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ミャンマーと内発的発展
グループ１－１
「アジア最後のフロンティア・ミャンマー」への注
目が熱い。
2012年11月の米国大統領バラク・オバマ（Barack
Obama・1961〜）の東南アジア歴訪。さらには、その
約半年後による内閣総理大臣安倍晋三（1954〜）が、
2013年5月にミャンマーを公式訪問した。
この世界の動きに呼応するごとく、本学国際共生社会
研 究センター長の北 脇 秀 敏（東洋大学副学長）を団長
とするメンバー（金子彰、眞子岳、岡﨑匡史）が、2014
年2月6日〜2月14日にかけてミャンマー入りを果たした。
７日、北脇団長一行は、ミャンマーで20年以上にも
わたり「草の根活動」を展開しているブリッジ・エー
シア・ジャパン（Bridge Asia Japan, BAJ）のオフィ
スを表敬訪問し、入域許可が必要なマグウェー地域に
おける調査内容の説明を受けた。
8日にヤンゴンよりマグウェーへ移動し、数日間にわ
たり4つの村と小学校を訪れ、下水や井戸水の大腸菌群
等を検査した。調査団が訪れる度に、多くの村民に出
迎えられた。彼らが「清らかな水」を欲していること
は明らかである。北脇センター長と眞子岳研究員を中
心として、地下水や雨水が「飲み水」として適してい
るのか調査を実施し、水質が悪く身体に悪影響を与え

研究員・研究助手

ミャンマーと内発的発展
岡﨑 匡史

首都ネピドーにて北脇秀敏センター長と
U Tin Ngwe畜産水産地域開発省副大臣との会談

る危険性があれば、実践的な対応策を打ち出すように
知恵を絞った。
2月11日、北脇センター長は首都ネピドーにて畜産水
産地域開発省副大臣と会談し、本年度10月に実施され
る国際シンポジウム「国際開発と内発的発展」
（仮）への
招聘について説明を行い、有意義な意見交換を行った。
センターミッションは、シンポジウム開催に向けた
準備であり、本年度はミャンマーに焦点をあて「国際
開発と内発的発展」というテーマで、10月10日にセン
ター主催でシンポジウムを開催予定である。
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東京都文京区白山 5-28-20

共催：東洋大学学術推進センター
プログラム
13：00～ 講演
17：00～ レセプション
☆入場無料

☆同時通訳付き

■講演題目・講演者
「ミャンマーにおける内発的発展」ミャンマー政府関連
「ミャンマー支援と内発的発展」ブリッジエーシアジャパン BAJ 関係者
「ＪＩＣＡのミャンマー支援」JICA 関係者
「ミャンマーの経済発展」東洋大学国際地域学部教員
「国際開発と内発的発展 ―今後の展望」
北脇 秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター・センター長）
＊講演者、演題は変更の可能性があります。
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富裕層を対象とした介護提供型（複合）入所施設である。 体の地区行政組織として社会福祉を含めた住民サービ
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スを提供するための末端組織としての機能と、町内会
のような地区住民組織の機能の両者を兼ね備えた組織

に、本センターと河南科技学院間の協定に調印いただ

に、本センターと河南科技学院間の協定に調印いただ

いた。また、河南科技学院では、謝領晾経済与管理学

いた。また、河南科技学院では、謝領晾経済与管理学

院副院長から中国における社会福祉の現状について約

院副院長から中国における社会福祉の現状について約

２時間にわたって詳しくご教示いただく機会を得るこ

２時間にわたって詳しくご教示いただく機会を得るこ

とができた。さらに、3 月 4 日には、清水客員研究員

とができた。さらに、3 月 4 日には、清水客員研究員

の通訳を得て、同学院経済与管理学院の学生を主な対

の通訳を得て、同学院経済与管理学院の学生を主な対

象とし、少子「高齢社会日本の諸相－大介護時代を迎

象とし、少子「高齢社会日本の諸相－大介護時代を迎

えて－（日本少子高齢社会的形勢－大介護時代的到来

えて－（日本少子高齢社会的形勢－大介護時代的到来

―）」と題して、講義をさせていただく機会を得た。早

―）」と題して、講義をさせていただく機会を得た。早

朝にもかかわらず、100 人を超える学生が聴講に集ま

朝にもかかわらず、100 人を超える学生が聴講に集ま

り、講義終了後は、学生から日本の「税と社会保障の

り、講義終了後は、学生から日本の「税と社会保障の

一体改革」や経済格差の拡大についての質問が出るな

一体改革」や経済格差の拡大についての質問が出るな

ど、活発な質疑応答となった。大学間の学術交流に一

ど、活発な質疑応答となった。大学間の学術交流に一

定の貢献をさせていただくことができたのではないか
と考えている。

スを提供するための末端組織としての機能と、町内会
のような地区住民組織の機能の両者を兼ね備えた組織

である。高碑店西社区は、北京近郊農村部の中でも開

である。高碑店西社区は、北京近郊農村部の中でも開

発に成功した地域である。同社区居民委員会事務所で

発に成功した地域である。同社区居民委員会事務所で

は、主に 90 年代以降の開発発展の道筋と現在の社区の

は、主に 90 年代以降の開発発展の道筋と現在の社区の

機能について情報を得ることができた。

機能について情報を得ることができた。

その後河南省に移動し、3 月 3 日から 5 日まで、州

その後河南省に移動し、3 月 3 日から 5 日まで、州

都鄭州市と黄河を挟んで隣接する新郷市に滞在し、都

都鄭州市と黄河を挟んで隣接する新郷市に滞在し、都

市化と農村の現状について見学するとともに、河南科

市化と農村の現状について見学するとともに、河南科

技学院との学術交流に務めた。新郷市では、本センター

技学院との学術交流に務めた。新郷市では、本センター

に所属する周客員研究員（河南科技学院講師）の案内

に所属する周客員研究員（河南科技学院講師）の案内

のもと、同学院国際交流担当理事である劉興友副学長

のもと、同学院国際交流担当理事である劉興友副学長

≪出張報告≫

フィリピン共和国レイテ島、セブ島北部、ボホール島における
自然災害の現状調査
グループ１−１

研究員・助教

眞子

と考えている。

≪出張報告≫

フィリピン共和国レイテ島、セブ島北部、ボホール島における
自然災害の現状調査

岳

グループ１−１

研究員・助教

眞子

岳

2014 年 2 月 16 日から 24 日までフィリピン共和国
（以

2014 年 2 月 16 日から 24 日までフィリピン共和国
（以

下、フィリピン）にて、2013 年に起きた自然災害にお

下、フィリピン）にて、2013 年に起きた自然災害にお

ける現状視察のための現地調査を実施した。現地調査

ける現状視察のための現地調査を実施した。現地調査

地は、2013 年 10 月 15 日マグニチュード 7.2 の地震

地は、2013 年 10 月 15 日マグニチュード 7.2 の地震

が発生したボホール島。さらに、
2013 年 11 月 8 日にフィ

が発生したボホール島。さらに、
2013 年 11 月 8 日にフィ

リピン中部に上陸した大型台風「Haiyan」が直撃した

リピン中部に上陸した大型台風「Haiyan」が直撃した

レイテ島タクロバンとオルモック、並びにセブ島北部

レイテ島タクロバンとオルモック、並びにセブ島北部

のボゴ、ダンバンタヤンにて現地調査を実施した。

のボゴ、ダンバンタヤンにて現地調査を実施した。

ボホール島での調査は主に現地の被害状況を調査し

ボホール島での調査は主に現地の被害状況を調査し

た。地震が発生した当日は、イスラム教の犠牲祭の祝

た。地震が発生した当日は、イスラム教の犠牲祭の祝

日であったため、学校や教会等に多くの人が集まると

日であったため、学校や教会等に多くの人が集まると

こはなかった。加えて、発生時間は現地時間午前 8 時

写真１：調査風景

定の貢献をさせていただくことができたのではないか

こはなかった。加えて、発生時間は現地時間午前 8 時

写真１：調査風景
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崩壊していた。道路は、車が通行できるようになって

崩壊していた。道路は、車が通行できるようになって

いたが、被災家屋やごみが依然顕在化していた。セブ

いたが、被災家屋やごみが依然顕在化していた。セブ

島北部ダンバンタヤンにおいても家屋は倒壊し、安全

島北部ダンバンタヤンにおいても家屋は倒壊し、安全

に住む家屋がないことを確認した（写真 2）。ダンバン

に住む家屋がないことを確認した（写真 2）。ダンバン

タヤンでは、頭上に瓦礫や屋根が落ちたことによる被

タヤンでは、頭上に瓦礫や屋根が落ちたことによる被

害が多いとされ、500 人程度の負傷者が出ており、現

害が多いとされ、500 人程度の負傷者が出ており、現

在でも対策はされていない。続いて、現地の子供たち

在でも対策はされていない。続いて、現地の子供たち

の手指衛生の状況をルミテスター PD20 を用いて ATP

の手指衛生の状況をルミテスター PD20 を用いて ATP

ふ き 取 り 調 査 を 実 施 し た 結 果、 最 大 で 51,535RLU

ふ き 取 り 調 査 を 実 施 し た 結 果、 最 大 で 51,535RLU

（1,500RLU が 推 奨 す る 基 準 値 ）、 約 6 割 以 上 が

（1,500RLU が 推 奨 す る 基 準 値 ）、 約 6 割 以 上 が

20,000RLU を超えた現状であり、手を洗うための水や

写真2：ダンバンタヤン北部

20,000RLU を超えた現状であり、手を洗うための水や

写真2：ダンバンタヤン北部

教育などを普及させる必要がある。

教育などを普及させる必要がある。

12 分ということもあり、被害が少なかったとされてい

上記の調査より、現地では被災から約 3、4 か月が経っ

12 分ということもあり、被害が少なかったとされてい

上記の調査より、現地では被災から約 3、4 か月が経っ

る。地震直後は、水道給水が停止し、数日間水の供給

ている現在でも、一時的な援助や支援が行われている

る。地震直後は、水道給水が停止し、数日間水の供給

ている現在でも、一時的な援助や支援が行われている

が出来なかったために、雨水を使用していた行動も現

が、持続可能な支援などは実施されていなかった。さ

が出来なかったために、雨水を使用していた行動も現

が、持続可能な支援などは実施されていなかった。さ

地調査より確認した。

らに、現地住民は、次の自然災害（台風や地震）への

地調査より確認した。

らに、現地住民は、次の自然災害（台風や地震）への

レイテ島およびセブ島北部の被災状況は、非常に深

防災・減災への意識が今だ低く、知識も乏しいため、

レイテ島およびセブ島北部の被災状況は、非常に深

防災・減災への意識が今だ低く、知識も乏しいため、

刻であった。レイテ島タクロバンはこの大型台風で最

ソフト（教育）とハード（家屋など）の持続的・内発

刻であった。レイテ島タクロバンはこの大型台風で最

ソフト（教育）とハード（家屋など）の持続的・内発

も被害が大きかった地域であり、沿岸部の住居はほぼ

的な開発が必要であると考える。

も被害が大きかった地域であり、沿岸部の住居はほぼ

的な開発が必要であると考える。

≪出張報告≫

≪出張報告≫

オーストリア出張に関する調査報告
グループ1−1

研究員・教授

オーストリア出張に関する調査報告
久留島

守広

グループ1−1

2 月 27 日～ 3 月 3 日、オーストリア・ウエルツ市他

2 月 27 日～ 3 月 3 日、オーストリア・ウエルツ市他

へ出張、同市・市民ホールで開催の『世界再生可能エ

へ出張、同市・市民ホールで開催の『世界再生可能エ

ネルギー会議 WSED』に参加、『日本のエネルギー技

ネルギー会議 WSED』に参加、『日本のエネルギー技

術動向』に関する講演・討議等を行い、併せて同所及

術動向』に関する講演・討議等を行い、併せて同所及

び JETRO ウイーンセンター他にて、国際共生社会へ

び JETRO ウイーンセンター他にて、国際共生社会へ

向けた本センター事業等の紹介を行った。

向けた本センター事業等の紹介を行った。

また、関連大学及び欧州連合・エネルギー総局の担

また、関連大学及び欧州連合・エネルギー総局の担

当官他と、国際共生社会への方向・方策等につき意見

当官他と、国際共生社会への方向・方策等につき意見

交換・討議等を行った。

交換・討議等を行った。

世界再生エネルギー会議における講演においては、

久留島

守広

世界再生エネルギー会議における講演においては、

当職からエネルギー環境分野におけるアジアを中心と

当職からエネルギー環境分野におけるアジアを中心と

した発展途上国への技術移転のニーズと課題、とりわ

州政府代表・ゼロエミッション分科会開催挨拶
（同所市民ホールにて、筆者撮影）

け今後アジアの途上国の内発的発展において有望視さ
れているバイオマス関連技術等について説明を行い、
加えて震災後のわが国のエネルギー供給体制などにつ

研究員・教授

の現状と展望が述べられた。
今後とも、このように機会をとらえ本センター事業

き質疑・応答を行った。

した発展途上国への技術移転のニーズと課題、とりわ

州政府代表・ゼロエミッション分科会開催挨拶
（同所市民ホールにて、筆者撮影）

け今後アジアの途上国の内発的発展において有望視さ
れているバイオマス関連技術等について説明を行い、
加えて震災後のわが国のエネルギー供給体制などにつ

の現状と展望が述べられた。
今後とも、このように機会をとらえ本センター事業

き質疑・応答を行った。

さらに、欧州産業界代表・研究者他を含め総合討議

等の情報発信を行うとともに、内発的発展に対する途

さらに、欧州産業界代表・研究者他を含め総合討議

等の情報発信を行うとともに、内発的発展に対する途

に 入 り、 英 国・ 炭 素 基 金 Carbon Trust の Simon

上国支援に関する研究者との情報交換に努めて参り

に 入 り、 英 国・ 炭 素 基 金 Carbon Trust の Simon

上国支援に関する研究者との情報交換に努めて参り

Robertson 氏他から同国の洋上風力発電・波力発電等

たい。

Robertson 氏他から同国の洋上風力発電・波力発電等

たい。
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センターニュース

センターニュース

★国際地域学部・国際地域学研究科の白山キャンパス

★研究拠点ネットワーク化のためのワークショップの開催

★国際地域学部・国際地域学研究科の白山キャンパス

★研究拠点ネットワーク化のためのワークショップの開催

東洋大学国際地域学部及び国際地域学研究科は、

ワークショップ」を東洋大学白山キャンパス125記念ホール

東洋大学国際地域学部及び国際地域学研究科は、

ワークショップ」を東洋大学白山キャンパス125記念ホール

への移転について

2013年４月より、白山第二キャンパスより白山キャン

2014年１月28日㈫、
「研究拠点ネットワーク化のための

で開催いたしました。中国寧夏大学の蔵志勇氏、河南科技

2013年４月より、白山第二キャンパスより白山キャン

科学院の其其格氏、湖北大学資源環境学院の王博氏にご

「現場主義」をスローガンとした教育研究活動の一層

パスに移転しました。本部キャンパスとの合同により、 学院の周慶生氏、浙江師範大学の劉励敏氏、内蒙古社会
「現場主義」をスローガンとした教育研究活動の一層
の発展を目指してまいります。詳しくは、東洋大学
及 び 国際地域学部のホームページをご参照ください

への移転について

登壇頂き、活発な議論が行われました。

（http://www.toyo.ac.jp）。

2014年１月28日㈫、
「研究拠点ネットワーク化のための

で開催いたしました。中国寧夏大学の蔵志勇氏、河南科技

パスに移転しました。本部キャンパスとの合同により、 学院の周慶生氏、浙江師範大学の劉励敏氏、内蒙古社会
の発展を目指してまいります。詳しくは、東洋大学
及 び 国際地域学部のホームページをご参照ください

科学院の其其格氏、湖北大学資源環境学院の王博氏にご
登壇頂き、活発な議論が行われました。

（http://www.toyo.ac.jp）。

また、連絡先は以下をご参照ください。

また、連絡先は以下をご参照ください。

★新客員研究員就任

★新客員研究員就任

清水由賀（早稲田大学社会科学研究科博士後期課程）

がセンター客員研究員に就任いたしました。

清水由賀（早稲田大学社会科学研究科博士後期課程）

がセンター客員研究員に就任いたしました。

★連絡先

★書籍『国際開発と内発的発展』
（仮）の刊行予定

東洋大学国際共生社会研究センターによる既刊4点を受

【住

所】

〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス

★連絡先

★書籍『国際開発と内発的発展』
（仮）の刊行予定

東洋大学国際共生社会研究センターによる既刊4点を受

【住 所】

〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス

けて、センターの最終年度の集大成として、来年9月に書籍 【メールアドレス】cesdes@toyo.jp

けて、センターの最終年度の集大成として、来年9月に書籍 【メールアドレス】cesdes@toyo.jp

展のために―』
（仮）を刊行する予定です。

展のために―』
（仮）を刊行する予定です。

『国際開発と内発的発展―フィールドから見たアジアの発

※ホームページをリニューアルいたしました。どうぞ
ご活用ください。http://www.toyo.ac.jp/site/orc

『国際開発と内発的発展―フィールドから見たアジアの発

アクセス図

※ホームページをリニューアルいたしました。どうぞ
ご活用ください。http://www.toyo.ac.jp/site/orc

アクセス図

東洋大学 １２５周年記念館

東洋大学 １２５周年記念館

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

●都営地下鉄三田線「白山」駅 A1出口から徒歩5分
または「千石」駅 A1出口から徒歩8分

1番出口から徒歩5分

●東京メトロ南北線「本駒込」駅

国際共生社会研究センター

国際共生社会研究センター

（私立大学戦略的研究基盤形成支援事業）
E-Mail: cesdes@toyo.jp
Tel/Fax 03-3945-7747

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

1番出口から徒歩5分

（私立大学戦略的研究基盤形成支援事業）
E-Mail: cesdes@toyo.jp
Tel/Fax 03-3945-7747

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

−6−

−6−

158

158

≪書籍刊行≫

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―
国際共生社会研究センター長

北脇

≪書籍刊行≫

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―

秀敏

国際共生社会研究センター長

北脇

秀敏

東洋大学国際共生社会

や福祉、エネルギーや交通、移住・移民問題などのトピック

東洋大学国際共生社会

や福祉、エネルギーや交通、移住・移民問題などのトピック

研究センター（以下「セ

に取り組んでいる。本書は全13章より構成され、国内外の

研究センター（以下「セ

に取り組んでいる。本書は全13章より構成され、国内外の

ンター」と表記）は、

フィールド調査で得られた知見から国際開発と内発的発展

ンター」と表記）は、

フィールド調査で得られた知見から国際開発と内発的発展

2001年に設立されて以

を論じている。本書の概略の構成は以下の通りである。

2001年に設立されて以

を論じている。本書の概略の構成は以下の通りである。

来、アジア地域における

第１章の「内発的発展と国際協力」は、日本の大学

来、アジア地域における

第１章の「内発的発展と国際協力」は、日本の大学

共生社会の構築に関する

や実務において、内発的発展を進めるために必要な途

共生社会の構築に関する

や実務において、内発的発展を進めるために必要な途

研究を行っており多数の

上国政府等の人材や組織の育成と国際協力に必要な実

研究を行っており多数の

上国政府等の人材や組織の育成と国際協力に必要な実

出版物を発行してきた。

践的人材をいかに育成するかを、国際協力経験豊富な

出版物を発行してきた。

践的人材をいかに育成するかを、国際協力経験豊富な

センターでは平成22年度

金子彰が論じた。

センターでは平成22年度

金子彰が論じた。

から現在の研究課題「ア

第２章の「BOPビジネスと内発的発展」では、バングラ

から現在の研究課題「ア

第２章の「BOPビジネスと内発的発展」では、バングラ

ジア開発途上地域におけ

デシュやカンボジアをフィールドにして、貧困層の生活改善

ジア開発途上地域におけ

デシュやカンボジアをフィールドにして、貧困層の生活改善

る内発的発展支援手法の

と内発的発展に寄与する適正技術を援用したBOPビジネ

る内発的発展支援手法の

と内発的発展に寄与する適正技術を援用したBOPビジネ

開発」に取り組んでおり、本書はその課題に関する２冊

スのモデルを、若手研究者である眞子岳が模索している。

開発」に取り組んでおり、本書はその課題に関する２冊

スのモデルを、若手研究者である眞子岳が模索している。

目の書籍と位置づけられる。2012年に刊行された前著

第３章の「防災と内発性」は、自助・共助という地

目の書籍と位置づけられる。2012年に刊行された前著

第３章の「防災と内発性」は、自助・共助という地

『国際開発と環境』では、アジア地域の内発的発展を社

域の主体的参加による防災が不可欠であることを防災

『国際開発と環境』では、アジア地域の内発的発展を社

域の主体的参加による防災が不可欠であることを防災

会学、経済学、環境工学、行政学、市場メカニズム、地

の専門家である松丸亮が釜石やアチェの事例で論じた。

会学、経済学、環境工学、行政学、市場メカニズム、地

の専門家である松丸亮が釜石やアチェの事例で論じた。

域・観光資源など、それぞれの学問領域の観点からアジ
ア地域の内発的発展を説き起こした。

第４章の「エネルギー・環境問題と内発的発展」は、
エネルギー政策の論客である久留島守広が、途上国の

域・観光資源など、それぞれの学問領域の観点からアジ
ア地域の内発的発展を説き起こした。

第４章の「エネルギー・環境問題と内発的発展」は、
エネルギー政策の論客である久留島守広が、途上国の

これに対し本書では、
「内発的発展」は「地元主導の地

内発的発展の制約になるエネルギー・環境問題の解決

これに対し本書では、
「内発的発展」は「地元主導の地

内発的発展の制約になるエネルギー・環境問題の解決

域づくりに主眼を置いた産業開発・人間開発・社会開発」

のための技術移転と人材育成が、日本と途上国双方に

域づくりに主眼を置いた産業開発・人間開発・社会開発」

のための技術移転と人材育成が、日本と途上国双方に

との考えに基づき、人材育成、ビジネス、災害からの復興

有益であるとの議論を展開している。

との考えに基づき、人材育成、ビジネス、災害からの復興

有益であるとの議論を展開している。

国際シンポジウム

日時：2014年10月10日㈮
12：30 開場

「国際開発と内発的発展」

会場：東洋大学 白山キャンパス 井上円了ホール
〒112-8606

東京都文京区白山 5-28-20

共催：東洋大学学術推進センター
プログラム
13：00〜 講演
17：00〜 レセプション
☆入場無料

☆同時通訳付き

■講演題目・講演者
「ミャンマーにおける内発的発展」
（ミャンマー政府関連）
「ミャンマー支援と内発的発展」森 晶子
（ブリッジエーシアジャパン・ミャンマー国代表）
「ＪＩＣＡのミャンマー支援」府川 賢祐
（国際協力機構東南アジア・大洋州部東南アジア第四課 課長）
「ミャンマーの経済発展」岡本 郁子
（東洋大学国際地域学部教授）
「国際開発と内発的発展 ―今後の展望」北脇 秀敏
（ 東 洋 大 学 国 際 共 生 社 会 研 究 センター 長 ）
＊講演者、演題は変更の可能性があります。

国際シンポジウム

日時：2014年10月10日㈮
12：30 開場

「国際開発と内発的発展」

会場：東洋大学 白山キャンパス 井上円了ホール
〒112-8606

東京都文京区白山 5-28-20

共催：東洋大学学術推進センター
プログラム
13：00〜 講演
17：00〜 レセプション
☆入場無料

☆同時通訳付き

■講演題目・講演者
「ミャンマーにおける内発的発展」
（ミャンマー政府関連）
「ミャンマー支援と内発的発展」森 晶子
（ブリッジエーシアジャパン・ミャンマー国代表）
「ＪＩＣＡのミャンマー支援」府川 賢祐
（国際協力機構東南アジア・大洋州部東南アジア第四課 課長）
「ミャンマーの経済発展」岡本 郁子
（東洋大学国際地域学部教授）
「国際開発と内発的発展 ―今後の展望」北脇 秀敏
（ 東 洋 大 学 国 際 共 生 社 会 研 究 センター 長 ）
＊講演者、演題は変更の可能性があります。

※お申し込み：事務局宛にお名前、ご所属、お電話番号、ご出席（シンポジウム・レセプションの別）を添えてお申込みください。

※お申し込み：事務局宛にお名前、ご所属、お電話番号、ご出席（シンポジウム・レセプションの別）を添えてお申込みください。
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E-mail : cesdes@toyo.jp

TEL/ＦＡＸ 03−3945−7747

E-mail : cesdes@toyo.jp

TEL/ＦＡＸ 03−3945−7747

第５章の「復興過程と内発的発展」は、都市計画の
専門家であり東洋大学東日本大震災復興問題対策チー

を地域交通の内発的発展と考え、日本、アジア、欧米

第５章の「復興過程と内発的発展」は、都市計画の
専門家であり東洋大学東日本大震災復興問題対策チー

の地域交通と内発的発展について考察した。

を地域交通の内発的発展と考え、日本、アジア、欧米
の地域交通と内発的発展について考察した。

ムを率いる藤井敏信が、現地調査に基づき復興に向け

第10章の「NGOと内発的発展」は、長年NGO活動に

ムを率いる藤井敏信が、現地調査に基づき復興に向け

第10章の「NGOと内発的発展」は、長年NGO活動に

しごとの再生とにぎわいの再生について現実的な提案

従事してきた束村康文がミャンマーで実施した村落給

しごとの再生とにぎわいの再生について現実的な提案

従事してきた束村康文がミャンマーで実施した村落給

をまとめた試論である。

水プロジェクトの実施を通じて内発的発展のための人

をまとめた試論である。

水プロジェクトの実施を通じて内発的発展のための人

第６章の「社会福祉の内発的発展」は、社会福祉の

材育成をおこなった事例とその評価が示されている。

第６章の「社会福祉の内発的発展」は、社会福祉の

材育成をおこなった事例とその評価が示されている。

専門家の藪長千乃と中国をフィールドとする清水由賀

第11章の「脱貧困と内発的発展」は、中国出身の蔵

専門家の藪長千乃と中国をフィールドとする清水由賀

第11章の「脱貧困と内発的発展」は、中国出身の蔵

が内発的発展論から日本と中国の社会福祉・地域福祉

志勇が中国内陸部寧夏省山岳部における人口増による

が内発的発展論から日本と中国の社会福祉・地域福祉

志勇が中国内陸部寧夏省山岳部における人口増による

を政府の関与の違い等の観点から論じたものである。

生態環境破壊と貧困の解決策としての生態移民（農村

を政府の関与の違い等の観点から論じたものである。

生態環境破壊と貧困の解決策としての生態移民（農村

第７章の「女性と災害：脆弱性と回復力」は、ジェ

第７章の「女性と災害：脆弱性と回復力」は、ジェ

居住者の適地への移転）について述べた。

居住者の適地への移転）について述べた。

ンダー研究の専門家マリア・ロザリオ・ピケロ・バレ

第12章の「国際移民と内発的発展」は、アフリカ研

ンダー研究の専門家マリア・ロザリオ・ピケロ・バレ

第12章の「国際移民と内発的発展」は、アフリカ研

スカスが出身国フィリピンを事例として台風などの災

究者の松本尚之が、在日ナイジェリア人の同郷団体の

スカスが出身国フィリピンを事例として台風などの災

究者の松本尚之が、在日ナイジェリア人の同郷団体の

害時の女性の脆弱性を社会的・文化的規範から解き明

活動を通した故郷の内発的発展の支援と、創造的構造

害時の女性の脆弱性を社会的・文化的規範から解き明

活動を通した故郷の内発的発展の支援と、創造的構造

かしたものである。

変化の担い手といえる国際移民について述べた。

かしたものである。

変化の担い手といえる国際移民について述べた。

第８章の「被災地観光と内発的発展」は、ダーク

第13章の「ソーシャルビジネスと内発的発展」は、

第８章の「被災地観光と内発的発展」は、ダーク

第13章の「ソーシャルビジネスと内発的発展」は、

ツーリズムの研究者である島川崇が自然災害の惨禍を

ソーシャルビジネスの研究者である松行輝が、内発的

ツーリズムの研究者である島川崇が自然災害の惨禍を

ソーシャルビジネスの研究者である松行輝が、内発的

地域資源（遺産）として活かしている被災地観光につ

発展を促す多様な主体のパートナーシップ形成と、そ

地域資源（遺産）として活かしている被災地観光につ

発展を促す多様な主体のパートナーシップ形成と、そ

いて、中国とタイの現状を調査し被災地に内発的発展

の事例としてN P Oコペルニクとハイブリッド・バ

いて、中国とタイの現状を調査し被災地に内発的発展

の事例としてN P Oコペルニクとハイブリッド・バ

をもたらす観光とは何かについて考察している。

リューチェーンをとりあげている。

をもたらす観光とは何かについて考察している。

リューチェーンをとりあげている。

第９章の「地域交通と内発的発展」は、交通政策を

なお、本書を刊行するにあたり朝倉書店編集部には

第９章の「地域交通と内発的発展」は、交通政策を

なお、本書を刊行するにあたり朝倉書店編集部には

専門とする堀雅通が、各地域住民の自発的な意志から

編集作業において多大なご尽力をいただいた。ここに

専門とする堀雅通が、各地域住民の自発的な意志から

編集作業において多大なご尽力をいただいた。ここに

公共交通の利活用を通じてその拡大発展に努めること

心から感謝したい。

公共交通の利活用を通じてその拡大発展に努めること

心から感謝したい。

≪出張報告≫

≪出張報告≫

アジア最後のフロンティア、ミャンマー
グループ１－１

研究員・教授

アジア最後のフロンティア、ミャンマー
坂元

浩一

グループ１－１

学生運動のせいで大学の教員とコンタクトできず、

学生運動のせいで大学の教員とコンタクトできず、

また首都は移転していたが、経済首都ヤンゴン市内で

また首都は移転していたが、経済首都ヤンゴン市内で

ミャンマー政府外国投資担当局の局長クラスと面会が

ミャンマー政府外国投資担当局の局長クラスと面会が

できた。他に、ミャンマー人コンサルタントと日本人

できた。他に、ミャンマー人コンサルタントと日本人

エコノミストと出会い、最新の情報を入手できた。

エコノミストと出会い、最新の情報を入手できた。

援 助 関 係 機 関 と し て 、 国 連 の ア ド バ イ ザ ー ( M r.

援 助 関 係 機 関 と し て 、 国 連 の ア ド バ イ ザ ー ( M r.

Koztner, Senior Economic Advisor)と面会して意見交

Koztner, Senior Economic Advisor)と面会して意見交

換を行った。重要な文献もかれから入手した。また、

換を行った。重要な文献もかれから入手した。また、

面会はできなかったが、英国の国際開発庁のミャン

面会はできなかったが、英国の国際開発庁のミャン

マー事務所からメールで援助計画書を入手した。ユニ

マー事務所からメールで援助計画書を入手した。ユニ

セフによる財政に関するサーベイ報告書も入手できた。

セフによる財政に関するサーベイ報告書も入手できた。

政府予算については、基本的な統計を入手した。経済

政府予算については、基本的な統計を入手した。経済

の貿易や海外直接投資などの最新統計を入手できた。

研究員・教授

坂元

浩一

の貿易や海外直接投資などの最新統計を入手できた。

テーマとしては、開発計画書そのものは入手できな

手できた。中国は、ミャンマーの国の真ん中を横断す

テーマとしては、開発計画書そのものは入手できな

手できた。中国は、ミャンマーの国の真ん中を横断す

かったが、経済全般と主要な開発事業に関わる多くの

る形で、ベンガル湾から雲南省へ天然ガスを運ぶパイ

かったが、経済全般と主要な開発事業に関わる多くの

る形で、ベンガル湾から雲南省へ天然ガスを運ぶパイ

文献を入手した。援助事業に関わる重要な文献も、ア

プラインを完成している。また、多くの水力発電所を

文献を入手した。援助事業に関わる重要な文献も、ア

プラインを完成している。また、多くの水力発電所を

ジア開発銀行と世界銀行を含めて入手できた。また、

建設してきたが、ミャンマーの西側への転換によって

ジア開発銀行と世界銀行を含めて入手できた。また、

建設してきたが、ミャンマーの西側への転換によって

同国へ多大な投資を行ってきた中国に関する情報も入

マイナスの影響を被っている。

同国へ多大な投資を行ってきた中国に関する情報も入

マイナスの影響を被っている。
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日本の民間投資の動向についてもサーベイし、また

地）や都市の開発地区・低所得地域（ヤンゴン東部の

日本の民間投資の動向についてもサーベイし、また

地）や都市の開発地区・低所得地域（ヤンゴン東部の

代表的なジャンクション・スクウェア・ショッピング

開発区と北部のスラム地域）を、借り上げた車両で訪

代表的なジャンクション・スクウェア・ショッピング

開発区と北部のスラム地域）を、借り上げた車両で訪

センターやCapital Hyper Supermarketで、100円

問できた。そして、マーケットでは手織りのミシンな

センターやCapital Hyper Supermarketで、100円

問できた。そして、マーケットでは手織りのミシンな

ショップのDaisoやロッテリアを見学した。

ども視察できて、経済発展の水準と貧困の程度を把握

ショップのDaisoやロッテリアを見学した。

ども視察できて、経済発展の水準と貧困の程度を把握

町の中には多くの書店があり、ミャンマー語の文献の中

町の中には多くの書店があり、ミャンマー語の文献の中
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≪受賞報告≫

国際開発学会 審査委員会特別賞
『国際開発と環境―アジアの内発的発展のために―』
国際共生社会研究センター長

北脇

≪受賞報告≫
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ました。
ラムから構成され、カバーする分野も文系・理系の垣根

記
国際開発学会長佐藤寛先生、賞選考委員長内海成治先
生、ご来場の国際開発学会員の皆様、本日ここにこのよ
うな栄誉ある賞をいただくことができまして大変感激し
ております。
東洋大学国際共生社会研究センターは、平成13年度に
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・センター整備事業により国際地域
学研究科内に設置された組織で、平成22年度からは戦略
的基盤形成支援事業の助成金を得て研究を続けており、
その研究テーマは「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」となっております。
今回の受賞作であります『国際開発と環境－アジアの
内発的発展のために』は、そのセンターの研究成果を中
間的にとりまとめたもので、本年９月には続編「国際開
発と内発的発展」を上梓しております。こうした出版活
動が順調に進みましたことは文部科学省の助成金により
各研究員が順調に研究を推進できたことと、遅筆な各著
者を叱咤激励していただいた朝倉書店の森田部長を始め
大勢の皆様のお力があったことが大きいと思います。こ
の場を借りて御礼申し上げます。
今回、賞をいただきました著作『国際開発と環境－ア
ジアの内発的発展のために－』は、本編７章と９つのコ

を取り払った幅広いものとなっています。先生方の前で
釈迦に説法ですが、途上国の開発は極めて複雑で既存の
学問体系の一分野では到底なし得ないものです。受賞作
の基となる研究を行いました東洋大学国際共生社会研究
センターは、社会科学と自然科学とが融合して創立され
た国際地域学研究科が母体となって設立されたものです。
そのため、受賞作のような分野横断的な研究に基づいた
研究が可能になったものと考えております。
なお、国際共生社会研究センターは、文部科学省助
成によるアジアの内発的発展に関する研究を一応今年
度で締めくくり、来年度からは研究対象地域にアフリ
カを付け加えて新たな出発をきるべく構想中です。本
著を始め現在のセンターにおける研究活動で培った内
発的発展に関する知見を、新センターでは現実の途上
国支援プロジェクトに適用するための手法を模索する
予定です。国際開発学会の専門家のみなさん、ぜひこ
れからも当センターの活動にご理解を賜り、開発途上
国の内発的発展のためご協力をいただきますようお願
い申し上げます。最後になりましたが今後国際開発学
会がさらに発展され、国際開発のための強固な研究基
盤を構築されることをお祈り申し上げてお礼の言葉と
させていただきたいと思います。
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≪国際シンポジウム開催報告≫

≪国際シンポジウム開催報告≫

国際開発と内発的発展
グループ１－２

国際開発と内発的発展
研究員・教授

松丸

亮

今後同様な地域に対し内発的発展を支援する際に役立
つものでした。
「JICA によるミャンマー支援の概況」
府川賢祐（独立行政法人国際協力機構 東南アジア・
大洋州部東南アジア第四課 課長）
府川様の講演は、現在のような解放経済になる前か
らミャンマー国に対して支援を継続してきた日本
（JICA）の経験を踏まえ、現在の開発課題、それに対
応したJICAの支援方針、具体的な支援事例についてで
した。講演を通じ、日本の支援が今日のミャンマー経
済の拡大や内発的発展のベースを作る上で大きな貢献
を果たしていたことが示されました。
「Economic Reform in Myanmar－Achievement,
Tasks and Challenges－」
岡本郁子（東洋大学国際地域学部 教授）
この講演では、岡本教授が専門とする、ミャンマー
経済、農業・農村経済のうち、特にミャンマーの経済
発展に焦点を当て、近年の経済改革、現状と課題など
について具体的な事例を踏まえながらの講演で、現在
のミャンマー発展がどのような系譜によるものか、ま
た今後の課題に対してどのような取り組みが必要なの
かといったことが提示されました。
今回の国際シンポジウムでは、急速な発展を遂げつ
つあるミャンマーを対象にした様々な方面からの講演、
パネルディスカッションでの議論や質疑応答を通じ、
「国際開発と内発的発展」というテーマの重要性が改
めてシンポジウム参加者に共有されたと考えています。
シンポジウムをきっかけに、内発的発展に係る研究
が活発になること、フィールドでの支援活動に何らか
の改善がもたらされることを期待するところです。
東洋大学国際共生社会研究センターは、文部科学省
私立大学戦略的研究基盤形成にかかる助成を受け、

会場の様子

東洋大学国際共生社会研究センターは、国際シンポ
ジウム「国際開発と内発的発展」（共催：東洋大学学
術研究推進センター、東洋大学大学院国際地域学研究
科、後援：独立行政法人国際協力機構）を2014年10月
10日、東洋大学井上円了ホールにて開催しました。
本年の国際シンポジウムは、近年発展が著しいミャ
ンマーにおいて様々な分野でご活躍をされている4名の
方をお招きし、ミャンマーの発展を「内発的発展」と
いうキーワードを切り口に具体的な議論を行うことを
目的として開催したものです。シンポジウムには、本
学の学生も含め650名以上が参加をいただきました。
今回のシンポジウムでは、新たな企画として、講演
の他に講演者によるパネルディスカッションを行い、
その議論も踏まえ、会場からの質疑応答という形を取
り、活発な議論が交わされました。各講演者の講演概
要は以下の通りです。
「農村の内発的発展－ミャンマーの未来創世」
ウ・ティングイ（ミャンマー連邦共和国 畜水産村落開発
省副大臣）
ウ・ティングイ副大臣からはミャンマー国の畜水産
村落開発省が実施している、農村地区の開発について、
その方針、戦略、実績などに加え、村落住民のより豊
かな生活に向けた今後の取り組みなどが内発的発展の
視点から説明がありました。
「BAJ のミャンマーにおける活動と内発的発展」
森晶子（特定非営利活動法人ブリッジエーシアジャパン
ミャンマー国代表）
森様の講演は、10年以上にわたりミャンマーで村落
開発支援の活動を続けているブリッジエーシアジャパ
ン（BAJ）の具体的活動を通じて得られた知見等を内発
的発展の視点から整理・分析したもので、フィールド
での経験に裏打ちされた分析から導き出された提案は、

ディスカッションの様子
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研究員・教授

松丸

亮
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ディスカッションの様子

2010年からの5年間にわたり「内発的発展」をセン
ターに属する研究員共通の研究テーマとして研究活動
を行って来ましたが、本2014年度がそのプログラムの
最終年に当たります。そのため、本シンポジウムの最
後に、北脇センター長より「国際開発と内発的発展―

今後の展望」と題した短い講演も行われ、5年間のプロ
グラムの総括と今後の研究展開が示されました。
最後に、共催やご後援を頂いた各機関、講演者の皆
様、参加頂いた皆様に改めて感謝を申し上げます。

≪学術協定≫

2013年度から準備を進めてきた四川大学香港理工大
学災后重建与管理学院との学術協定を締結することが
できた。
経緯を遡ると、筆者が自然災害の被災地において復興
に資する観光振興に関して、世界の事例を調査していた一
環として、2013年９月に四川大地震の被災地跡を初めて訪
問した際、四川大学香港理工大学災后重建与管理学院の
顧林生院長を紹介いただいたことから始まる。本センター
の取組みと自分自身の研究内容を紹介したところ大変興味
を持って下さり、共同研究を含めて今後の連携を約束し、
帰国した。2014年３月に学術協定を調印すべく準備をした
が、諸般の事情で整わなかった。しかし金承珠研究員、劉
蘭芳客員研究員とともに訪問し、
「災区重建与旅游振興発
展検討会（ワークショップ）」を共同開催した。
そして、岡崎匡史研究員と劉蘭芳客員研究員ととも
に８月に再訪し、満を持して調印と相成った。
過去２回の訪問では、被災した県都まるごと保存して観
光資源としている北川県を視察したが、今回はより震源に
近い映秀にある地震紀念公園を視察した。倒壊した中学
校をそのまま保存し、校舎を取り囲むように遊歩道が整備
されている。そして、その被災した中学校の奥には再建され
た新都市が広がっていて、民宿、食堂、土産物店、伝統工
芸品販売店等観光客を意識した店舗がならんでいた。
映秀も北川県同様、多くの観光客の来訪を得ていた
が、映秀の観光ポテンシャルは高いと言える。それは、
映秀は規模では北川県には劣るものの、既に有名な観

研究員・准教授

島川

四川大学香港理工大学災后重建与管理学院との学術協定
崇

光地となっている都江堰に近く、四川州の州都成都市
からもアクセスがしやすいことも追い風である。今ま
での研究成果から、被災地観光は、被災遺構だけを見
に来る観光客だけをターゲットにしていたのでは観光
地としては成立せず、他の主要な観光地を巡る際の
「ついで」の需要を獲得しなければならない。それを
考えると、映秀を都江堰とセットにして観光ルートの
提案を行うことが、被災地観光の裾野を広げることに
つながると思われる。
今後とも、四川大学香港理工大学災后重建与管理学
院と連携し、復興に貢献できる観光開発手法を確立し
ていきたいと考える。

≪海外研究調査≫

1945（昭和20）年、日本帝国が敗れ、大東亜戦争（アジ
ア・太平洋戦争）が終結した。敗戦国日本は、奇跡的な復
興を遂げたが、戦争の惨劇と占領による爪痕は生々しく、日
本人の精神に大きな傷跡を残し、国家を蝕み続けている。
日本人の奥底に眠っているトラウマが発作を起こすかの

グループ2
2013年度から準備を進めてきた四川大学香港理工大
学災后重建与管理学院との学術協定を締結することが
できた。
経緯を遡ると、筆者が自然災害の被災地において復興
に資する観光振興に関して、世界の事例を調査していた一
環として、2013年９月に四川大地震の被災地跡を初めて訪
問した際、四川大学香港理工大学災后重建与管理学院の
顧林生院長を紹介いただいたことから始まる。本センター
の取組みと自分自身の研究内容を紹介したところ大変興味
を持って下さり、共同研究を含めて今後の連携を約束し、
帰国した。2014年３月に学術協定を調印すべく準備をした
が、諸般の事情で整わなかった。しかし金承珠研究員、劉
蘭芳客員研究員とともに訪問し、
「災区重建与旅游振興発
展検討会（ワークショップ）」を共同開催した。
そして、岡崎匡史研究員と劉蘭芳客員研究員ととも
に８月に再訪し、満を持して調印と相成った。
過去２回の訪問では、被災した県都まるごと保存して観
光資源としている北川県を視察したが、今回はより震源に
近い映秀にある地震紀念公園を視察した。倒壊した中学
校をそのまま保存し、校舎を取り囲むように遊歩道が整備
されている。そして、その被災した中学校の奥には再建され
た新都市が広がっていて、民宿、食堂、土産物店、伝統工
芸品販売店等観光客を意識した店舗がならんでいた。
映秀も北川県同様、多くの観光客の来訪を得ていた
が、映秀の観光ポテンシャルは高いと言える。それは、
映秀は規模では北川県には劣るものの、既に有名な観

研究員・准教授

島川

崇

光地となっている都江堰に近く、四川州の州都成都市
からもアクセスがしやすいことも追い風である。今ま
での研究成果から、被災地観光は、被災遺構だけを見
に来る観光客だけをターゲットにしていたのでは観光
地としては成立せず、他の主要な観光地を巡る際の
「ついで」の需要を獲得しなければならない。それを
考えると、映秀を都江堰とセットにして観光ルートの
提案を行うことが、被災地観光の裾野を広げることに
つながると思われる。
今後とも、四川大学香港理工大学災后重建与管理学
院と連携し、復興に貢献できる観光開発手法を確立し
ていきたいと考える。

≪海外研究調査≫

「新教育勅語」 の行方を追う
グループ１−１研究員・研究助手

今後の展望」と題した短い講演も行われ、5年間のプロ
グラムの総括と今後の研究展開が示されました。
最後に、共催やご後援を頂いた各機関、講演者の皆
様、参加頂いた皆様に改めて感謝を申し上げます。

≪学術協定≫

四川大学香港理工大学災后重建与管理学院との学術協定
グループ2

2010年からの5年間にわたり「内発的発展」をセン
ターに属する研究員共通の研究テーマとして研究活動
を行って来ましたが、本2014年度がそのプログラムの
最終年に当たります。そのため、本シンポジウムの最
後に、北脇センター長より「国際開発と内発的発展―

「新教 育 勅語」 の行方を追う
岡﨑 匡史

ように、
「集団的自衛権」や「憲法改正」の議論が突発的
に巻き起こる。終戦から半世 紀以上 経った現 在でも、
みそぎ
「禊」ができていない。日本はいつ敗戦の「後遺症」から
抜け出し、占領の殻を脱ぎ捨てるのだろうか。
占領下日本、ダグラス・マッカーサー元帥率いる連合国
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Know Ye, Our Subjects:
Five and f if t y years have elapsed since Our
I mper ia l Gra nd fat her issued H is Rescr ipt on
Education, which indeed laid the foundation of a
prosperous nation with her prestige shining forth
all over the four seas. But now Our nation is facing
the greatest trial she has ever experienced, and her
recovery is yet afar off....
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I mper ia l Gra nd fat her issued H is Rescr ipt on
Education, which indeed laid the foundation of a
prosperous nation with her prestige shining forth
all over the four seas. But now Our nation is facing
the greatest trial she has ever experienced, and her
recovery is yet afar off....

（ママ）

フーヴァー・タワー

総司令部（GHQ）は、日本人のイデオロギーを軍国主義か
ら民主化へ転換させるために「精神的武装解除」を実施し
た。この強制的な民主化政策は、軍国主義を助長した精神
的基盤を根こそぎ取り払い、米国流の民主主義を植え付け
ることが目的であった。
占領がはじまった当初、GHQは軍国主義・超国家主義
を流布した書物として『国体の本義』や『臣民の道』を危
険視し、1945（昭和20）年12月に発令した「神道指令」に
よってこれらの書物は頒布が禁ぜられた。
しかし、1890（明治23）年、明治天皇が臣民に教育
理念を示した「朕惟フニ我ガ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト
宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ･･･」という文言から始
まる「教育勅語」は廃止を免れ、手つかずの状態にお
かれていた。いや、「手つかず」というよりも、「教
育勅語」をめぐってGHQ と日本政府の間で水面下の攻
防があったのだ。
GHQは、米国の理念を反映させた「新教育勅語」を昭
和天皇の権威（威力）を利用して渙発し、占領政策を効果
的に実行したい思惑があった。一方の日本政府は「国体」
を死守し、
「教育勅語」を守り抜きたい。
「新教育勅語」が
かいざん
発布されたとしても、改 竄を最小限に抑え、日本政府が望
む思想を盛り込みたい。
GHQ主導で作成された「新教育勅語」
（通称「京都勅
語」）は、世界屈指の名門校スタンフォード大学敷地内に
ある「フーヴァー戦争・革命・平和 研 究 所」（H o o v e r
Institution on War, Revolution and Peace）の公文書
館に保管されている。フーヴァー研究所は、スタンフォード
大学の第一期生であった米国第31代大統領ハーバート・
C・フーヴァーが第一次世界大戦の惨事を憂い、戦争・革
命・平和に関する文献収集と学術研究を行うために1919
年に設立させた保守系のシンクタンクだ。
「京都勅語」は、G H Qの民間情報教育局（C i v i l
Information and Education Section, CIE）の職員とし
て勤務していたジョセフ・C・トレイナーの個人文書
（Box-30）に保存されている。
PROPOSED SHOWA RESCRIPT ON EDUCATUION
RESCRIPT ON EDUCATION ISSUED AFTER THE
CLOSE OF THE GREAT ASIA WAR
(DAITOWA SENSO)

大東亜戰後ノ教育ニ關 し テ下シ給ヘル勅語
朕惟フニ皇祖考曩ニ教育ニ關スル勅語ヲ賜ヒテヨリ茲
ニ五拾有五年、國運為ニ興隆シ國威四海ニ輝クヲ得タ
リ。然ルニ我カ國今ヤ空前ノ苦艱ニ遭遇シ、再建ノ前
途尚遼遠ナリ。（以下略）
「京都勅語」を執筆したのは、当時、同志社大学文学部
神学科教授であった有賀鐵太郎。執筆時期は、1945年11
月末〜12月上旬。有賀は、京都に配属されていた軍政局の
海軍中佐から依頼を受けたものの、大逆罪に抵触すること
を恐れて、自分の名前は伏せることを条件に勅語案を作成
した。
「トレイナー文書」に新勅語案が保管されていることは、
占領史や教育史の分野では周知の事実である。筆者はこ
こ数年にわたり、占領下での教育勅語論争を研究し続けて
きた。関連史料を深く読み込むことで、
「京都勅語」とは別
に、第二、第三の「新教育勅語案」が作成されていたと確
信するに至った。
関係者の証言や状況証拠により、新勅語案の内容を推
論することも可能だが、肝心の「新教育勅語案」のオリジ
ナル（原本）を見つけ出せない。新勅語案を発掘すれば、
画期的な業績となり、歴史の新たな1ページを綴ることがで
きる。
「新 教 育 勅 語 案 」を探し出すべく、西 海岸のスタン
フォードから東海岸のバージニア州ノーフォークへ向かった。
ノーフォークには、
マッカーサー記念図書館があり、膨大な
GHQ関係史料が保管されている。
マッカーサー記念図書館は精力的に史料を収集しており、
C I E 二代目局 長を務めたことで 知られるドナルド・R・
ニューゼント中佐の個人文書を近年公開した。
「ニューゼ
ント文 書」のなかには、インターネットオークションの
「E - b a y」で 競り落とした史 料さえある。C I E 局 長 の
「ニューゼント文書」であれば、新勅語案の原本、もしくは
状況証拠を補強する史料を発見することができるかもしれ
ない。
期待を胸に「ニューゼント文書」の解読を行ったが、
「新
教育勅語案」に関連する史料を見出すことはできなかった。
「ニューゼント文書」は二つの箱しかなく、保存されている
史料の年代に偏りがある。1949年代以降の史料は豊富だ
が、1945年から1946年という占領初期の重要な時期の史
料がほとんど収録されていない。
対日占領政策の史料公開が進むなか、ニューゼント
は生前に自分に都合の悪い史料を隠蔽した可能性があ
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る。あるいは、新勅語の執筆に関わった周辺の人物た
ちが、原案を焼却などして破棄してしまった可能性が
高い。なぜなら、当時、あらたな勅語を執筆したこと
が表沙汰になると、国粋主義者や国家主義者から批判
を浴びせられ、身に危険が及ぶ可能性があったからで
ある。
もちろん、「新教育勅語案」の行方は、執筆に関与
した日本政府及びCIE関係者たちの自宅や公文書館に
眠っていたり、GHQ文書のなかに保管されている可能
性もある。いずれにしても、現在（2014年8月）の時
点では、第二、第三の「新教育勅語案」を発掘できて
おらず、今後も調査を続けていきたい。
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マッカーサー記念図書館

東洋大学国際共生社会研究センターの1３年間
東洋大学国際共生社会研究センター長・北脇

マッカーサー記念図書館

東洋大学国際共生社会研究センターの1３年間
秀敏

東洋大学国際共生社会研究センター長・北脇

秀敏

各研究グループの活動に加えてセンター事務局を中心に
東洋大学国際共生社会研究センターは、平成 27 年 3
月を以て予定されております全ての活動を終了します。こ 取り組んだ課題もあります。即ち東ティモール、ベトナム、
の節目に当たりセンターの 13 年間の活動を振り返りたいと ウズベキスタン、中国・内モンゴル自治区、カンボジア、ミャ
思います。センターは文部科学省の私立大学学術研究高 ンマー等に調査団を派遣し、紛争集結国の開発、都市と
度化推進事業であるオープン・リサーチ・センター整備事 農村の共生、地球規模の環境問題、途上国の村落部の
業により平成 13 年度に当初 5 年間の予定で東洋大学大 開発などの課題を研究しました。またそれらの成果や各研
学院国際地域学研究科に設置されました（第一期）。その 究グループの専門性を活かしてセンター最大のイベントで
5 年間の活発な活動が評価され、平成 20 年度まで 3 年 ある国際シンポジウムを計 12 回にわたり開催しました。シ
間の予定で活動継続が認められました（第二期）
。その後 ンポジウムでは海外の要人や著名な研究者を招聘して講
１年のブランクを経て、戦略的基盤形成支援事業の助成 演会と付属ワークショップ等を行いました。センターの活
金をえることができ、平成 22 年度から活動を再開し平成 動の中で最も印象に残っているのは平成17年 9月に東ティ
26 年度まで現在の体制で精力的に研究を行ってきました モールからノーベル平和賞受賞者のラモス・ホルタ外相（前
大統領）を招聘したシンポジウムで、東洋大学からの名誉
（第三期）
。
第一期には松尾友矩研究科前委員長（現常務理事）を 博士号授与や講演会など一連のイベントを行ったことでし
センター長として 3 つの研究プロジェクト「アジア大都市 た。このようにセンターの活動を成功に導いたものは学内
圏地域を対象とした定住環境の形成・整備に関する研究」、 外の方々のご厚意とご支援であったと考えています。この
「環境共生社会論に関する研究」
、
「地域開発データベース 場を借りてお礼申し上げます。
以上のような研究活動に加え、センターでは「研究者の
と計画・評価シミュレータの開発・整備」を設定して活動
しました。第二期からセンター長が小職に交代し、第一期 養成、高度専門職業人の養成、研究成果の公開」も公
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 約として掲げて来ました。研究者や高度職業人の養成に
の研究」として集約し、第一期の研究を継承しました。課 ついては、センターの研究助手や博士課程の学生からな
題 1 には環境共生社会形成手法の基礎的研究を行うグ る R A の大学教員等への送り出し、海外からの研究者の
ループと、個々の課題を応用的に研究するグループとを設 招聘と研究協力などの形で実を結んで来ました。また研
定しました。これに加え課題 2「国際共生社会形成のため 究 成 果 の 公 開として公 開 講 座や 公 開セミナーの開 催、
の新たなパラダイムに関する研究」を新設し、紛争集結国 ニュースレターの発行を行いましたが、成果を形に残すと
など重点要支援段階の国々や途上国農村地域、サハラ以 いう意味では 13 年間に朝倉書店から発行していただきま
「国際環境共生学」
南のアフリカ地域など重点要支 援地域に関する研 究を した 5 冊の単行本「環境共生社会学」
「国際開発と環境」
「国際開発と内発
行ってきました。現在のセンターである第三期には、グルー 「国際共生社会学」
「国際開
プ 1-1「国際協力分野からの内発的発展の研究」、グルー 的発展」にセンターの活動が集約されています。
プ 1-2「地域開発分野からの内発的発展の研究」、グルー 発と環境」は、国際開発学会より「2014 年 国際開発学
プ 2「観光・交通分野からの内発的発展の研究」と３つ 会 審査委員会特別賞」を受賞いたしました。
文理融合の教員で構成された国際地域学研究科を母
のプロジェクトを立ち上げ、アジアの内発的発展に関して
体に発足したセンターでは、幸い他のメンバー構成では成
先駆的な研究を行っています。
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し得なかったユニークな活動成果をあげられたものと考え
ています。現在のセンターの活動は終了しますが今後も国
内外の研究拠点との連携を深め、研究成果を国内外の
フィールドにダイナミックに還元して行きたいと思います。

そのため平成 27 年度以降も現センターのテーマをさらに
発展させて活動を継続できるよう調整中です。来年度中に
センターが活動を再開できるよう期待しつつご挨拶の言葉
とさせていただきます。13 年間ご支援有難うございました。

し得なかったユニークな活動成果をあげられたものと考え
ています。現在のセンターの活動は終了しますが今後も国
内外の研究拠点との連携を深め、研究成果を国内外の
フィールドにダイナミックに還元して行きたいと思います。

センターニュース
★センター活動終了のお知らせ

センターニュース

★今後の連絡先

2015年3月をもってセンターの活動は終了いたしますが、 国際共生社会研究センターの連絡先
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Prof. Hidetoshi Kitawaki
CeSDeS Director
Center for Sustainable
Development St udies
(CeSDeS) will cease all of
its scheduled activities as
of March 2015. I would
therefore like to take this
opportunity to look back
over CeSDeS’s activities
over these past 13 years.
CeSDeS was created within
Toyo University’s Graduate
School of Regional Development St udies as an Open
Research Center as part of the Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) “HighTech Research Center Project for Private Universities” in
2001, and was initially intended to operate for 5 years (Phase
I). Due to recognition of the vigorous activity of CeSDeS
during those initial 5 years, operations were extended for
another 3 years (planned period), until FY2008 (Phase II).
Subsequently, activities were suspended for one year, but
recommenced in 2010 with funding provided under the
MEXT “Strategic Research Base Development Program for
Private Universities,” with research carried out vigorously
under the current system until the end of FY2014 (Phase III).
During Phase I, under then-CeSDeS Director and former
Dean of the Graduate School of Regional Development
Studies (now Executive Trustee, Toyo University) Tomonori
Matsuo, 3 research projects—(1) Research on the Formation
a nd En ha ncement of Liv i ng Env iron ments i n Asia n
Megacities; (2) Research on the Theory of Environmentally
Sustainable Social Development; and (3) Development/
En ha ncement of Loca l Development Databases a nd
Planning/Evaluation Simulators—were established and
research activities commenced. I (Prof. Hidetoshi Kitawaki)
became CeSDeS Director at the beginning of Phase II, and
the 3 projects undertaken in Phase I were consolidated into
“T heme I: Resea rc h on Measu res for Developi ng
Environmentally Sustainable Societies,” and the research
undertaken in Phase I was continued. In Phase I, a research
group was established to conduct basic research on methods
for developing environmentally sustainable societies as well

as groups to conduct applied research on various themes”. In
addition, “Theme II: Research on New Paradigms for
Developing a Multicultural Coexistence Society” was newly
established, and research was undertaken on topics related
to priority countries requiring support—such as post-conflict
countries—and priority regions requiring support—such as
agricultural villages in developing countries and subSaharan Africa. For Phase III, the current phase, three
projects were established—Group 1-1: “Research on
Endogenous Development in the Field of International
Cooperation,” Group 1-2: “Research on Endogenous
Development in the Field of Local Development,” and Group
2: “Research on Endogenous Development in the Field of
Tourism and Transportation”—and pioneering research is
being conducted on endogenous development in Asia.
In addition to the research conducted by each group, there
are also projects being undertaken that are led by the
CeSDeS Secretariat. That is to say, fact-finding missions
have been dispatched to regions such as East Timor,
Vietnam, Uzbekistan, China/Inner Mongolia, Cambodia,
and Myanmar, and research has been conducted on themes
related to the development of post-conflict countries,
coexistence between cities and rural villages, global-scale
environmental issues, and development of rural communities
in developing countries. Furthermore, taking advantage of
the results of this research and the specialties of each research
group, CeSDeS held a total of 12 international symposiums—
the center’s largest event. For these symposiums, experts
and renowned researchers were invited from overseas and
throughout Japan to present lect ures that were then
followed by workshops and discussions. Of all CeSDeS’s
activities, the one that left the most lasting impression for
me was the symposium held in September 2005 to which
East Timorese Foreign Minister (former President) and
Nobel Peace Laureate José Ramos-Horta was invited to
speak and there was a series of related events, including a
ceremony at which he was also awarded an Honorary
Doctorate by Toyo University. In this way, the success of
CeSDeS’s activities was only achieved with the kindness
a nd support of ma ny bot h w it h i n a nd outside Toyo
University, and I would like to take this opportunity to
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express my sincere thanks.
In addition to the research outlined above, CeSDeS has also
made a public pledge to “Nurture researchers, nurture
highly specialized professionals, and disclose research
results”. With regard to the nurturing of researchers and
highly specialized professionals, success has been achieved
in the form of CeSDeS research assistants and doctoral
students going on to become university instructors, as well
as the center inviting researchers from overseas and
participating in cooperative research. Regarding disclosure
of research results, CeSDeS has held open lectures and
seminars and published a newsletter, and in the sense of
giving lasting form to research results, the Center’s activities
over the 13 years of its existence were summarized in 5
volumes published by Asakura Publishing Co., Ltd.:
“Kankyo Kyosei Shakaigaku (Environmentally Sustainable
Society),” “Kokusai Kankyo Kyoseigaku (Global Sustainable
Environment),” “Kokusai Kyosei Shakaigaku (International
Coexistence Society),” “Kokusai Kaihatsu to Kankyo
(International Development and the Environment),” and
“Kokusai Kaihatsu to Naihatsuteki Hatten (International

Development and Endogenous Development).” “Kokusai
Kaihatsu to Kankyo (International Development and the
Environment)” was awarded the “2014 Japan Society for
International Development (JASID) Special Award.”
Launched from the mother ship of the Graduate School of
R e g i o n a l D e ve l o p m e n t S t ud i e s , w h i c h c o mp r i s e s
instructors specializing in a fusion of humanities and
science fields, I believe that CeSDeS has fortunately been
able to achieve unique activity results that would not have
been possible with any other membership composition.
Although CeSDeS’s current activities will cease, going
forward we intend to deepen collaboration with research
bases within Japan and overseas, dynamically giving back
our research results to fields throughout Japan and the
world. To this end, we are currently in discussions to
continue CeSDeS’s activities in FY2015 and beyond and
further expanding our current research themes. With
expectat ions t hat CeSDeS will be able to resume its
activities during the next fiscal year, I would like to thank
you all again for your generous support over the past 13
years.
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Ryo Matsumaru
Group 1-2 Researcher/Professor

Scene from the symposium

Toyo University’s Center for Sustainable Development
St ud ie s held a n i nt er n at io n a l s y mp o siu m e nt it le d
“International Development and Endogenous Development”
(jointly hosted by the Center for Academic Research
Promotion and the Graduate School of Regional Development
Studies; supported by the Japan International Cooperation
Agency (JICA)) at the Toyo University Inoue Enryo Hall on
October 10, 2014.
The aim of this year’s international symposium was to carry
out concrete discussions of Myanmar’s development based on
the key phrase “endogenous development,” and four experts
active in various fields related to Myanmar—a country which
has been undergoing remarkable development in recent years—
were invited to present lectures. The symposium was attended

by more than 650, including Toyo University students.
As a new concept, in addition to lectures the symposium also
included a panel discussion, followed by a Q&A session with
audience members asking questions based on the panel
discussion, and a lively debate ensued. Outlines of the
presentations of each of the speakers are provided below.
Endogenous Rural Development: Creation of Brighter Future
Rural Myanmar
H.E. U Tin Ngwe (Deputy Minister for Livestock, Fisheries
and Rural Development, Myanmar)
H.E. U Tin Ngwe explained the development being
undertaken by Myanmar’s Ministry of Livestock, Fisheries and
Rural Development in rural village areas from the perspective
of endogenous development, describing future efforts aimed at
creating more plentiful lifestyles for residents of rural villages in
addition to explaining the Ministry’s policies and strategies and
the performance of these.
BAJ Activities and Endogenous Development in Myanmar
Akiko MORI (Country Representative of Myanmar, Bridge
Asia Japan)
Ms. Mori’s lecture summarized and analyzed the knowledge
acquired through specific activities by Bridge Asia Japan
(BAJ)—which has been undertaking support activities for
village development in Myanmar for over 10 years—from the
perspective of endogenous development. The BAJ proposals
formulated from analysis backed up by experience in the
field will be useful in providing support for endogenous
development in similar areas in the future.

Ryo Matsumaru
Group 1-2 Researcher/Professor
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JICA’s Perspective on the Support to Myanmar
Kensuke FUKAWA (Director of Southeast Asia Division 4 of
JICA)
Mr. Fukawa’s lecture presented current developmental issues
in Myanmar, JICA’s support policies regarding these issues,
and concrete examples of the support provided based on the
experience of Japan (JICA), which has provided support to
Myanmar on a continuous basis since before Myanmar’s
current open economy. This presentation showed that
Japan’s support has contributed greatly to the expansion of
Myanmar’s economy today and Myanmar’s construction of a
base for endogenous development.
Economic Reform in Myanmar—Achievement, Tasks and
Challenges
Ikuko OKAMOTO (Professor, Regional Development Studies,
Toyo University)
This lecture focused on Professor’s particular areas of
expertise—Myanmar’s economy and agricultural/rural village
economics, and especially Myanmar’s economic development.
Based on concrete examples of economic reforms in recent
years as well as the current situation and issues, the lecture
showed both what lineage Myanmar’s current development
descended from and what measures are necessary to resolve
the current issues.
Through lectures from various angles on Myanmar—a
country that has been achieving rapid development—debates
in a panel discussion, and a Q&A session, this international
symposium is thought to have enabled participants to share a
renewed sense of awareness of the importance of the theme
“International Development and Endogenous Development”.
It is anticipated that, due to the influence of this symposium,
there will be an increase in research activity related to
endogenous development and improvements in some form

will be achieved within support activities in the field.
The Center for Sustainable Development Studies receives
funding under the Ministry of Education, Culture, Sports,
S c ie nc e a nd Te c h nolog y ’s St rat eg ic Re s ea r c h Ba s e
Development Program for Private Universities, and for the
five-year period beginning in 2010 research activities on
“endogenous development” have been carried out as a
common research theme for all researchers at the Center, but
this program concludes this year, at the end of FY2014. Thus, at
the close of the symposium, Prof. Hidetoshi Kitawaki (CeSDeS
Director) gave a brief lecture entitled “Inter national
Developme nt and Endoge nous Developme nt: Fut ure
Outlooks,” providing a general overview of the program’s
activities over the past five years and research development
for the future.
Last but not least, I would like to again express my
appreciation to the organizations that sponsored and
supported the symposium, as well as all the speakers and
participants.

Discussion in progress
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Overseas Research Report: Myanmar
Akira Kaneko
Visiting Research Fellow

From August 8th to 15th I visited Myanmar in order to hold
some preliminary meetings with the speakers from the
country who will be addressing the international symposium
and workshops scheduled to be hosted by the University on
October 10th and 11th this year.
August 8th: I left from Narita Airport and arrived in Yangon in
the afternoon.
August 9th: I visited the office of Mr. Mori, who has been
asked to speak at the symposium, and held a preliminary
meeting with him about the content of his speech. I also
received information about things to keep in mind regarding
the speakers from the Myanmar government, including the
deputy-minister of the Ministry of Livestock, Fisheries and
Rural Development.
August 10th to 12th: In order to inspect the places related to
the content of the speeches to be given by the Myanmar
delegation I took an internal flight from Yangon to the town of

Explanation of photograph: Title: Water supply in a Magway farming village
Explanation: The villagers are collecting water supplied from a well using a
tank on wheels that can be pushed. This has made it much easier to provide
hygienic water than before.
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Nyaung-U, which is located in the arid central region of
Myanmar. I took a look at the water resource development
activities in six villages in the administrative regions of
Nyaug-U, and Magway (see photograph below). In most of the
villages the living environment is improving as a result of the
development of deep wells, but I realized that there are still
several points that requires addressing with regard to future
management and use.
August 13th : I traveled from Magway to Yangon using
ordinary roads and highways.

August 14th: I visited the Japanese Embassy in Myanmar and
the JICA offices, gave them a progress report, and was given
advice on how to proceed with the implementation of the
symposium. Mr. Mori gave me detailed information about all
the speakers from the Myanmar government. Based on these
results I decided to pursue the specific preparations for the
symposium and workshops once I arrived back in Japan. I left
Yangon that evening.
August 15th: Arrived back at Narita Airport early in the
morning.

Eco-tourism for Endogenous Development
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Ayako Toko
Group 2 Researcher/Associate Professor

The whole map of Manuel Antonio National Park

The author conducted two researches of eco-tourisms for
endogenous development: the one is the field research in
Costa Rica which is strongly related to nature conservation
by local people; and the other is the feasibility study in
Cambodia which is for searching any opportunities of
contributions from our university linked to community and
tourism development.
The research in Costa Rica was conducted from 24 th
August to 1st September 2014. Costa Rica is well known as a
leading country for nature conservation and eco-tourism,
and the mixed policy for those two areas. The country is
t herefore a suitable model to clarif y how to balance
between conservation and tourism development. It adopts
community-based participatory approach, and eco-tourism
is strongly related to endogenous development in many
different ways. The main target of the research was a
r epre s e nt at ive exa mple of pa r t ic ipator y sc heme i n
conservation administration in Costa Rica, which is called
as SINAC. Firstly a face to face interview with Mr. Adrián
Arce Arias, Senior coordinator of SINAC was conducted in
Aug.25, in San Jose. He identified several current issues in
conservation field led by eco-tourism as well as by policies
from central government; especially carrying capacity and
financial issues. According to him, some popular National
Parks are definitely beyond carrying capacity but there is
always a conflict within the governement between economic

benefit and eco-system
protection. The author
consequently visited
Manuel Antonio National
Park from Aug. 26-27, which
is the most popular site for
eco-tourism during the
decade. Free discussions
with park rangers and
observations in the park
were implemented.
The impact from ecotourism on ecosystems in
Manuel Antonio seemed Too close interactions between wild
obvious: for example, too animals and tourists is problematic
close interactions between human and wild animals;
construction of a new long trails to across in the natural
forest; water uses by tourists. The author also did a field
research in a nature reserve owned and managed by a
resort hotel on Aug. 28, which is a kind of model case of
nature conservation by private sector, and then visited
another local area called Village Silencio on Aug. 29 so as to
investigate a community-based eco-tourism by villagers.
All these researches showed the challenges how to make
eco-tourism sustainable, and further research is needed. It
was also impressive, however, that how Costa Rica creates
the institutional diversity for conservation.
The feasibility study in Cambodia was conducted from
September 8 to 12. The first visit was in Siem Reap on Sep.
9 to have a meeting with the director of Local Tourism Board,
Mr. Ngouv SENGKAK. He made a great presentation to
explain the current tourism policy around Siem Reap and
close areas. It was identified that the local government had
been trying to settle several new eco-tourisms in local area
a r o u nd S i e m Re ap s o t h at t h e t o u r i s t s wo u ld n o t
concentrate only in Angkor Wat. The author visited such a
local area with Professor Ang SOKUN and the officer from
Apsara authority, Mr. Mok KUNTHY to observe a model
c a s e o f c o m mu n it y- b a s e d e c o - t o u r i s m . It w a s a n
interesting rural tourism which is organizing home stay in
local families and they were welcoming our students from
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Toyo University. The author moved to Phnom Penh on
Sep. 11 to have a meeting with the director of the Ministry
of Tourism, Mr. Ten RATANA. The discussion how to
collaborate for the tourism development in Cambodia
indicated that there would be a possibilit y for us to
support their “capacity building” for human resources in
tourism sector. Such investment on human resources and
educations are strongly requested not only by the central
government, but also by the local government in Shem
Reap. They stressed that they were lacking appropriate
educations for people working in tourism industry and it
often hinders the further development of their national
tourism policy. We both agreed that Toyo University could
contribute in this field and that we keep continuous
communication for further collaboration.

In the Ministry of Tourism, with Director RATANA (the 2nd from the left)
and his staffs.

On-Site Research into the Philippines after the 2013 disasters
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On-Site Research into the Philippines after the 2013 disasters

Gaku Manago
Group 1-1 Researcher/Assistant Professor

Church site on Bohol Island

From August 27th to September 2014 I conducted research
into the post-natural disaster situation on the Philippine
islands of Cebu and Bohol. These natural disasters were the
magnitude 7.2 earthquake of October 2013 and the typhoon
Yolanda that struck northern Cebu in the following month.
I had already inspected the two locations this February, and
my trip was to conduct follow-up research with Maria
Rosario Piquero-Ballescas, my colleague at the Center.
Bohol Island, which was hit by a massive earthquake, is
located to the east of Cebu Island and is famous for its beautiful
beaches and churches, the Philippine tarsier (the smallest
species of the tarsier family), and renowned tourist spots such
as the Chocolate Hills. The debris of the destroyed church I
visited in February has been neatly tidied up but there were
still no plans for its reconstruction. However, according to the
document entitled Post-Great Bohol Earthquake Rehabilitation
Plan, which I obtained in the course of my research, the
preparations for recovery are in place, and the rehabilitation
procedure will be implemented from now on.

L o c at e d at t h e nor t h e r n mo st t ip of Ceb u I sl a nd,
Daanbantayan is an area that suffered from the winds of a
tremendously powerful typhoon. The fierce winds brought
down palm trees, and while the houses and walls that were
destroyed are currently under repair, but no progress has been
made since my visit in February. The main income of the
residents of Daanbantayan is derived from fishing, but the
number of fishing vessels is still inadequate due to the
t yphoon, and there are c urrently many unemployed
households. Furthermore, since our visit coincided with the
monsoon season the residential areas were in a terrible state,
with accumulated rainwater up to just below knee height. The
majority of the residents who took part in our interviews were
suffering from skin complaints on their arms and lower legs,
and it was clear that improving their environment is a matter
of the utmost urgency.
Our future research will consist of compiling the data that we
have obtained and making a more quantitative analysis of the
current situation.

Village where effluent processing has not been carried out
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Center News
《Award》
2014 Japan Society for International Development
(JASID) Special Award
International Development and Environment: For the
Endogenous Development of Asia

★The new contact address of the CeSDeS is as follow:
c/o. Professor Hidetoshi Kitawaki
(Address)
Hakusan Campus, 5-28-20 Hakusan, Bunkyo Ku, Tokyo
112-8606
(e-mail)
cesdes@toyo.jp
(Tel)
03-39458-8071
NB: Please note that we have updated our website, and
hope that you will find the time to check it out.
(http://www.toyo.ac.jp/site/orc)
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