（18 項目）の有無等である。両者

相関があることが示唆されている。更にデング熱

のデータをクロス集計し放置廃棄物がどの程度

の蔓延の原因をよりよく理解するためには、蚊の

蚊の発生に寄与しているかを比較分析した。

個体数密度による環境要因を分析する必要があ

聞き取り調査の結果、蚊の潜在的発生源（18 項

ると記述してある。Yoon Ling Cheong 他 (2013)

目）の中で人が集まる施設関連よりも廃棄物と関

は、マレーシアにおける気象条件と患者数を分析

連している放置廃棄物や飲料容器の方が蚊の発

した論文であり、人口密度の高い地域では、気温、

生源に影響があるという事が明らかになった。

降雨量、風速がすべてデング熱の伝播に影響し、

また、実態調査により住民が放置廃棄物から遠く

屋内繁殖環境以外にも、雨が溜まる場所（タイヤ

に住んでいるほど家に蚊が少ないという結果に

など）には蚊が繁殖すると唱えている。Moh Seng

なった。聞き取り調査と実態調査により廃棄物が

Chang,a 他が発表した Challenges and future

蚊の発生に影響を与えている事が明らかになっ

perspective for dengue vector control in the

た。この結果、家の周りにある廃棄物を撤去する

Western

事によって蚊の発生及び感染症を抑制できる可

Pacific

Region(2011) で は 、
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能性を示す事ができた。

ターゲットになっている可能性がある。この 2
つの蚊と廃棄物の関係を明らかにすることで蚊
対策がより明確になり、感染症を防ぐ提案がで
きるのではないかと考える。
表１ パナマのデング熱とジカウイルス患者数
と人口比による感染率（パナマ保健省の資料か
ら作成 2018 年 4 月現在）
パナマ
患者数
(人)

人口

感染率

（人）

デング熱

2014

5517

3903986

0.1413%

2015

3347

3969249

0.0843%

2．現在の研究の進捗

2016

3327

4030119

0.0826%

（1） 背景と目的

2017

3740

4098000

0.0913%

2018

1101

4154700

0.0265%

2015

39

3969249

0.0010%

2016

771

4030119

0.0191%

2017

457

4098000

0.0112%

2018

32

4154700

0.0008%

図 1 発生源調査の結果（筆者作成）

米研究対象地域であるパナマ共和国では、人
ジカウイルス

口増加と経済成長に伴いパナマシティの廃棄物
処理の問題は深刻化している。セロパタコン最
終処分場では、第１処分場後に積み上げられて
いる医療廃棄物の処理・浸出液の処理などの問
題が山積みの状況である。市内では放置された
廃棄物が溢れており、蚊による媒介性疾患（デ
ング熱、チクングニア、ジカウイルス感染症）
が報告されている。パナマにおけるジカウイル
ス感染症患者は急激に増加傾向にある。デング
熱のパナマ政府により正確に検査された過去 26
年の患者数は 67,837 人にも上っており、過去 5
年間の患者数の平均は年間 3,406 人となる。慢
性的に患者がいる状況である。パナマ共和国
は、デング熱とジカウイルス感染症の媒介者で
あるヤブカ属のネッタイシマカとヒトスジシマ
カが生息している特殊な土地である。ネッタイ
シマカは屋内に住むことを好みヒトの嗜好性が
強く密度が高い為大規模な流行に繋がる要素が

写真 1 パナマ首都廃棄物庁による啓発用の写

ある。一方、ヒトスジシマカは野外を好み活動
し、ヒトだけではなく鳥類・両性類などさまざ

真

まな動物種を吸血する。放置廃棄物に群がる鳥

（2） 対象地域
本研究においては、WHO によりジカウィルス感

や、ごみを捨てに来た住民などがこれらの蚊の
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物理的防除（明るい服の着用や網戸）

染症の最も危険地域とされているパナマ共和国
を対象とする。現地基礎調査および現地社会詳細

③ボウフラ対策・発生源の除去

調査を行う対象地域としては、同国の中でも感染

④薬剤駆除・メダカなどの生き物での駆除

者が集中している首都パナマ市周辺地域を設定
する。調査地は、パナマ市中心部から約 25 キロ離
れた国立トクメン国際空港周辺に立地し、中級住
宅地ではあるがデング熱とジカウィルス感染症
の患者数が多いトクメン地域を設定した。

図 2 蚊（ヤブ蚊種）のフロー図（筆者作成）
廃棄物を撤去することで蚊の予防できるのでは
ないかという筆者の仮説（△の箇所）
❶ヤブ蚊種は基本的に 2-3ｍｍの水たまりに卵を
産む事が可能でありペットボトルのキャップや
写真２ トクメン地域の写真（筆者撮影）

空き缶等に産卵した後で万が一水が乾いたとし
ても再び雨などの水が得られるまで生き続ける
事ができる。
❷蚊は吸血するための一つの手段として二酸化
炭素に近づく習性がある為、二酸化炭素を発生す
る放置廃棄物などに向かって飛んで行き近くに
いる人を刺すのではないか。
写真 4 ネッタイシマカのボウフラ（筆者撮影）
(3) 調査打ち合わせ

写真３ トクメン地域の写真（筆者撮影）
(3) 蚊と廃棄物の関係
図１を見て分かるように私たちの生活では下
記のように、蚊予防の為にいくつかの対策が行わ
れている。
蚊予防方法（〇の箇所）
①蚊が嫌がる匂い（取り線香、柑橘系の香料）
②薬剤防除（蚊よけのスプレーなど）

今後の調査に向けて 9 月 14 日から 15 日にかけ
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2019 年

て 、 福 岡 県 北 九 州 市 に 来 日 中 だ っ た Eduardo
Herrera（パナマ首都廃棄物庁、廃棄物処理実務
家)と研究打ち合わせを実施した。Eduardo 氏は国
際共生社会研究センターのプロジェクト「パナマ

2020 年

共和国における SDGs 達成に向けた廃棄物処理と
感染症の減少」の海外研究協力者である。また、
私が 2015 年 9 月から 2019 年 1 月まで青年海外協
力隊員としてパナマ共和国派遣時のカウンター

2021 年

パートであり、ともに活動を行ってきた仲間であ
る。研究打ち合わせでは、下記の６つの事項につ

*気象起因のデータを元に雨量が
固形廃棄物へ蓄積する量と継続時
間を分析
*データ分析
第１回査読発表提出予定
*蚊の個体数密度の計測に関する
計画立案
*予備実験を実施
*パナマのフィールド調査にて蚊
の個体数密度の計測を実施
*第２回査読発表提出予定
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management (Furedy,2002).
1. Background and current state

In this regard, many fingers are pointed

Many factors render solid waste management in

towards poor plant design or towards low

developing countries a challenging endeavor. As

compost demand as a potential inhibitor for

a matter of fact, most developing countries -

sales and thus to the feasibility of composting in

especially in their urban areas- experience

these conditions. which lead us to investigate

poverty, a relative population boom and in most

the dynamics of supply and demand for solid

cases,

waste composting hence the focus of this

there

is

a

lack

of

funding

for

environmental purposes. Thus, the techniques

research.

and technologies opted for in this practice must

A previous diagnosis done in the field of solid

be at the same time effective, socially accepted

waste composting in Morocco revealed that the

and less costly in order to be adopted. As a

current state of the composting industry in most

result, some solid waste treatment methods rise

urban areas in Morocco remains rudimentary.

in theoretical priority given their relatively

With several inhibitors to the development of a

“cheap” features but still can’t find practical

composting industry that will undeniably bring

success.

about benefit in more than one aspect, the

In this regard, composting, if it is properly

underperformance of most composting plants is

designed and managed can offer many favorable

mostly due to the fact that there is no thorough

opportunities

waste

analysis done on compost supply-demand as

management sector, but also to the agricultural

well as most composting plants being run in a

sector in developing countries as it can help

sub-optimal way to say the least.

not

only

for

the

reduce the volume of landfilled waste (Drechsel
and Kunze, 2001)

2. Problem analysis

Composting as a solid waste management tool

The previous composting experience in Morocco

can even act as a development leverage

have let a lot to be desired as most ended up in

developing countries as it reaches out to several

despite

SDG’s. But despite all that, most of the plants

theoretically. And it is not a case limited to

that worked out in Africa were only small-scale

Moroccan reality but in many developing

and often short-lived initiatives without any

countries, African composting success stories in

major

general are limited to small and often short-

impact

on

the

municipal

waste
121

all

promise

showed

by

compost

lived initiatives without any major impact on

4. Hypothesis

the municipal waste management. As a matter

This research’s hypothesis suggests that there

of fact, over the last few decades, many small-

is a correlation between compost demand

scale units saw the light in the area of Rabat in

fluctuation and stockyard size, the more

Morocco but most of them were on a minor or

fluctuation there is in demand the more costs

experimental scale and ended up not last for a

which affects compost prices and consequently

long time. On top of that, since the composting

reflects on demand.

market is not very developed it is quite hard to

This cycle contributed to making compost not

estimate compost demand and its eventual costs

adopted by farmers and it could be broken

in the market. Which leads us to wonder

through thorough analysis of supply-demand.

whether compost is feasible in a developing
country environmental such as the Moroccan

5. Methodology

one, and whether there even is demand for

This research’s methodology will be revolving

compost as product in that specific situation or

upon a mathematical model that takes into

not.

account three major pillars: (1) the estimation

3. Objective of the study

of compost demand, (2) compost supply or

The main objective of this study is to

production and (3) an analysis of their dynamics

examine and analyze solid waste compost

and interactions. A field survey will be

supply and demand and develop a model that

conducted with the purpose of testing the

aims to optimize composting plants based on

developed model.

supply-demand dynamics.
5.1. Compost demand

In order for this main objective to be
achieved, it will be subdivided into several sub-

Compost potential demand will be estimated

objectives:

through agriculture farmland availability and

 Develop a model to estimate compost

crop calendars and effective demand will be

potential and actual demand through

estimated

local agricultural situation as well as

actualization coefficient through the analysis of

farmers willingness to use/pay and also

farmers willingness to pay, and their ability for

with

the

introduction

an

their ability to pay for compost.
 Estimate potential and optimal compost
supply and study the dynamics between
supply and demand (with a focus on
demand fluctuation’s impact on cost and
thus on compost prices).
 Develop a demand-supply based model to
decide the optimal size of final product
(compost) stockyard and plant size.

Figure 1: different potential cases for Willingness and
ability to pay for compost.
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compost

“Potential standard

Ability to pay is related to people’s financial

demand”.

demand” and “actual

situation, including their income and access to

We refer to Potential Standard Demand

credit. It may also be related to seasonal flow of

(PSD) as the amount of compost to be used if the

finance, or even decision-making power. Ability

usual application* rates per crops were applied

to pay is a relatively fixed figure, although

and 100% of the arable farmlands in the area

providing credit or flexible terms of payment

applied compost.

can

The methodology for estimating Compost

increase

it.

It

represents

the

max

Potential Demand is based on three aspects:

achievable value from advertising
Willingness to pay is a more flexible concept, as

1.

it is partly dependent on priorities and

Crop inventory: all the crops that are planted
in the area of are listed

perceptions. It reflects the appreciation for a

2.

Crop calendar:

taking into consideration the

product rather than a real market price.

planting and harvesting periods of all the

Willingness to pay can increase through

inventoried crops, all the crops that area planted

education but can also be damaged by bad

during same month in the study area are listed

reputation (marketing cost).

in alphabetical and attributed an integer number

Many reasons relate to quality concerns,

starting from 1.

competition

with

other

products

and

3.

stigmatization of waste-derived compost. Since

Compost application rates: for each crop the
application rate of compost differs.

these factors affect people’s willingness to

We suppose that farmers start purchasing

purchase compost, they need to be well

compost one month before planting periods and

understood and tackled through marketing.

thus demand for the month j is calculated based

These concepts will help distinguish whether

on the crops to be planted in the month.

there will be potential profit or loss based on
different cases as can be seen in the figure 1

5.2. Compost supply

below.

Solid waste compost supply refers to the total

Different farmer categories and different local

production of compost in the considered area.

situations can be affiliated to one of the four

The actual compost supply is the addition of all

cases, for example large farmers in a context

composting plant production rates but the

with high advertising will most likely be in the

potential supply will be decided through an

“Case 1”, and in case 2 if adverting is very low.

analysis of MSW generation rates as well as

While small farmers are most likely to be in case

collection

3 and medium farmers in Case 4.

consideration of transformation that occur to

Estimating compost demand is a critical step

waste in terms of weigh and volume before it

when it comes to quantify compost sales and

becomes compost.

and

separations

rates

with

a

thus the benefits of B/C Analysis of the
composting plant.

5.3. Supply demand dynamics

In this research we differentiate between two

Once supply and demand are estimated, we a

different

factor that will how much of the supply is

types

of

demand

for

compost:
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actually met, a Compost Supply Factor (CSF),

“Oum Azza” and is currently receiving green

CSF is defined as the actual supply divided by

and municipal waste from more than 2 500 000

potential standard demand for compost.

people

A second index that will be important in this

communes :Rabat, Salé, Bouknadel, Temara,

analysis is the Compost Fluctuation Factor

skhirate, harhoura, Ain aouda, Mers el kheir, Al

(CFF). The idea for this coefficient was inspired

manzeh, Ain attig, Sebbah, Sidi yahya zaer and

by Gini’s coefficient and it will be used to

Oum Azza.

living

in

13

different

nearby

quantify the magnitude of fluctuation in terms
7. Research Schedule and future plans

of demand and study its effect on the optimum
plant size and on the stockyard necessary

Time frame
objective and
methodology
fine tuning
literature
review
model design
and
development
field survey

surface.
This index will be utilized to find out how to
maximize

compost

supply

factor

with

consideration of constraints such as cost,
storage and plant size.
6.

S1

vacation

S2 vacation S3 vacation S4

S5

Model testing

Study Area

The developed model will be tested in the area

additional data
collection

of Rabat, Morocco. The study area has a natural

data analysis

vocation to produce a wide range of agricultural

thesis write up
oral presentation for conference

products. especially cereals.
As shown in Figure 2 below, the area of study

submission of refreed paper

8. Notes and References

includes all the communes and prefectures
currently supplying the sanitary Landfill of

1. Drechsel, P., Kunze, D. (Eds.), 2001.

Rabat which counts for a total surface of

Waste Composting for Urban and Peri-

958,000 Ha. The landfill is located in the site of

urban Agriculture– Closing the Rural–
Urban Nutrient Cycle in sub-Saharan
Africa. IWMI/FAO/CABI, Wallingford
Oxon, UK.
2. Furedy, 2002,C. Furedy,2002. Organic
waste at low-cost. Dilemmas of a
transition period, Urban Agriculture
Magazine, 6 (2002), pp. 38-39
.

Figure 2: area of study (source: Google Maps 2019)
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125

126

１．活動概要

127

128

2019 年度国際共生社会研究センター 活動概要

活動概要

アフリカ地域における

インクルーシブな開発に向けた分野横断的研究
国際共生社会研究センター テーマコーディネーター
（インクルーシブ・アフリカ）
大学院国際学研究科（国際学部）准教授
志摩 憲寿
1.

研究のねらい
アフリカの現在の姿をどう読めばよいのだろうか？

近年の比較的好調な経済成長や活

発な民間投資の動向をふまえた楽観的な見方がある一方、例えば、国連ハビタットがあげ
る世界で最も不平等な 5 都市には、ヨハネスブルグ、アジスアベバ、ナイロビというアフ
リカ 3 都市が含まれるなど格差の拡大も懸念される状況にもある。
このようなアフリカの現状をふまえつつ、アフリカの将来をどう考えればよいだろう
か？ その答えは 2 点に集約されよう。まず第一は、個別分野ではなく分野横断的にアプ
ローチすること、第二は机上の理論ではなく現場の知恵から解を見いだすことであろう。
もちろん、分野横断的かつ現場からのアプローチの重要性は既に多くで指摘されている
が、その実践となるとあまり例を見ない。本センターにおけるアフリカ研究では、その第
一歩として、開発、貧困、国際関係、水、衛生、高等教育、都市計画・まちづくりを専門
とする研究員が中心となり、アフリカ現地調査に主軸を置きつつ、インクルーシブな開発
に向けた分野横断的かつ実証的な研究を進めてゆくこととしたい。
2.

昨年度までの活動
過年度までの活動では、研究員の個別研究と共に、東洋大学にて国際ワークショップ

「Sustainable Development and International Contribution for African Countries」
（2016 年 1 月 8 日、於：東洋大学）
、国際シンポジウム「Development and Environment
in Africa: Human Resource Development on Technology and Society」
（2016 年 11 月 11
日、写真 1）
、国際ワークショップ「Toward International Collaborative Research between
JKUAT and TOYO」
（2016 年 11 月 14 日）を開催した。
また、ジョモ・ケニヤッタ農工大学との学術協定に基づき、現地ケニア・ナマンガ郊外
のマサイ・コミュニティでの共同研究を行い、その成果をセンター書籍「持続可能な開発
目標と国際貢献：フィールドから見た SDGs」などにおいて発表した。国際ワークショップ
「アフリカ地域の持続可能な開発目標の達成に向けて」
（2017 年 2 月 21 日、於：ジョモ・
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ケニヤッタ農工大学）では、ジョモ・ケニヤッタ農工大学の研究者に加え、国際協力機構
AFRICA-ai-JAPAN Project の専門家らも交えて係る議論を交わした。続く国際ワークショ
ップ「What can we do for sustainable Development? Sharing experiences between
Kenya and Japan」
（2017 年 6 月 24 日〜25 日、於：ジョモ・ケニヤッタ農工大学）には、
ジョモ・ケニヤッタ農工大学と東洋大学の学生 25 名が共同でフィールドワークを行い、そ
の成果を「Student Agenda for JKUAT-TOYO Collaboration」
（図 1）としてまとめるなど、
研究拠点の形成に向けた協力体制が強化された。さらに、大学院国際地域学専攻修了生 Ole
Rumpe Lekakeny 氏の調整の下、キルゴリスにおいてマサイ集落の構成原理などを調査す
る機会を得るなど、修了生を核とした研究拠点の可能性も開かれた。
昨年度は、地理学や文化人類学、まちづくりの専門家を研究員に迎えて研究体制を拡充
し、テーマである「インクルーシブな開発」について現地調査等から見えてきた各分野か
らの論点を深化させた。その研究成果から、「ローカル」「グローバル」という異なるスケ
ールにおけるインクルーシブな開発が求められており、両者はしばしば二項対立的な状況
を生み出しうるが、空間的多元性を有する諸課題は必然的に共振しており、同時並行的に
取り組まねばならないことを確認し、欧米主導型のトップダウン的アプローチの限界と当
該社会に対する構造的理解に基づくボトムアップ的アプローチの有効性を指摘した。
3.

本年度の活動
本年度はこれまでの研究活動を総括的にすることに力点を置いた。

(1) 原子力災害の復興政策に関する研究：福島事故とチェルノブイリ事故（藤本典嗣）
本研究では、レベル 7 に達した事故の起こったチェルノブイリ（ウクライナ）と福島、
さらに、これから原子力発電所建設予定のあるエジプトを対象として、前 2 者について事
故後の復興状況や復興政策に焦点を当て、また、後者は建設の進捗状況と地域経済的課題
を明らかにすることをねらった。まず、福島の場合、避難区域を狭くさせた一方、チェル
ノブイリではウクライナ・ベラルーシ・ロシアに渡る広い避難区域が設定され、多くの避
難民を出したことは「社会主義（計画経済）と民主主義（市場経済）」「土地が広いか狭い
か」「交通網の整備状況」「コミュニティの結束力の強弱」といった社会・文化・自然的な
要因から説明することは難しく、むしろ、国民経済規模や一人当たり所得水準などから説
明可能であることを指摘した。その一方、エジプトの小都市ダバで、ロシアが供給する原
子炉を用いた原子力発電所の建設の状況を報じ、フードデザートなどをキーワードとした
今後の実践的な復興手段に関する研究に向けた論点を整理した。
(2) アフリカにおけるジェンダーの役割の変容：ケニア牧畜社会を事例に（中村香子）
本研究では、
「ジェンダー不平等」が社会・文化の構造に埋め込まれたケニア北中部の牧
畜民サンブルの社会を事例として、女性の開発やジェンダー平等を目指す動きがどのよう
に展開しているのか、その変容の動態を明らかにすることをねらったものである。本年度
の研究においては、主として既婚女性と既婚男性を対象としたインタビュー調査から今後
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の研究の展開に向けた基礎的データを収集した。英語の知識の殆どない長老からも「ジェ
ンダー・イクオリティ」という発言も聞かれるなど、限られた事例ながらもジェンダー平
等という概念が社会的に膾炙しつつある様子が描かれた。
(3) アフリカと北欧における教育・研究パートナーシップに関する研究（花田真吾）
本研究では「高等教育の教育・研究パートナーシップが目指すインクルーシブな開発と
は、連携する当事者である大学関係者や学生などのステークホルダーに限らず、周辺領域
にまで広く恩恵を行き渡らせることをねらうものである」という認識の下、研究の問いを
「先進国と開発途上国の高等教育における教育・研究パートナシップにおいてどのような
知の連携が行われているのか」という点に置いてきた。本年度は代表的な取り組みとして
SENUPH（The South Ethiopia Network of Universities in Public Health）に着目し、そ
の現状を整理し、課題と展望を整理した。SENUPH に見られる工夫として、連携のオーナ
ーシップの明確化、パートナーシップ大学の学術的な文化の相違に対する対応、地元大学
の自立化を阻害しない仕組み、両大学に存在する相互利益などを指摘した。
(4) アフリカ・アジアにおけるインフォーマルな都市化に関する研究（小野悠）
本研究は「インフォーマル市街地におけるパブリックスペースがどのように形成され、
管理・運営されているのか、また、そのようなマネジメント機能がいかなる住民間の社会
的関係性の中で生成・進化してきたのか」という問いを置き、昨年度のナイロビのムクル・
クワ・ンジェンガ地区に続き、本年度はルワンダのキガリ市内西部の斜面地に立地する「ニ
ャカバンダ」と呼ばれる未計画居住地において現地調査を実施した。官製の住民管理組織
「ウムドゥグドゥ」が一定程度自由に使途を決定できる政府予算「ウブデ」の存在や「ウ
ムガンダ」と呼ばれるコミュニティワークの制度化をはじめとする行政の役割の一方で、
コミュニティがリーダーを中心としてそのような予算や制度を活用している状況が見られ
た。また、土地所有者が自己の資産価値を保護・向上させることを意識するなど市場が機
能することで居住環境改善のインセンティブが働いていることも確認した。本年度の研究
を通じて行政・コミュニティ・市場が相互補完的に機能することによる居住環境改善のメ
カニズムを実証的に明らかにした。
(5) アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開に関する研究（志摩憲寿）
本研究は、近代都市計画の限界を克服し得る都市計画のありようを考えるにあたり、ア
ジア・アフリカ地域のインフォーマル市街地における「まちづくり」の事例に着目し、そ
の展開可能性を探ることを目的としている。最終年度にあたる本年度は、研究地域をアフ
リカ地域に限らず、アジア地域、ラテンアメリカ地域にも拡大し、特にこれまでの研究に
おいて焦点を当ててきたインフォーマル市街地のまちづくりと近代都市計画との接点につ
いて論じた。本年度の研究を通じて、近代都市計画上の諸課題が顕在化しているスラムに
おいて、その形成と拡大は近代都市計画の機能不全に依るところが大きいということでも
あり、とりわけ、この機能不全にあたる部分に対しては、弁証法的ながら、根底的には、
近代都市計画の枠組みを外した視点が求められることを長期的な視点として再度確認した。
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4.

最終年度に向けて：インクルーシブな開発に向けた論点
本年度まで継続してきた研究は、ジョモ・ケニヤッタ農工大学や本専攻修了生をはじめ

とする現地協力者との間の良好な関係性の下でこそ実現したことをまずは謝したい。
アフリカ地域におけるインクルーシブな開発の実現に向けた課題は、本テーマの研究員
による研究成果からも読み取れるように極めて重層的に存在しており、それが故に一つ一
つ丁寧に読み解く必要があることが実証的に明らかになってきた。昨年度指摘した「ロー
カル」
「グローバル」という異なるスケールにおけるインクルーシブな開発、欧米主導型の
トップダウン的アプローチの限界とボトムアップ的アプローチの有効性は、本年度の研究
成果にも見えがくれしている。
最後に写真 1 をご覧いただきたい。この写真はジャカルタと東京の密集市街地であるが、
両者は社会経済的背景も異なることから、例えば、経済学的な立場をとるならば両者には
異なるアプローチが求められるだろう。しかしながら、物的環境をみると「密集市街地」
という点で両者には共通する側面が多く、一見すると「対岸の火事」と思われるような課
題にも視点を変えると共通性を見出せる。したがって、
「先進国 vs 途上国」に代表される
構造主義的な見方ではなく、分野横断的に課題を転回することで共通したアプローチが有
効たらしめ得ること再度確認しておきたい。
本テーマにおける研究活動は、アフリカという地域を中心に進めてきたが、持続可能な
開発目標（SDGs）を中心に据えた来年度以降の研究では、これまでの研究活動における分
野横断的な視点をふまえつつ、SDGs に向けた道程をより実践的に描いてゆくこととしたい。

写真 1 課題の共有に向けて：ジャカルタと東京の密集市街地
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アジア・アフリカ・ラテンアメリカ地域における
「まちづくり」の展開に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）准教授
志摩

憲寿

A Study on Machizukuri-based Urban Planning in Asia, Africa and Latin America
2. 空間的・時間的射程を広げて見たインフォー

1. はじめに
急速な都市化の進むアジア・アフリカ地域では、
多くの場合、旧宗主国に由来する近代都市計画は

マル市街地の問題：スラムの居住環境問題を
中心として

事実上機能不全に陥っており、スラム等のインフ

スラムの居住環境改善策をめぐっては、KIP を

ォーマル市街地の形成と拡大が続いている。しか

嚆矢とするオンサイト型の居住環境改善が進め

しながら、近代都市計画の軛を外してこうしたイ

られ、かつ、それは 1980 年代より活発化する居

ンフォーマル市街地を改めて眺めると、こうした

住運動とも重なり、大きな流れを形成している。

「手づくりのまち」という空間は、家族、生活、

また、マハーラーシュトラ州の PPP を取り入れ

仕事、教育といったコミュニティにおける人々の

た「スラム改善スキーム」に象徴されるような住

生活が現れた空間であり、人々の営み、とりわけ、

宅の市場化も進んでおり、こうした一連の動きの

こうした空間を改善しようとする営みは、フォー

中で政府の役割が弱まったように思われる。しか

マルな市街地において近代都市計画とその基礎

しながら、とりわけ 1990 年代以降、例えば、フ

を成す近代的土地所有権とが想定する「土地所有

ィリピンでは地方政府法（1991 年）
、インドでは

権の確定→都市マスタープランの確定→都市計

第 73 次憲法改正（1992 年）を嚆矢として、世界

画規制の確定→計画・建築許可→開発→居住」と

銀行が「ビックバン」と評するほど急進的であっ

いう一意的かつ単線的なプロセスではなく、まち

たインドネシアの 1999 年地方分権化 2 法をはじ

づくりのプロセスでは、行きつ戻りつを繰り返し

めとして、アジア諸国で進められた地方分権化に

ながら「コミュニティ・ガバナンス」が漸進的に

対応する形で、2000 年代初頭から地方自治体の

展開してゆく。このようなまちづくりのプロセス

役割に期待が寄せられている。例えば、国連ハビ

にこそ、近代都市計画の限界を克服し得る、アジ

タットは「City-Wide Slum Upgrading (CWSU)」

ア・アフリカ地域における都市計画のありようを

として、スラム地区における個別的なプロジェク

1)

見出すことができるのではなかろうか 。

トの繰り返しではなく、自治体全域を対象とした
プログラムとして実施することを強調している。

最終年度にあたる本年度は、研究地域をアフリ
カ地域に限らず、アジア地域、ラテンアメリカ地

ここでは、スラムの居住環境改善策における空間

域にも拡大し、本稿では、特にこれまでの研究に

的・時間的な射程を広げることが求められ、これ

おいて焦点を当ててきたインフォーマル市街地

は既存の諸方策が、多くの場合、スラム地区にお

のまちづくりと近代都市計画との接点について

ける個別的なプロジェクトとして実施されてき

論じることとしたい。

たのに対して、CWSU のようなアプローチは空間
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施設、電気といった基本的なインフラは広く整備

的・時間的に広い視野を必要とする。
それでは、どのような視点が求められるのだろ

されていないことが多く、しばしば上水や電気な

うか。筆者の限られた経験からではあるが論点を

どを「借用する」スラム住民からすると、郊外の

素描してみたい。

スラムでは居住環境の劣悪化を招きかねない。こ

まず第一に、当該国・都市全体の経済成長、す

のあたりを視野に入れつつ動いている国の一つ

なわち、経済全体のパイの拡大、と共に、スラム

はインドネシアであろう。ミレニアム開発目標に

の居住環境も部分的かつ漸進的ではあるが改善

同調しつつ、ジョコ政権下でスラムの居住環境改

され得るということであろう。筆者自身、15 年以

善に力を注ぎ、JICA の支援の下で実施されてい

上通っているインドネシアで、久しぶりに尋ねた

る 「 Regency

カンポンは、おしなべて「綺麗になった」という

Development (RSID)」はインドネシアにおける

印象を受けることが多いし、実際、そこで聞くと、

スラムの居住環境改善策の柱の一つを成してい

近年、居住環境改善事業が実施された訳ではない

る。同事業は大都市郊外と地方都市を対象として、

という声を耳にする。また、例えば、ネパール・

有効な都市計画を策定して戦略的にインフラを

ポカラの中心市街地にほど近いスクオッター地

整備し、スラムの形成と拡大を防ぐことを目的と

区では、大きなインフラ整備事業などは実施され

しており、策定すべき都市計画においては、郊外

てこなかったが、この 20 年の間に居住環境が改

などに新たなスラムが形成されないよう市街地

善され、今では下町的な心地よさすら感じる。

の拡大をコントロールすること、日本で言うとこ

Settlement

Infrastructure

こうしてみると、経済全体のパイの拡大に伴っ

ろの「線引き」を導入しようとしており、既に水

て何が改善され得るのか、まずは分析する必要が

面下で検討が始まっているという。概して、アジ

あるだろう。必定、続く居住環境改善の取り組み

ア・アフリカ・ラテンアメリカ諸国の都市計画は、

は、ここで改善され得ない部分に入ってゆくこと

各国内外の専門家らによって整備と改善の努力

になる。

が重ねられてきたこともあり、
（計画（plan）と実

また、都市全体で見ると、既存のスラムの居住

施（implementation）乖離という問題は別に置く

環境改善ですら満足に達成されていない状況に

としても）制度的にはかなり精緻なものになりつ

あっては、とりわけ自治体は、必然的に既存のス

つあるが、それが災いしてか、むしろ「全体」が

ラムへの対応に追われざるを得ない（但し、経済

見えにくくなっているという側面もある。インド

的な後進地域や農村からの移住者の過渡的な住

ネシアにおいても、土地利用規制の種別はかなり

まいとして、とりわけ経済成長の過程においては、

細かく（しばしば日本よりも細かく）分類されて

低廉な住宅を提供し得るスラムにも一定の役割

はいるものの、そもそも「どこまでを市街地とし

もあることから、全ての既存スラムの居住環境が

て整備してゆくのか？」という点は計画に明示的

直ちに改善されるべきとも論じない）。この前提

に示されていない。線引きをめぐっては日本にお

に立つと、新たなスラムの形成はできる限り抑え

いても厳しい経験があることは事実であるが、こ

ておきたいところであるが、ここでは空間的には、

の経験も活かしつつ、RSID が大きなうねりへと

とりわけ、郊外に焦点を当てることとなろう。実

つながることを期待したい。

際、バンコクでは 1990 年代には既に都心よりも

無論、市街地の拡大をコントロールしたからと

郊外においてスラム地区数や居住人口が増加し

いってスラムの形成に歯止めがかかる訳ではな

ていることが指摘されている。しかしながら、都

い（そもそもコントロールが効く程度は極めて限

市の郊外では、
（ゲイテッド・コミュニティのよう

定的にならざるを得ないかもしれないが）。言う

な限定された市街地を除いては）上下水道や衛生

までもなく形成される市街地が一定の水準を保
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っておかねばならず、アジア諸国の郊外で劣悪な

スラムの形成と拡大の根底的要因の一つである

居住環境の民間による住宅分譲地もみられる。例

都市人口の増加を所与とした状況の中で今後も

えば、カンボジア・プノンペンでは、民間事業者

スラムの居住環境改善に取り組む必要があるが、

や個人による住宅分譲地の多くはインフラ未整

1960 年代より本格化する様々な改善策は、政府・

備のまま手渡されている。スラムということにな

コミュニティ・市場それぞれの役割を強調しつつ

ると言うまでもない状況にあるが、他方では、上

も、例えば、近年盛んに進められているテニュア・

述のような自治体による政策的優先度も考え合

セキュア・アプローチにしても、どのアプローチ

わせると、スラムを含む全ての市街地に対して直

をとっても王道とは言いがたく、したがって、各

ちにインフラをフルスペックで整備することは

スラム地区の現状に即しつつ居住環境の改善に

不可能あり、将来のある時点での整備あるいは漸

取り組んでゆくことが現実的なところであろう。

進的な整備が現実的な落としどころであろう。果

この中で、既存のアプローチに対して空間的・時

たして、このようなインフラの将来的な整備が可

間的に射程を広げたスラムの居住環境改善策は、

能であろうか。ここでは、
（予算の話は別としても）

地方分権化の進むアジア諸国においては、新たな

物理的にも不可能であることを強調しておきた

アプローチとして社会的にも期待が寄せられて

い。スラムがスラムたる所以でもあるのだが、住

いるところでもある。ここでは、経済全体のパイ

宅があまりに密集して建ち並ぶ状況にあっては

の拡大とそれに伴う漸進的居住環境改善を見据

上下水道等の管路を通すことができない住宅が

えつつ、都心をはじめとする既存のスラムにおい

少なからず存在しており、再び日本で言うところ

ては居住環境改善の取り組みを継続する一方で、

の「接道義務」が求められる。但し、将来的なイ

郊外を中心として新たなスラムの形成をいかに

ンフラ整備といっても技術で補える部分もある

抑えるかが課題となり得るが、まずは線引きのよ

かもしれない。しかしながら、基本的なインフラ

うな都市の拡大のコントロールと新たに形成さ

（上下水道や衛生施設）のうち、下水道や衛生施

れる市街地における接道義務の導入が大枠とし

設は技術的に固形化することができるだろうし

て求められるのではなかろうか。

（例えば、料理で用いた廃油を固化する製品も販

但し、第 2 章で描いたようなスラムの居住環境

売されている）
、電気もまた無線化し得るが（例え

改善の方向性は、「人が集まって住むことの弊害

ば、最新の携帯電話の充電器を思い出していただ

を除く」という近代都市計画における第一義的な

きたい）、上水道は将来的にも管路が必要である

課題をなぞっているようにも思われる。つまると

と言い、したがって、将来的にもインフラ整備の

ころ、スラムと呼ばれる市街地は、近代都市計画

ために接道が必要なのである。それでは、何メー

上の諸課題が顕在化している市街地であるとい

トルの道路に接するべきか、その議論はいったん

うことが改めて確認されるが、したがって、スラ

は置くとしても（筆者は技術的にも「居住の尊厳」

ムの形成と拡大は近代都市計画の機能不全に依

という点でも幅員 1 メートルが最低限度であると

るところが大きいということでもある。本稿では、

考えているが）
、この接道義務もまた上述の RSID

この機能不全にあたる部分のうち、とりわけ重要

では導入が検討されている。しかしながら、再び

な視点を描いてきたが、弁証法的な言い方にはな

日本の経験にも厳しさを含んでいることは事実

るが、スラムの居住環境改善に向けて、根底的に

である。

は、近代都市計画の枠組みを外した視点が求めら
れるということにもなろう。この点は長期的な視

3. おわりに

点として付記しておきたい。

アジア・アフリカ・ラテンアメリカ諸都市では、
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最後に 2 枚の写真をご覧いただきたい（写真 1）。

1 枚はジャカルタのカンポン、もう 1 枚は東京の

の問題：空間的・時間的な射程を広げて」
『UED
、

密集市街地である。実のところ、この写真をイン

レポート』
、2019 年夏号、pp.45-52

ドネシアの住宅専門家に見せたところ、下の写真
が東京であることに驚きを見せた。物的環境だけ
をとって見ると両者には多くの類似点が存在し
ているのである。スラムの居住環境改善策がどれ
も王道的アプローチとなり得ないのであれば、
（CWSU をはじめとする今日のアプローチとは
逆行する形であるかもしれないが）改めて物的環
境の改善に柱を置き直し、かつ、アジア諸国のス
ラムの問題は「対岸の火事」的な問題なのではな
く、日本においても見られるアジア共通の問題と
して解いてゆく、いわば「学び合い」であるとい
う認識の下で再構築することが根底的には求め
られるように思われる（前章において「日本の経
験の厳しさ」と書いた意味もここに置いている）
。
本稿における議論はあまりに楽観的であった
かもしれない。筆者が現地調査等で出会った（少
なくとも表面的には）楽観的に見えるスラムに住
まう皆さんから力を得ているのかもしれない。ま
た、本稿の一部は拙稿に加筆したものではあるが、
現地調査を重ねるたびに思うところが異なって
いることも事実である。（再び楽観的になること
をお許しいただけるのならば）スラムの居住環境
改善はまさにプロセスであることの証左なのか
もしれない。引き続き取り組む決意をここに改め
て表して筆を置くこととしたい。
補注
本稿の第 2 章〜第 3 章は文献 2)の内容を加筆・
修正したものである。
参考文献
1) 志摩憲寿・柏崎梢（2015）「『手づくりのまち』
の論理」、城所哲夫・志摩憲寿・柏崎梢（編著）
「アジア・アフリカの都市コミュニティ：
『手
づくりのまち』の形成論理とエンパワメントの
写真 1 ジャカルタと東京の密集市街地

実践」学芸出版社、pp.197-200
2) 志摩憲寿（2019）「アジア諸国におけるスラム
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Changes in gender roles in Africa: A case of Kenyan pastoral community
地位が年齢体系に沿って変化することを象徴す

1. 国際社会におけるアフリカ女性

アフリカ社会における女性の地位は、いまま

る儀礼のサイクルが存在することをとおして、人

さに転換の時を迎えている。国連は 2000 年の

びとの時間の感覚が秩序づけられていることも

ミレニアム開発目標を引き継いだ 2015 年の持

報告されている（e.g., Baxter and Almagor 1978）。

続可能な開発目標（SDGs）において「ジェンダ

東アフリカ牧畜社会にみられる年齢体系にお

ー平等の実現」と「女性のエンパワメント」を

いては、共通して、家畜の所有権や処分権、儀

より鮮明に掲げているし、アフリカ連合（AU）

礼の執行権などといった、政治的・経済的・宗

も 2010～20 年を「アフリカ女性の 10 年」と位

教的な権威が男性に集中していることから、こ

置づけ、女性の地位向上に関するさまざまな取

れらの社会は、厳格な家父長制をもつといわれ

り組みを強力に推進してきた。アフリカ女性は

てきた。

いまや地球規模で展開される開発実践の中心

しかしながら、現在、政治的・経済的なグロー

に位置づけられていると言えるだろう。

バル化の進行にともなって、東アフリカの諸社会
の年齢体系は大きく変容している（e.g., Kurimoto

2．現在の研究の背景と目的

and Simonse 1998）
。たとえば、東アフリカの植民

（1） 東アフリカ牧畜社会と年齢体系

地化とそれからの独立の過程で、年齢体系が消失

本研究が対象とするのは、ケニア共和国北中

または形骸化したという報告は多い。これは、従

部に居住する牧畜民サンブルの社会である。東

来は年齢体系によって担われてきた政治的な機

アフリカにはいくつもの牧畜社会があるが、こ

能が、国家の司法や行政、あるいは警察や軍隊に

れらの社会には「年齢体系」とよばれる、性と

よって代替されるようになったことと無縁では

年齢により人々をいくつかのカテゴリーに分

ない。あるいは、学校教育や現金経済の浸透にと

け、それぞれに明確な社会的役割と規範をあた

もなって、高学歴の者や経済的な成功者が、従来

えるシステムがあり、多くの人類学的な研究の

は年齢体系のもとでつよい力を維持してきた長

蓄積がある。それぞれの社会は独自に固有の年

老たちの地位をおびやかすようにもなった。しか

齢 体 系 を 発 達 さ せ て き た （ e.g., Stewart 1977,

しまた、それとは逆に、民族対立や内戦という背

Bernardi 1985）
。年齢体系は、人びとの社会関係を

景のもとで、年齢体系があたらしい意味をおびて

調整し構造化するだけではなく、個々人の人生観

強化されているという報告もある（e.g., Simonse

や 世 界 観 を 規 定 す る も の と な っ て い る （ e.g.,

and Kurimoto 1998）
。

Gulliver 1968）
。そしてまた、一定の期間を経るご

本研究の調査対象社会であるサンブルは、マサ

とに新しい年齢組が形成され、人びとの社会的な

イと並んで、東アフリカ牧畜社会のなかでも特に
139

強く年齢体系を維持しているといわれている社

しておく。サンブルの年齢体系は、男性を「少年」

会のひとつである。年齢体系を基盤とした男女の

「モラン」
「長老」という三つの階梯に分ける。
「少

役割分担と行動規範は明確であり、その意味では、

年」とは誕生から割礼までを、
「モラン」とは割礼

「ジェンダー不平等」が社会・文化の構造に強

から結婚までを、そして「長老」とはすべての既

固に埋め込まれ、それを徹底して貫いてきた社

婚男性を指す（図１）。男性は、割礼を経てモラン

会であるといえる。当然のことながら、年齢体系

となると同時に年齢組に加入する。モラン階梯は

を基盤とした価値観は、男性のみならず女性にも

ひとつの年齢組から、長老階梯は複数の年齢組か

広く共有されている。こうした社会において「女

らなっており、約 15 年に一度の新しい年齢組の

性の開発」や「ジェンダー平等」を目指す動き

発足によって、それまでモラン階梯にあった年齢

はどのように展開しているのだろうか。本研究

組は、長老階梯へと移行する。2019 年には、新し

はジェンダー役割の変容の動態の解明を目的

い年齢組を組織する割礼が開始されたことによ

とする。

って、2005 年よりモラン階梯にあったキシャミ年
齢組は長老階梯へと進んだ。これにより長老階梯

（2） 国内外の研究動向と本研究の位置づけ

は年長順にメクリ年齢組（ほぼ消滅）
、キマニキ年

ジェンダー平等を目指す国際協力は、1975 年

齢組、キチリ年齢組、クロロ年齢組、モーリ年齢

に開催された第一回世界女性会議以来、「女性

組に加えてキシャミ年齢組となった。新しいモラ

と開発（Women and Development ）
」
「開発に

ンの年齢組の名前はまだ確定していないが、「モ

おける女性（Women in Development）
」
「ジェ

ムシ年齢組」という名前が調査時点で力をもって

ンダーと開発（Gender and Development）
」な

いた。

ど、さまざまなアプローチをとりながら進展し
てきた。これらのアプローチはいずれも、開発
途上国の女性を「伝統的で不平等なジェンダー
役割を強制されている可哀そうな犠牲者」とみ
なし、個々の文脈を理解しようとせずに、画一
的な処方箋によってその地位向上を目指して
きた。しかし近年、こうしたアプローチの課題
や限界が論じられ、女性の多様性や主体性、あ
るいはローカル社会の流動性に着目した研究
の必要性が指摘されている。アフリカでは、エ
チオピアにおける社会変化とジェンダーに関
する民族誌的な研究（石原編 2016）や、タンザ

少年がモランになる年齢はまちまちである。早

ニアにおける女性の土地所有とエンパワメン

いひとは 10 代前半、遅いひとは 20 代の前半で、

トを検討し、新たな実践的アプローチを提出し

多くの場合は 10 代の後半で割礼を受け、誰もが

た研究（田中 2016）などが同じ方向性をもっ

モランとなる。そして、新しい年齢組が組織され

ており、本研究もこうした流れのなかに位置付

ると同時に、これまでのモランの年齢組の成員は、

けることができる。

年齢組としてのまとまりを維持したまま、ほぼ同
時期に結婚して長老階梯へと移行する。
一方、女性の人生は、結婚と同時におこなわれ

（2） 調査対象社会

る割礼によって未婚時代と既婚時代のふたつに

ここで、サンブル社会における年齢体系を概観
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大きくわけられる。10 歳をすぎて性成熟に達する

る。今回の調査では、今後の研究のベースとなる

前後の未婚の娘たちは､家事におおきく貢献し、

基礎的なデータの取得を集中的に実施した。主と

おもにヤギの放牧もおこなう。また、結婚前に割

して既婚女性とその夫に対して、対面インタビュ

礼を受ける女性も存在する。割礼前の娘をンティ

ーにより、①夫の年齢組（世代）、②女性と夫の所

ト（ntito）というのに対して、割礼しているが未

属クラン、③女性と夫の学校教育レベル、④女性

婚の娘をスルメレイ（surmelei）と呼ぶ。娘の結婚

と夫の宗教、⑤女性と夫の開発プロジェクトへの

の時期と相手は、父親が決定し、娘には一切の選

関与経験、⑥居住地域、⑦世帯の生業の複合状態、

択権・発言権は与えられていない、いわゆる「強

③配偶者選択のプロセスと結婚の形態（許嫁婚

制婚」である。近年では、従来は例外的存在であ

（強制婚）
・連れ去り婚・恋愛結婚など）について

ったスルメレイが増加する傾向がみられる。スル

の聞き取り調査を実施した。
詳細な分析は、今後も調査を継続して基礎的な

メレイは一般的に、学校教育を受けている娘が多
く、結婚年齢がンティトよりも高い傾向がある。

データをさらに増やした後に実施するが、インタ

結婚後、20 年近くたち、長男が割礼を受けてモ

ビューを含めたこれまでの調査の結果からは、牧

ランになると、女性は、息子を含むモランたちが

畜以外の仕事をとおして、女性も現金収入を得る

寝るための空間（ルワット）のある大きめの家に

機会が増えていることなどを背景に、夫妻の関係

作り替える。また、息子が一人前のモランとなる

が変わりつつあることが明らかになった。この傾

儀礼（lmuget le nkarna「名前のルムゲット儀礼」
）

向は、学校教育を受け、教員、地方政府や NGO 職

を経ると、女性は右の耳につける耳飾りを、夫が

員といった給与所得のある職業に妻が就いてい

いる女性をあらわす長い鎖から、モランの息子が

る場合は顕著だが、そうでない場合でも、妻はさ

いることを示す長いビーズの飾りに変える。女性

まざまな形で小商いを行って小規模ながら現金

がモランのルワットのある家を建てると、彼女は

獲得を試みているケースが少なからず存在して

夫との関係よりも息子と息子のエイジ・メイト

おり、こうした場合も、家計に関する妻の発言権・

（同一年齢組の成員）であるモランとの関係をつ

決定権の拡大傾向がみられた。それは、対面イン

よめていく。モランのルワットがあり、モランの

タビューの対象者のひとり、キマニキ年齢組の長

たまり場となる妻の家は、夫にとっては居心地の

老（推定 75 才）の以下の発言に象徴される。
「か

よい空間ではない。このために多くの夫は、婚資

つてと比べると、サンブルの男性と女性の関係は

となる家畜が調達できさえすれば、この頃には 2

どんなふうに変わりましたか」という私の問いか

人目の妻を求め、この新妻の家で寝起きするケー

けに対して、彼は以下のように答えた。

スが多くみられる。こうして女性は息子の割礼を

「今、女たちの力は 10 倍だ。昔からサンブル

機会に子供を産むことから引退し、女性の既婚時

の女たちは力をもっていた。しかし、それはすべ

代はゆるやかに年少期から年長期へと移行する

て陰でのことだった。女が表だってリーダーにな

（中村 2011）
。

るなんてことは、あり得なかった。耳では聞いた
ことがあった。白人には『ジーン』（”Queen（女
王）”を指している）というものがあると。それが

3．近年の変容
近年のサンブル社会は、急激な人口増加と干ば

サンブルにもやってきた。いまや『ジェンダー・

つによる家畜の減少、学校教育の普及、現金経済

イクオリティ』だらけだ。たとえば今日はマーケ

の浸透などを背景に、社会が急激に変化しており、

ットがたつ日だ。私の妻、彼（その場にいた同じ

年齢体系を基盤にして統一・維持されてきた人々

くキマニキ年齢組の長老）の妻、こいつ（＝その

の価値体系は大きく変容しながら多様化してい

場にいた私の調査助手、モーリ年齢組）の妻はそ
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ろってカネをもってでかけ、好きにカネを使って

性を分析することをとおして、サンブル社会にお

帰ってくる。私たちはおそるおそる何を買ったの

けるジェンダー役割の変容と自助グループの関

かと尋ねるかもしれないが、本当のことはわかり

連性を明らかにしていく。

っこない。われわれ全員、妻の支配下だ！」
この発言の後、発言者を含む男性 3 人は大笑い
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1. これまでの研究
本研究は、アフリカと北欧の高等教育機関によ

2017b）
。こうした人口増加が将来にかけて見込

る教育研究パートナーシップが、アフリカの高等

まれる中で、国民生活の質的向上に向けて公衆

教育機関の教育研究の発展に対してどのように

衛生の改善がエチオピアにおける喫緊の課題と

寄与しているのかについて明らかにすることを

なっている（CMHS, 2015）
。

目的としている。2019 年度は、エチオピアとノル

公衆衛生の改善に向けては、インフラ整備や

ウェーの高等教育機関によるパートナーシップ

衛生教育の充実化など求められる取り組みは多

の 一 例 で あ る The South Ethiopia Network of

岐に渡る。その中で、南エチオピア地方では高

Universities in Public Health (SENUPH)について調

度人材不足への対策が取り組み事項の 1 つとな

査研究をおこなった。

っている。その実現に向けて、エチオピア国内
の高等教育機関に対する人材育成ニーズが高ま

2．現在の研究の進捗

っているが、自助努力だけで人材育成をおこな

（1） 背景と目的

うことが難しい現状がある（CMHS, 2015）
。その

2017 年に国際連合が発表した「世界人口予測

ため、外国の高等教育機関との連携を通じて課

2017 年改定版」によると、現在約 76 億人の世界

題解決に向けて取り組んでいくことが 1 つの手

人口は 2050 年には約 98 億人に増加し、2100 年

段として期待されている。

には約 112 億人に達すると予測されている

その事例として、ノルウェーの高等教育機関

（Population Division of the Department of

とのパートナーシップがあげられる。ノルウェ

Economic and Social Affairs, United Nations,

ー政府は外務省直轄の Norad（the Norwegian

2017a）
。また、2017 年から 2050 年までの世界人

Agency for Development Cooperation）を通じて、

口増加数の約 50 パーセントは、エチオピア、ナ

20 世紀後半から発展途上国に対する開発支援を

イジェリア、コンゴ民主共和国、タンザニア、

おこなっている。その中で、SENUPH は、2012

ウガンダ、インド、パキスタン、インドネシ

年に施行された NORHED (the Norwegian

ア、アメリカ合衆国の 9 カ国に起因すると予測

Programme for Capacity Development in Higher

されている。エチオピアではすでに急激な人口

Education and Research for Development)に採択さ

増加が見られており、例えば 2000 年から 2015

れている。図１に NORHED の概要を示している

年にかけて 6,650 万人から 9,987 万人に急増して

が、その主な特徴として次の 3 点があげられ

いる。
（Population Division of the Department of

る。第一に、支援対象領域として、教育・人材
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育成、衛生、天然資源管理・気候変動・環境、

ートナーシップである。同地方には、約50の民

民主的・経済的ガバナンス、人文・文化・メデ

族からなる約1,600万人の人口がいる。近年は地

ィア・コミュニケーション、南スーダンの開発

球温暖化の影響がありマラリアなど感染症リス

支援の 6 領域があり、このいずれかに関連する

クが高まっている地域だといわれている

高等教育機関の連携に対して助成している。第

（CMHS, 2015）。生活インフラ整備の遅れや公

二に、6 領域全てに共通して、ジェンダー格差の

衆衛生に関する知識や情報が民族によっては十

改善への取り組みが必須事項とされている。第

分に浸透していないこともあり、合計特殊出生

三に、助成期間中の一過性の連携でなく、2030

率が高い一方で、早産や新生児死亡、小児栄養

年までの中期的な効果と 2050 年までの長期的な

失調が深刻な問題となっている（CMHS,

効果を見据えた連携を推奨しており、採択プロ

2015）。こうした現状を受け、SENUPHでは現地

グラムの継続性が重視されている。

での公衆衛生の改善に取り組む高度人材の育成

2012 年度の施行後、計 50 プロジェクトに対し

のため主に以下の取り組みを掲げている。

て総額 7.56 億ノルウェー・クローネ（約 98.28
億円（1 ノルウェー・クロネ 13 円で換算）が拠

① 南エチオピア地方の公衆衛生学に関する修

出されている（Jávorka et. al., 2018）
。その中の１

士課程・博士課程教育プログラムの質的・

つが SENUPH であり、1,550 万ノルウェー・クロ

量的改善

ーネ（約 1.95 億円）の助成を受けている

② 博士課程における指導教員の養成

（Norad, 2015a）
。

③ 修士課程・博士課程における女子学生の増

図１：NORHED の概要

加
④ 南エチオピア地方の大学間ネットワーク形
成による教育・研究の国内連携の促進およ
び研究成果の公的機関への共有
この 4 点の達成に向けて、SENUPH でパート
ナーシップを組む 5 大学において有機的な役割
分担が企図されている。まず、ハワッサ大学医
学・健康科学部を教育研究の拠点としてベルゲ
ン大学医歯学部との共同博士課程を設置し、ベ
ルゲン大学がハワッサ大学の教育・研究力の向
上に向けて直接的に連携する。また、ディラ大
学に生殖健康学（Reproductive Health）、ウォライ

出典：Norad (2015b)を基に筆者作成

タソド大学に栄養学（Human Nutrition）、アルバ
ミンチ大学に医療昆虫学（Medical Entomology

（2） 対象地域・プログラム概要

and Vector Control）の修士課程を設置し、各大学

SENUPHは、ノルウェーのベルゲン大学
（University of Bergen）、南エチオピア地方のハ

の修士課程を修了した学生がハワッサ大学の博

ワッサ大学（Hawassa University）、ディラ大学

士課程に進学できる仕組みをつくることで、南

（Dilla University）、ウォライタソド大学

エチオピア地方において自立的に公衆衛生分野

（Wolaita Sodo University）、アルバミンチ大学

の高度人材を育成するためのネットワークを形

（Arba Minch University）の5大学間の教育研究パ

成する。なお、上記 3 大学の修士課程における
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専門分野の選定にあたっては、公衆衛生分野の

ンである南エチオピア地方における公衆衛生分

中でも現地で優先度の高い分野を選んでおり、

野の高度人材を育成するための教育・研究活動

現地の状況を反映した教育・研究をおこなう狙

を 4 大学が主体的におこなっている状態を意味

いがある。また、SENUPH で蓄積された研究成

する。例えば、共同博士課程プログラムについ

果は、南エチオピア地方の地域保健局と共有す

ては、その運営を全てハワッサ大学のみでおこ

ることで、公衆衛生の現場で活用することも視

なう状態を示している。
第二に、パートナーシップを組む当事者の学

野に入れられている。

術的な文化の違いを認識して、その対応策を講
3．結果

じている点である。先進国と発展途上国の大学

本調査から、教育研究パートナーシップにお

間連携においては、先進国の大学に教育・研究

いては、当事者である大学関係者や学生などの

の先端的な知識や経験が蓄積されていることが

ステークホルダーに対して恩恵をもたらすだけ

相対的に多く、発展途上国の大学に対する支援

でなく、その恩恵を周辺領域に広く行き渡らせ

を行う場合には先進国の制度やプログラムを発

ることの重要性が示唆される。SENUPH の最大

展途上国に移植するアプローチが選択される場

の特徴は、支援をする側と支援を受ける側でパ

合がある。しかし、移植元と移植先の文化的背

ートナーシップによる効果が完結するのではな

景の違いなどを考慮しない移植が想定通り機能

く、支援を受けた大学が将来的にはその地域の

しないケースは教育借用の先行研究でも指摘さ

教育・研究における中心的存在となって支援効

れている。この点において、この共同博士課程

果を周辺に波及させ、南エチオピア地方の教

プログラムでは両大学の教育に対する理念、学

育・研究の自立化を実現させることにある。そ

生と教員の関係性、研究者育成システムの 3 点

の具体的な計画として、共同博士課程プログラ

における違いを踏まえて、お互いにとって望ま

ムを通じてベルゲン大学から教育・研究支援を

しいプログラムを設計するため入念な議論を重

受けたハワッサ大学が地域の 3 大学と連携する

ねており、その結果が教育課程に反映されてい

とともに、研究成果の地域社会への還元、女子

る。異なる文化的背景を有する大学間がパート

学生のエンパワーメントを実現する。そして、

ナーシップを模索する際には、パートナーシッ

将来的には南エチオピア地方の公衆衛生問題の

プの糸口となる共通部分に注目するだけでな

改善に取り組む高度人材の育成を域内の大学間

く、差異に対する意識を持ち、その対応策に取

で自立的におこなう枠組みを実現させることを

り組むことが必要だといえよう。

目指していく。教育研究パートナーシップの中

第三に、パートナーシップが南エチオピア 4

には、連携すること自体に意味を見出す場合も

大学の自立化を阻害しない仕組みづくりが検討

あるが、SENUPH は連携する目的・目標を具体

されている点である。例えば、パートナーシッ

的に設定する重要性を説いているといえよう。

プによる支援がプログラム運営そのものを対象

これを実現させるため、SENUPH では次の 4

とする場合は、支援が運営継続の根幹となり自

点の工夫をおこなっている。第一に、ベルゲン

立化につながらない場合がある。これを踏ま

大学はハワッサ大学をはじめとする連携 4 大学

え、ベルゲン大学はカリキュラムの開発、研究

の教育・研究活動の将来的な自立化を支援する

活動の資金、研究資材の購入、学会開催、学生

立場であり、連携のオーナーシップはあくまで

への奨学金など教育・研究の充実化に関する内

も 4 大学にあることを明確にしている点であ

容への支援に特化し、教員人件費や校舎建設な

る。ここでいう自立化は、SENUPH のミッショ

どの大規模なインフラ整備には支援していな
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3

1) College of Medicine and Health Sciences of the

い。この背景には、ベルゲン大学のこれまでの
経験から、教員や大学への直接的な支援は時に

School of Public and Environmental Health at

政治的な側面が強くなり、自立化を阻害する要

Hawassa University (CMHS). (2015). A Joint

因になる可能性があることを踏まえての対応と

Doctor of Philosophy (PhD) degree (in Public

のことである。

Health) with the University of Bergen, Norway
Study Curriculum. Hawassa, Ethiopia: Hawassa

最後に、両大学に相互利益が存在しているこ

University and University of Bergen.

とである。高等教育パートナーシップの中に
は、支援対象国や支援対象分野が政府により指

2) Jávorka, Z., Allinson, R., Varnai, P. & Wain, M.

定された助成プログラムを受けており、支援を

(2018). Mid-term Review of the Norwegian

する側はある意味で政府の外交的意図を汲んだ

Programme for Capacity Development in Higher

支援を行なっている場合がある。この場合、当

Education and Research for Development

事者である大学にとっては連携により生み出さ

(NORHED). Norad Collected Reviews 03/2018.

れる利益よりも負担が大きくなり、支援をする

Technopolis Group.
3) Norad. (2015a). Universities to improve maternal

側と支援を受ける側で取り組みに対する温度差
が生じることがあり得る。SENUPH ではパート

health. Retrieved February 1, 2019 from

ナーシップを組む当事者間で生み出させる相互

https://norad.no/en/front/funding/norhed/projects/

利益が認識されている。具体的には、ハワッサ

south-ethiopian-network-of-universities-in-public-

大学にとっては博士課程プログラムの設置、デ

health-senuph/
4) Norad. (2015b). A Presentation of NORHED.

ィラ大学、ウォライタソド大学、アルバミンチ
大学については修士課程プログラムの設置が可

Oslo, Norway: The Norwegian Programme for

能となり、大学としての短期的な利益が明確な

Capacity Development in Higher Education and

上、長期的には地域の公衆衛生問題の改善に取

Research for Development (Norad).

り組む高度人材の育成を域内の大学で自立的に

5) Population Division of the Department of

おこなう枠組みの構築に寄与できる。ベルゲン

Economic and Social Affairs, United Nations.

大学にとっても、南エチオピア地方の公衆衛生

(2017a). World Population Prospects: The 2017

分野の教育・研究活動におけるプレゼンスの向

Revision, Key Findings and Advance Tables.

上や、現地政府、教育・研究関係者や次世代を

Working Paper No. ESA/P/WP/248. New York,

担う学生とのネットワーク強化につながること

NY: United Nations.
6) Population Division of the Department of

が大きな魅力となっている。こうした理念的だ
けではなく実質的な相互利益の構築が連携を機

Economic and Social Affairs, United Nations.

能させるために重要であるといえよう。

(2017b). Total population (both sexes combined)
by region, subregion and country, annually for
1950-2100 (thousands), Retrieved October 1,

４．今後の計画

2019 from

2020 年度に SENUPH による学位プログラムを
終了する一期生が輩出される見込みである。今後

https://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/Files/1_Indicat

は、人材育成の成果に注目して引き続き調査を続

ors%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/

けていくことを計画している。

WPP2017_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION
_BOTH_SEXES.xlsx
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原子力災害の復興政策に関する研究―福島事故とチェルノブイリ事故
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
藤本

典嗣

The Reconstruction policy for nuclear power explosion disaster
しかし、各種市民団体（NGO 団体 JANIC など

1. これまでの研究

他）による強力な実践面の要望も反映され、

藤本（2015,2017）では、自然災害・人工災害
にかかわらず、１国の空間スケールで見た場合

2015 年の国連防災世界会議における「仙台防災

には、災害復興政策には、政府・民間企業の予

枠組」で、原子力発電所事故は、「人工災害」

算制約が影響を与えることを、大規模震災を対

として位置づけられた。

象に明らかにしてきた。なかでも、損害賠償の

先進諸国では、大方の国に置いて、脱原発の

支出をともなう避難区域の設定は、その地理的

動きが加速し、再生可能エネルギーへの転換が

範囲ではなく、その区域内に居住する住民や事

進展している。しかし、中進国・途上国で原子

業所に対する諸賠償が、政府・民間企業の予算

力発電所の建設・立地が進んでいる（例：エジ

制約内に収まるように設定されてきた。福島原

プトなど）ことからも、原子力発電所の事故後

子力発電所事故が典型例である。これに対し、

の対策や復興政策を分析することの意義は、む

各種要因により、大量の避難者を発生させるこ

しろ重要性を増していると考えられる。

とが予算の制約に十分に収めることができる
（2） 対象地域

国・地域においては、その予算規模により、よ
り地理的に広域かつ多くの避難者を出すように

既に事故が起こったチェルノブイリ（ウクラ

避難区域が設定される。

イナ）、福島（日本）と、これから原子力発電
所が建設させる予定のエジプトを対象とし、前

2．現在の研究の進捗

２者に関しては、事故後の復興状況や復興政策

（1） 背景と目的

に焦点を当て、後者は、建設の進捗状況と地域
経済的課題について、明らかにしていく。

原子力災害は、レベル７に達したのは、福

その際の、避難区域、復興予算をキーワード

島・チェルノブイリ事故の２事例のみであり、
地震・津波・洪水・台風（ハリケーン）・干ば

としてチェルノブイリと福島を対比させてい

つなど頻度の高い災害と比較すると、例外・特

く。エジプトに関しては、建設中の El Dabaa 原

殊な災害である。東日本大震災で地震・津波の

子力発電所の建設進捗状況の報告をおこなう。

被害にあった地域の復興政策の研究数に比べ、
福島事故の研究数が少ないこと（地域経済学・

3．学会報告と現地調査

経済地理学などの地域分析領域）から、事故後

（１）第 42 回日本計画行政学会での報告－原子

の、復興政策・復興手法については、一般的な

力災害からの復興政策と課題

災害に比べて、原発事故の復興過程の分析が十

毎年 9 月上旬の開催が恒例である日本計画行

分におこなわれてきたとは、言い難い。

政学会の、第 42 回にあたる全国大会が、徳島文
理大学（徳島市）にて、「地方創生大競争時代
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出所：復興庁、東電の資料を元に作成。

と計画行政」をテーマとして、2019 年 9 月に開
催された。この大会で、藤本をコーディネータ
ーとして、4 名のパネリスト（川崎興太准教授‹

（２）チェルノブイリ原発（ウクライナ）の石

福島大学›・天野和彦特任教授‹福島大学›・瀬戸

棺プロジェクトの現状

真之特任教授‹福島大学›）によるワークショッ

福島原子力発電所の爆発事故は、約 9 年

プ（以下 WS）をおこなった。テーマは、「福島

（2020 年 2 月時点）が経過したにもかかわら

原子力災害からの復興政策と課題―8 年を経過し

ず、その前途はみえていない。福島の場合は、

て」で、同学会が学的で多岐な分析対象や分析

東電から強制避難者に賠償支払い責任が生じる

枠組みを包摂するという学際的な特色をもつこ

避難区域(exclusion zone)をできるだけ縮小さ

とに合致するように、分野横断的に、地域経

せている（原発から 20km 圏内が該当）。また、

済・都市地域計画・行政の実践・地理学の研究

チェルノブイリ事故では避難区域となった空間

者により WS が構成された。学際的に、4 名がそ

線量が年間 5-20mSV 以下の地域は避難区域とは

れぞれの視角から、原子力災害の特殊性・一般

してない（原発から 20-80km 圏内が主に該

性について、調査内容を発表した。その中で、

当）。かわりに、地表面の放射性物質を水・空

藤本は、経済地理の視角から、除染をはじめと

気噴射により集め、それを別の地域に移動させ

した復興政策の、地域経済への影響について、

る「除染（de-contamination, clean-up）」の

建設業への波及とその実態や課題点について報

手法、すなわち、除染に、復興予算という経済

告をした。他３名も、同様に、復興政策につい

資源を最大限に投入する「除染集約型復興政

て報告したが、いずれの政策においても、経済

策」により、20km 圏における避難区域縮小、20-

的な要因が影響を与え、行政・加害型企業の予

80km 圏における避難の回避が、行われているこ

算制約を起因として、避難を回避し、代替とし

とは間違いない。

て安価な除染に、復興予算や関連の資源を集中

除染を中心とした復興政策がおこなわれてい

的に投入する「除染集約型復興政策」が、2011

るにもかかわらず、「除染によりフレコンバッ

年から一貫して継続し、その点で、変化がない

グに詰められた放射性物質の最終貯蔵場はどう

ことからも、復興政策は 8 年を経過した 2019 年

するのか」「5-20mSV の区域に居住する住民の避

でも「除染集約型」と定義することができる

難はどうするのか」「崩壊した原子力発電所の

（図１）。

建屋はどうするのか」「汚染水の処理はどうす
るのか」などの課題をはじめ、前途は多難であ
る。
これに対して、チェルノブイリ事故の復興政
策は事故から、約 33 年が経過した現在では、非
常にクリアで、「避難区域の明確化」「原子炉
を石棺で覆い、放射性物質の大気への放出を少
なくする」に代表されるように、福島と対比し
て、明確なビジョンを打ち出している。避難区
域に関しては、放射性物質が、ウクライナ では
なく主にベラルーシ側に飛散したことから、ベ
ラルーシの方が参考になるが、一般に病院のレ
ントゲン室の年間空間線量の上限とされる 5mS V

図１ 除染、復興予算、東電賠償の推移
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以上の地域は、そこの住民については移住の権

定着した産業を、国内で育成・生産を原則とし

利を認めている。これに対して、日本は、その

て定着させていく方針が主に打ち出されてき

４倍の数値である 20mSV 以上の地域でなければ

た。この戦後の高度経済成長に影響を与えた産

避難の権利は認められず、また、5-20mSV の地域

業政策の一環として、原子力発電所も、国内寡

については、一部除染をおこなうということ以

占企業による建設・立地が進み、現在でも寡占

外に、どのようにするのかのビジョンは示され

企業が原子力発電所の運営に携わっている。
高度経済成長期から 1990 年台前半まで、フル

ていない（表１）。

セット型産業構造のままで、国民経済規模は大
ベラルーシ
空間線量 (mSv/y)

避難の権利

日本
空間線量 (mSv/y)

きくなり、また、国民一人当たりの所得水準は
避難の権利

1mSv未満

なし

1mSv未満

なし

1m - 5mSv

移住権利区域

1m - 5mSv

なし 一部除染

5mSv以上

移住対象区域 ５m - ２０mSv
Territories adjacent
to the
NPP(including 30km
２０mSv以上
zone) population
evacuated

増加した。内需主導型の経済成長であったた
め、その分、国民経済に占める輸入・輸出比率
や国際援助比率は高くない。

なし 一部除染

結果として、一旦、原子力発電所をはじめと
した、事故・災害が起こり、それに対する被害

避難区域

額・賠償額が巨額にのぼる場合、それを援助で
きるだけの国民経済規模がある国は限られる。

表１ 原子力災害における避難区域設定

また、2000 年代以降は、一人当たり所得水準が

出所：藤本（2015）

日本より高い国・地域は、増えていったが、そ
れらの国・地域の国民経済規模は、日本よりも

なぜ、日本が、避難区域を狭くさせ、ウクラ

小さい場合が大半である（例、シンガポール、

イナ・ベラルーシ・ロシアが避難区域を広く

香港、マカオ、カタールなど）。

し、また、避難者を多く出したかは、「社会主

その中で、約 8 万人という、相対的に少ない

義（計画経済）と民主主義（市場経済）」「土

強制避難者に対する賠償を電力会社が支払うだ

地が広いか狭いか」「交通網の整備状況」「コ

けでも、年間約 1.5 兆円の賠償が発生する（図

ミュニティの結束力の強弱」ではない（藤本、

１）。しかし、除染により強制避難者を縮小

2015）。これらの社会・文化・自然的な要因か

し、チェルノブイリ事故の基準では避難区域と

ら、避難区域の設定における国・地域的差異に

なった地域（5-20mSV の地域）は、避難ではな

ついての証明は極めて困難である。

く、除染をおこなうことにより、その費用は

なぜ、チェルノブイリ事故では 5mSV 以上の地

「避難者に伴う賠償支払（電力会社の支出）」

域を避難区域として、除染をおこなわずに、プ

の約 13 分の１に収めることができる。このよう

リチャピをはじめとした都市を放棄して、別の

な、国・企業の予算制約という、経済・財政的

地域に住民を移住させるという明確な政策を打

な要因により、対象となる避難者数が設定さ

ち出したのかは、「国民経済規模」「一人当た

れ、その投影として、避難者が分布している地

り所得水準」か、チェルノブイリ事故と福島事

域が避難区域として決定される。

故の差異を説明する際の要因として、最も証明

対照的に、国内の政府・企業支出に限られる

が可能なものである。

という予算制約の条件が弱く、海外からの国際

日本の場合、国民経済規模が大きく、「フル

援助が、その国民経済規模の小ささ、一人当た

セット型産業構造」とも形容されてきたよう

りの所得水準の低さから、復旧・復興政策に占

に、戦後の産業政策において、欧米で先行して
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める支出に大きくなっているのがウクライナ で
表２ 石棺プロジェクトの上位支出国

ある。
予算支出元に限定すれば、国際援助依存型の
復興政策が、チェルノブイリ事故がおこなわれ
てきた。空間線量が高いプリピャチ市やチェル
ノブイリ原子力発電所立地地区では除染ではな
く居住をやめ都市そのものを放棄し、代替都市
であるスラブチチ市をはじめとした、原発から
半径 30km 圏外への移住・移転を促進してきた。
居住が禁止され街そのものが放棄されたチェ
ルノブイリ原子力発電所は、
「石棺プロジェクト」
の対策がとられた。放射性物質の飛散や放射能漏
れを抑えるために、事故にあった原子炉やそれを
囲む建物を、さらに石棺により覆うというプロジ
ェクトであり、2006 年から開始され、ほぼ完成形
態に近づいた。また、この石棺は、徐々に老朽化
しているので、さらに、それを鋼鉄製シェルター
で覆うプロジェクトおこなわれた。が資金拠出す

（Contributors）

る。プロジェクトの、資金支出の主体は、チェル
ノブイリシェルター基金（CSF:The Chernobyl

出所：チェルノブイリ原発の掲示資料より

Shelter Fund）が、シェルター構築計画（SIP：

（2019 年 11 月 25 日掲示分）

Shelter Implementation Plan）に基づいておこ
なうが、旧社会主義圏の市場経済への移行を金銭

（３）途上国における原子力発電所建設―エジ

的に支援する欧州復興開発銀行（EBRD）が基金集

プト El Dabaa 原子力発電所の事例

めの中心的な役割を担ったことからも、明らかに

先進国では、脱原発・脱化石燃料と再生可能エ

ように、復興予算の支出元は国際援助である（表

ネルギーの普及が、一般的な傾向となっている。

２）。なお、EBRD の各プロジェクトは、SDGs を達

中進国・途上国もこの傾向が基調であるものの、

成するように取り組まれている。

個別事例として、原発の新規立地が計画されてい

1999 年まで、2019 年までの国・地域別支出状

る国もある。急激な人口増加に対応した集中型の

況が示されているが、2019 年でも最大の支出元

発電・供給、先進国での販路が縮小する中で途上

は EU であり、4.3 億ユーロで、全体の 26.7%と

国に活路を見出そうとする多国籍電力会社の進

なっている。１億ユーロ以上の支出は、第２の

出、豊富なウランの埋蔵（アフリカで世界の約 5

米国（3.0 億ユーロ、18.8%）、第３位のフラン

分の１）などの複合的な要因が重なり、アフリカ

ス（1.1 億ユーロ、7.１％）、第４位ドイツ

でも原発建設が予定されている国がある。

（1.0 億ユーロ、6.7%）と、諸外国が続き、国内

現在では南アフリカのみに原発が立地してい

として第５位にようやくウクライナ（1.0 億ユー

るが、続いて、エジプトで、地中海に面しアレキ

ロ、6.5%）が出てくる。日本は、第７位で、

サンドリア市から西に約 120km 離れた小都市であ

8,379 万ユーロの支出で全体に占める割合は、

るダバ(Dabaa)で、原子力発電所の建設が進めら

5.2%である。

れている。
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原子炉の供給元はロシアであり、2017 年末にロ

アンケートなどにより実態を解明していき、さ

シアとエジプトの間で、建設に関わる契約が締結

らにその解決策など、実践的な復興手段につい

され、建設費用の 85％程度（約 250 億ドル）は、

ての提言もおこなう（表２）。

ロシアによる融資である。原子炉数は４基が予定
表２ 現地調査の概要

され、周辺の用地買収も進んでいる（写真１、２）
。
ロシアから 4 基の原子力発電所建設にかかる費用
の 85%におよぶ 250 億ドルの融資を受けることに

第1回

調査時期

調査内容

2019 年 11 月

チェルノブイリ原子

なっており、１号機の運転開始は 2026 年が予定

力発電所調査（ウク

されている。

ラナイ）
第2回

2019 年 11 月

エルダダ原子力発電
所建設予定地調査
（エジプト）

第3回

2020 年 3 月

福島原子力発電所現
地調査

第4回

2020 年 8 月

電子端末による被災

第5回

2020 年 10 月

地（福島・熊本）ア

第6回

2021 年 2 月

ンケート調査

写真１ El Dabaa 原子力発電所建設予定地の外
壁（2019 年 11 月 27 日 筆者撮影）

参考文献
1)藤本典嗣「除染集約型復興政策と福島の地域
経済 (原子力復興政策の経済的側面 : 福島か
らの発信)」『計画行政（計画行政学会）』
38(2)、2015。
2)藤本典嗣・厳成男他２名『グローバル災害復
興論』中央経済社、2017。
3)宮腰由希子「原発事故による避難住民のため
の代替都市建設 : チェルノブイリ原発事故被

写真２ El Dabaa 原子力発電所建設予定地と

災地の復興過程を事例として」『国際公共政

近接する幹線道路（2019 年 11 月 27 日 筆者撮

策研究（大阪大学大学院国際公共政策研究

影）

科）』19(2)、2015。

４．今後の計画
学会発表（福島）、現地調査（ウクライナのチェル
ノブイリ、エジプトのダバ）をおこなったが、今後は
被災地における生活再建のための、「食」の需給をマッ
チングさせる機能について、フードデザートの研究を
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アフリカ・アジアにおけるインフォーマルな都市化に関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員

豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系

講師

小野

悠

Research on Informal Urbanism in Africa and Asia
した上で、改善プロジェクトのプロセスに関して

1. 研究の背景と目的

政府、住民リーダー、住民へのインタビュー調査

急速に都市化が進むアフリカでは、正規の土地
所有権がない、あるいは正規の開発許可手続きに

を実施した。

則らずに開発されたインフォーマル市街地に都

2.2 調査地の概要

市人口の 30～70%が居住している。スラムと呼ば

ルワンダでは 1994 年のジェノサイド以降に人

れる貧困層が居住する劣悪な環境の市街地だけ

口増加が顕在化した。ジェノサイド後の海外から

でなく、中高所得層の住まいもまた都市計画の枠

の帰還民、農村からの流入民によって都市化が進

外で形成されており、社会的・経済的階層を超え

行する首都キガリは約 90 万の人口を有する。し

たインフォーマルな都市化が進行している。

かし、都市計画の不在、土地価格の高騰、農村部

インフォーマル市街地は未確定な土地権利、脆

での土地権利が確定しないままに行われる開発

弱な建築構造、道路舗装・水道・排水等の基本的

によって、山の斜面地や湿地などに未計画居住地

な生活インフラ・サービスの未整備など多くの問

が形成され、人口の 60〜70%が暮らしている。

題を抱えているが、政府やデベロッパーによる正

ニャカバンダ・セクターはキガリ市内西部の斜

規の住宅供給が不足する中で、拡大する住宅需要

面地に位置する。８つの「ウムドゥグドゥ

の受け皿として機能しているという点において

（Umudugudu、村を意味する）
」で構成されるが、

その役割が認められるようになっている。住民主

本調査ではこの内カムウィザ（Kamwiza） とム

体の漸進的な取り組みによる居住環境改善を通

チャラニャナ（Mucharanyana）という２つのウ

じて地域の経済的・社会的水準が向上するような

ムドゥグドゥを対象とした。

包括的開発が焦点となっている。
本研究は、ルワンダの首都キガリのインフォー
マル市街地を対象に、住民主体の居住環境改善プ
ロジェクトの実態を、プロジェクトの資金源、住
民の参加や合意形成の経緯に着目して明らかに
することを目的とする。
2．研究手法
2.1 手法
本研究は 2019 年 9 月 20 日〜10 月 2 日に、キ

図 1 調査地の断面図

ガリのニャカバンダという未計画居住地で、道路

注：斜面下部が Kamwiza、上部が Mucharanyana

舗装、排水溝、橋、共同給水栓の整備状況を把握
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3．調査結果

天然あるいは人口の排水溝をまたぐ橋があち

3.1 ガバナンス

らこちらに設置されている（図４）
。住宅前に設置

およそ 100〜300 世帯が暮らすウムドゥグドゥ

された特定の家族しか使わない橋もあれば、人通

は最小単位の行政域であり、全国一斉開催される

りの多い道にかかる橋、隣のウムドゥグドゥとを

5 年に 1 度の選挙でリーダーが選出される。ウム

つなぐ橋もある。

ドゥグドゥは独自予算を持たないが、ディストリ

（4）共同給水栓

クトからプロジェクトベースで年間 245,000 ルワ

低地部に立ち並ぶ住宅の多くは給水栓を有し

ンダフラン（1 ルワンダフラン=0.12 円）が配分

ているが、斜面上部には給水栓にアクセスしてい

される「ウブデヘ（Ubudehe）
」と呼ばれる予算が

ない住宅も多い。そのため、住民が共同で利用で

ある。リーダーを中心に話し合い、地域の問題を

きる給水栓が設置されている。

解決するために住民自身である程度使い道を決
められる制度である。ウムドゥグドゥでの決定事
項はセル、セクター、ディストリクトと上位政府
に報告され、ディストリクトの承認を経て支給さ
れる。
3.2 居住環境
（1）道路舗装
道路が宅地あるいは建物の間を縫うように張

図２ 道路の舗装状況

り巡らされている（図２）
。大部分は未舗装の土の
道であるが、部分的にセメントや岩などで舗装さ
れたり、土嚢が敷き詰められている。キガリでは
年 2 回の雨季があり、また斜面地が多いこともあ
り、未舗装の道はぬかるみ、滑りやすいのである。
（2）排水溝
道路は排水溝としての機能を兼ね備えている。

図３ 排水溝の整備状況

住宅からの排水は道に垂れ流され、雨が降ると斜
面上から低地に向かって道路に沿って雨水が生
活排水とともに流れる。基本的に人の通行スペー
スと雨水や生活排水の流れるスペースは重なっ
ているが、これらが明確に分離されている箇所、
すなわち、排水溝が整備されている箇所もある
（図３）。とくに低地部には岩を敷き詰めて整備
図４ 橋の建設状況

された排水溝が見られる。これは雨季の激しい雨
が山の斜面をくだり、流れが合流することで強い

3.3 居住環境改善プロジェクト

力が生まれ、地面を侵食して家屋や塀を破壊する

15 の道路舗装プロジェクト、9 つの排水溝整備

ことを防ぐためである。道路に敷き詰められた土

プロジェクト、9 つの橋建設プロジェクト、1 つ

嚢もまた、水による地面の侵食や歩行者が滑るの

の共同給水栓建設プロジェクトが確認された。こ

を抑える効果がある。

れらプロジェクトの資金源を表１に整理する。資

（3）橋

金源は政府資金によるもの、住民の自己資金によ
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るものに大きく分けられる。政府資金には前述し
たウブデヘという政府からプロジェクトベース
で支給される予算と、政府が直接実施するものの
２タイプある。一方、住民の自己資金には、個人
によるもの、近隣住民の共同によるもの、ウムド
ゥグドゥの全住民から集めているものの３タイ
プある。プロジェクトの事例を資金源別に紹介す

写真１

る。

政府直轄プロジェクトによる道路舗

装
表１ プロジェクトの資金源
住民の自己資金
個人

近隣

政府資金
umudugudu

Ubudehe

〇

〇

Government

排水溝整備
NO.1-1
NO.1-2-1

〇

NO.1-2-2

〇

NO.1-2-3

〇

NO.1-2-4

〇

NO.1-2-5

〇

NO.1-2-6

〇

NO.1-3-1
NO.1-3-2

写真２
〇

ウブデヘとウムドゥグドゥ住民の自

己資金によって整備された排水溝

〇

道路舗装
NO.2-1
NO.2-2

〇
〇

NO.2-3
NO.2-4

〇
〇

NO.2-5

〇

〇

NO.2-6

〇

NO.2-7
NO.2-8

〇
〇

NO.2-9

〇

NO.2-10

〇

NO.2-11

〇

NO.2-12

〇

NO.2-13
NO.2-14

写真３
〇

ウムドゥグドゥ住民の自己資金によ

って道路に設置された土嚢

〇

NO.2-15

〇

橋建設
NO.3-1

〇

NO.3-2

〇

NO.3-3

〇

NO.3-4

〇

NO.3-5

〇

NO.3-6

〇

NO.3-7

〇

NO.3-8
NO.3-9

〇

〇
〇

共同給水栓建設
NO.4

〇

写真４ 近隣住民が共同で行った道路舗装

〇

クトに対してウブデヘが使われている。
（1）政府直轄プロジェクト
事例 No.2-15：調査地区を囲む主要道路の舗装

事例 2-6（道路舗装）
：共同給水栓へのアクセス

は政府が直轄事業として実施している（写真１）
。

道路はウブデヘを使って舗装されている。
事例 3-8（橋建設）
：隣接するウムドゥグドゥと

（2）ウブデヘによるプロジェクト
多くの住民が利用する公共性の高いプロジェ

の間にかかる橋は両ウムドゥグドゥのウブデヘ
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トである。

から建設費が出されている。

事例 2-1（道路舗装）
：「車を使いたい」という

（3）ウブデヘとウムドゥグドゥ住民の自己資金
によるプロジェクト

動機から、道路沿いの６家族（＝土地所有者）が

ウブデヘだけではプロジェクト費用が賄えな

費用負担して道路舗装を行なった。舗装方法や費

い場合に、ウムドゥグドゥの住民から資金を集め

用について何度も話し合ったが意見が合わず、最

て費用に当てている。

終的にはウムドゥグドゥのリーダーに入っても

事例 1-1 （排水溝整備）
： リーダーを中心に話

らうことで合意した。当初は道路舗装に合わせて

し合い、ウブデヘを使ってウムドゥグドゥを囲む

排水溝の整備も考えていたが、費用がかかるので

主要道路沿いの排水溝整備を決めた。公共性が高

断念したという。また、初期段階で沿道の世帯に

いことから年間予算を超える 400,000 ルワンダフ

参加を促したものの「車がない」
、
「通らない」
、
「家

ランがディストリクトから支給されたが、それで

と直接つながっていない」などの理由から参加を

も建設に必要な 3,000,000 ルワンダフランには届

拒否する者も少なくなかった。

かなかったため、残りの 2,600,000 ルワンダフラ

（6）個人の自己資金によるプロジェクト

ン をウムドゥグドゥの住民から集めることにし

地区内で暮らす・商いをする個人、あるいは土

た。住民１人当たり 5,000 ルワンダフランと設定

地や住宅を有する土地所有者が自己資金を使っ

したが、実際は所得に応じて出せる分だけ出した。

て行うプロジェクトである。

住民が建設費用を負担することに対しては、リー

事例 2-2（道路舗装）
：テナントとして入ってい

ダーを中心に話し合って決めたこと、それ以前の

る店のオーナーが自己負担で前面道路を舗装し

排水溝が深くて危険であったことなどから反対

た。雨季に道が流れて歩きにくく、客が減ったた

する者はいなかったという。

め、店の利益になると思い決断したという。公共

（4）ウムドゥグドゥ住民の自己資金によるプロ

の道だがみんなの利益になると考え誰の許可も

ジェクト

得ずに実施した。店の袋布を使い、3,000 ルワン

事例 2-15（道路舗装）
：リーダーを中心に話し

ダフランで業者に土嚢の製作と設置を依頼した。

合いが行われ、土嚢を道路に敷きつめるプロジュ
エクトが実施された。土嚢を作るための布袋や土、

４．まとめ

トラックなどはそれぞれ持っている住民がボラ

ウムドゥグドゥという官製の住民管理組織が

ンタリーに提供した。袋布が足らなくなるとお金

あり、そこにある程度住民が自由に使い道を決め

を持っている住民が購入した。ルワンダ全土で毎

られるウブデヘという政府予算がついているこ

月最終土曜日に行われる「ウムガンダ

と、ウムガンダというコミュニティワークが制度

（Umuganda）」と呼ばれるコミュニティワーク

化されていること、など行政が一定の役割を果た

の日に、住民が集まって土嚢を作り、道に設置し

す一方で、コミュニティがリーダーを中心に横の

た。ウムガンダへの参加は国民の義務であり、参

つながりを活かしてその制度を主体的に活用し、

加しない場合は１家族あたり 5,000rwf を払うこ

自己資金を集めることができる環境にある。また、

とになっている。なお、最初の土嚢の整備はウム

土地所有者が土地や家屋の資産価値を保護・向上

ドゥグドゥのプロジェクトとして実施されたが、

させることを意識するなど、市場が機能すること

日々の維持管理や修繕は道路沿いの土地所有者

で住居環境改善のインセンティブが働いている。

が自己負担で行なっている。

このように行政、コミュニティ、市場が相互補完

（5）近隣住民の自己資金によるプロジェクト

的に機能することで住民主体の居住環境改善が
行われていることが分かった。

近隣住民が資金を出し合って行うプロジェク
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東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱
平成14年要綱第17号
平成14年５月９日
公示
平成14年４月１日
施行
改正
改正
改正
改正

平成18年４月１日
平成22年５月17日
平成27年４月１日
2019年４月１日

１
２
３

研究センターの事業期間は、2015年度から2021年度までとする。
センター長、副センター長、プロジェクト・リーダーの任期は事業期間終了までとする。
運営委員会の設置および運営
(１) 研究センターの研究を効果的に推進し、事業を円滑に運営・管理するために、「運営委員会」
を設ける。
(２) 運営委員会は、各年度の事業計画および事業予算の策定、事業予算の執行、研究員、客員研
究員、研究助手およびＲＡの選任、研究プロジェクトの推進、成果の刊行等を業務とする。
(３) 運営委員会は毎月１回の定例の会合を開き、必要に応じて臨時の会合を開く。運営委員会は
センター長が招集する。
(４) 運営委員会の委員は、センター長、副センター長、プロジェクト・リーダーおよび研究員に
よって構成される。
(５) 運営委員会の委員の任期は原則１年とし、再任を妨げない。
４ 評価委員会の設置および運営
(１) 研究センターの研究の成果を評価し、次の研究の発展に向けて助言することを目的として、
「評価委員会」を設ける。
(２) 評価委員会の運営並びに評価方法に関する必要事項は別に定める。
５ 研究員等
(１) 研究員は東洋大学教員のなかから、研究プロジェクトに合わせて選任する。
(２) 客員研究員は学外の研究者のなかから研究プロジェクトに合わせて選任する。
(３) 研究員、客員研究員の任期は原則として当該事業終了までとする。
(４) 研究助手は別途定める「外部資金による東洋大学研究助手の任用に関する要項」に従って選任
する。
６ 研究センターに、その業務を担当する事務組織を置き、研究推進部研究推進課がこれを行う。
附 則
この要綱は、平成14年４月１日から施行する。
附 則（平成18年要綱第35号）
この要綱は、平成18年４月１日から施行する。
附 則（平成22年要綱第56号）
この要綱は、平成22年５月17日から施行する。
附 則（平成27年要綱第287号）
この要綱は、平成27年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は、2019年４月１日から施行する。
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私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の概要
1.

事業の目的
本事業は，私立大学が，各大学の経営戦略に基づいて行う研究基盤の形成を支援するため，

研究プロジェクトに対して重点的かつ総合的に補助を行う事業であり，もってわが国の科
学技術の進展に寄与するものである。
2.

事業の内容
各大学が最先端の研究や地域に根差した研究などの観点から研究プロジェクトを計画・

申請し，文部科学省が審査の上で選定を行い，当該プロジェクトを遂行するための研究拠点
に対して，研究施設・設備整備費や研究費を一体的に補助する。
3.

研究期間及び支援措置

(1) 研究期間
・
「研究拠点を形成する研究」
：原則，5 年間
・ 大学の特色を活かした研究」
、
「地域に根差した研究」
：原則，3 年間
・３年目に中間評価，最終年度に事後評価を行う（3 年以下の事業は事後評価のみ継続事業
については，制度として実施しない。
「私立大学学術研究高度化推進事業」または「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」によ
り選定された事業を引き続き実施する場合は，新規事業として申請する
(2) 支援措置
○ 研究施設
・プロジェクトに必要な施設の新増改築，改造工事
・補助対象：事業経費 1,000 万円以上
・補助率 2 分の 1 以内
・原則，初年度の整備のみ補助
○ 研究装置・研究設備
・プロジェクトに必要な機械，器具等
・補助対象：事業経費が「研究装置」は 4,000 万円以上，
「研究設備」は 500 万円（図書は
100 万円）以上
・補助率：
「研究装置」2 分の 1 以内，
「研究設備」3 分の 2 以内
・初年度から 3 年目までの整備を補助
○

研究費

申請した研究期間中の教育研究経費支出，アルバイト関係支出，設備関係支出（1 個又は 1
組の価格が 500 万円未満）及び PD・RA 経費
・補助金の上限 1 億円（
「研究費のみ」のプロジェクトは 3,000 万円）
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・補助率：2 分の 1 以内
4

事業の採択について

(1) 評価項目
1.研究プロジェクトの意義と必要性
2.研究内容の妥当性
3.研究組織の妥当性
4.事業費の妥当性
(2) 地方等強化枠
地方大学（地方に所在する研究拠点を含む）※1 又は中小規模大学※2 が行う研究プロジェ
クトであって、当該大学の研究により地域の活性化が図られるものや、地域の特性を活かし
て行う研究について評価を行う。
※1 申請プロジェクトの研究拠点が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都
府、大阪府及び兵庫県（ただし、過疎地域自立促進特別措置法第 2 条第 1 項、第 33 条第 1
項、第 33 条第 2 項に基づき過疎地域に指定されている地域を除く。
）の都府県以外に所在
すること。
※2 収容定員 8,000 人未満の大学であること。
(3) 選定手続き
外部の学識経験者で構成する「私立大学戦略的研究基盤形成支援検討会」において審査の
うえ選定する。
(4)補助の方法
選定された学校は，文部科学省に計画調書等を提出し補助を受ける。
ただし，研究費については，日本私立学校振興・共済事業団に申請し補助を受ける。
出典（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002/002/1289381.htm、
2016 年 2 月 5 日現在）
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