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Ⅰ．設立主旨と研究総括

「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
至る平成 31 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
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
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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
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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。平成 28 年度は、本センターが主体となりジョモ・ケニヤッタ農工大学（ケ
ニア）との大学間学術協定を締結した。
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。
（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
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
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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～現在：眞子岳
（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
（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
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（環境工学部準教授）
・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
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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・ケニヤッタ農工大学（ケニア）の Dr. Patrick G. Home
准教授
（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
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
（（一財）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（関西学院大学法学部元准教授）
、村上淑子（元（株）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）を任命した。

18

（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。
（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。
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
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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。
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。
本年度は、平成 24 年 7 月にワークショップ「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「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 日にワークショップ
「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”を開催した。平成 29 年 2 月 21 日には、国
際ワークショップ”The First Step of Collaboration between JKUAT and
Toyo”、同年 2 月 23 日には国際ワークショップ“Sustainable Development and
Tourism : Cases in Cambodia”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」を後援した。
平成 26 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」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
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の足をみんなで考える全国フォーラム 2016」を後援した。
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
ューアルを行った。
（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

東洋大学

国際共生社会研究センター研究員（2017 年 2 月 1 日現在）

名前 Name

専門分野／Profession

連絡先

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

aramaki@toyo.jp

岡村 敏之
Toshiyuki OKAMURA

都市計画
Urban Planning

okamura@toyo.jp

岡本 郁子
Ikuko OKAMOTO

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

okamoto025@toyo.jp

北脇 秀敏
Hidetoshi KITAWAKI

途上国協力環境協力

松丸 亮
Ryo MATSUMARU

災害マネジメント
Disaster Management

matsumaru@toyo.jp

眞子 岳
Gaku MANAGO

国際地域学
Regional Development Studies

manago@toyo.jp

Environmental Cooperation for Development Countries

kitawaki@toyo.jp

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

maria@toyo.jp

藪長 千乃
Chino YABUNAGA

yabunaga@toyo.jp

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：藤稿亜矢子）

◎

金 承珠
Seung Joo KIM

国際観光
International Tourism Situations

kim069@toyo.jp

島川 崇
Takashi SHIMAKAWA

観光学
Tourism Study

shimakawa@toyo.jp

藤稿 亜矢子
Ayako TOKO

自然環境学
Natural Environmental Studies

toko@toyo.jp

徳江 順一郎
Jun-ichiro TOKUE

ホスピタリティ・マネジメント
Hospitality Management

tokue@toyo.jp

堀 雅通
Masamichi HORI

交通経済学
Transport Economics

m-hori@toyo.jp

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）

◎

坂元 浩一
Koichi SAKAMOTO

開発経済学
Development Economics

ksaka@toyo.jp

志摩 憲寿
Norihisa SHIMA

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

n-shima@toyo.jp

杉田 映理
Elli SUGITA

開発人類学

花田 真吾
Shingo HANADA

比較・国際教育学
International Comparative Education

hanada@toyo.jp

客員研究員
Visiting Research Fellow

akirak48@gmail.com

sugita_e@toyo.jp

Development Anthropology

客員研究員
金子 彰
Akira KANEKO

注） ◎ テーマコーディネーター
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名前 Name

専門分野／Profession

連絡先

久留島 守広
Morihiro KURUSHIMA

客員研究員
Visiting Research Fellow

kurushima@toyo.jp

島野 涼子
Ryoko SHIMANO

客員研究員
Visiting Research Fellow

rykmyc26@gmail.com

永井 恵一
Keiichi NAGAI

客員研究員
Visiting Research Fellow

nagai174@toyo.jp

松行 輝昌
Terumasa MATSUYUKI

客員研究員
Visiting Research Fellow

terumasa.matsuyuki@gmail.com

矢田部 暁
Satoru YATABE

客員研究員
Visiting Research Fellow

satoru.yatabe@gmail.com

劉 蘭芳
Ranho LIU

客員研究員
Visiting Research Fellow

liuyang11032007@hotmail.com

MD. Mafizur Rahman

客員研究員
Visiting Research Fellow

mafizur@gmail.com

伊地 哲朗
Tetsuro IJI

客員研究員
Visiting Research Fellow

ijitetsuro.atwork@gmail.com

村上 淑子
Yoshiko MURAKAMI

客員研究員
Visiting Research Fellow

yoshikomurakami_july@nifty.com

其其格
Qiqige

客員研究員
Visiting Research Fellow

qiqige12@yahoo.co.jp

劉 励敏
LIU Limin

客員研究員
Visiting Research Fellow

lillianapple913@hotmail.com

Heiko Fritz

客員研究員
Visiting Research Fellow

heiko.fritz@lnu.se

貫 久望子
Kumiko NUKI

RA
Research Assistant

kumiko.nuki0915@gmail.com

Thapa SAKHILA

RA
Research Assistant

sakirahkt_t@yahoo.com

井上 常史
Tsuneshi INOUE

RA
Research Assistant

inouetsu@f8.dion.ne.jp

森 晶子
Akiko MORI

RA
Research Assistant

bajoic@gmail.com

成實 信吾
Shingo NARUMI

RA
Research Assistant

md8s-nrm@asahi-net.or.jp

Le TRUC

RA
Research Assistant

trucadico@yahoo.com

加藤 聡
Satoshi KATO

RA
Research Assistant

satoshi.steve.kato@gmail.com

事務運営
Secretary

cesdes@toyo.jp

RA/Research Assistant

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

平成 28 年度活動記録
1.

国際シンポジウムの開催
テーマ：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－
日

時：2016 年 11 月 11 日（金）

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

2.

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

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

(12)

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

(13)

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

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

(15)

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

(16)

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

(17)

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

１．活動概要

平成 28 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

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

1.

はじめに
東洋大学国際共生社会研究センターは、平成 27 年度から「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研究を行なっ
ており、
「国際貢献」がサブテーマの一つとなっている。このサブテーマでは、センター設
立以来積み上げてきた研究成果をベースに、
「その成果を広く展開し、いかに国際貢献に結
びつけるか」ということについて研究を進めており、本年度はその 2 年目にあたる。
昨年度は、採択初年度であったため、各研究員は、これまでの研究成果をもとに、研究計
画を立案や一部の研究成果の学会等での発表が主たる活動であったが、今年度は、各研究員
が本格的な研究活動を開始するとともに、テーマグループとしての活動を議論し実践を開
始した。また、例年通り、各研究員はセンターが実施したシンポジウム、ワークショップへ
の協力や共催した学会等への協力を行っている。
各研究員の研究状況については、概要を本稿「2. 各研究員の研究テーマと研究活動」に、
詳細を本報告書の「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) テーマグループミーティングの実施
国際貢献テーマグループ内の研究員の共同研究をより推進するため、以下に示すとおり、
テーマグループミーティングを３回実施した。
第 1 回： 2016 年 4 月 5 日（火）
第 2 回： 2016 年 5 月 17 日（火）
第 3 回： 2016 年 8 月 3 日（水）
テーマグループミーティングでの議論の結果、文科省に対して提出した提案書におい
て、今年度を開始予定としている実際の国際貢献活動（以下「プロジェクト」）について、
ミャンマーをターゲットに検討していくこととなった。
さらに、プロジェクト内容の具体的検討のため、ミャンマーで長期間開発支援の活動を行
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っている NPO「地球市民の会」の柴田氏を招聘して、
「(2)」に示す勉強会（ワークショッ
プ）を実施することとした。
8 月以降は、メンバーが集まった形でのテーマグループミーティングは実施していないも
のの、
「(3)」で述べる研究助成申請のための提案書作成のためのディスカッションを行う等、
グループ全体として活発な活動を行った。
(2) ワークショップの開催
プロジェクトの内容を検討するため、2016 年 10 月 7 日（金）に、NPO「地球市民の会」
の柴田氏を招聘して、ワークショップを実施した。
ワークショップには、研究員、客員研究員、RA など総勢 20 名が参加し、プロジェクト
の内容、実施体制などについて活発な議論が交わされた。
議論の結果、インレー湖の環境改善をターゲットにプロジェクトを形成することで大筋
の合意を得、今後は、対象地、対象分野、資金などを検討していくこととなった。
(3) 研究助成への申請
実際の国際貢献活動の実施に向けた資金獲得にむけて、三井物産環境基金の研究助成に、
地球市民の会と共同で応募した。申請した研究の内容は、ミャンマーを代表する観光地であ
るインレー湖の環境問題が深刻化し、国・地域への多大な影響が懸念される中、住民が主体
となった実践的な循環型環境改善手法の構築を目指すもので、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。今回の申請は、
「研究助成」への申請であるが、研究活動にはパイロット事業を
含んでおり、この部分が実際の国際貢献活動となる。審査結果は 3 月中に判明する予定で
ある。なお、本助成の採否に関わらず、今後の当地での研究推進のため、2017 年 3 月に、
岡本研究員と松丸研究員が合同で現地調査を実施する予定である。
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。
今年度は、
「ハノイ市郊外における水供給システムの現状と住民選好に関する研究」では、
ハノイ市郊外における複数の都市化進行集落（水道が普及している村と水道が普及してい
ない村）において、水利用の現状と住民の意識についての現地調査を実施し、それぞれの村
における課題を明らかにしている。さらに、大学院生との共同研究では、
「廃棄物管理にお
ける関係者の意識と行動に関する研究」や「途上国における学校での環境教育に関する研究」
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に取り組んだ。
 岡村敏之 研究員
岡村研究員は「途上国の都市公共交通システムの構築－インフォーマル交通を取り込ん
だ交通体系」をテーマに研究を実施しており、今年度は主として、ベトナムにおけるタクシ
ーおよびバイクタクシーの配車アプリと利用者意識に係る研究を行った。
途上国の都市内の公共交通手段として重要な役割を果たしているインフォーマル性の高
い都市公共交通は、その質は高くはなくまた不確実であるが、途上国の都市のいくつかでは、
この数年の間に「配車アプリ」によるタクシーやパラトランジットサービスが開始され、イ
ンフォーマルであった従来のバイクタクシーからの転換が進みつつある。本研究では、ベト
ナムのホーチミン市を対象とし、配車アプリによるタクシーとバイクタクシーへの利用者
意識を明らかにした。
 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」をテーマに研究を行って
おり、本年度は、ミャンマーの村落強風基金に関する研究を実施した。
この研究は、ミャンマーをはじめ、様々な国における共有資源管理の事例を整理した後、
現在ミャンマーで観察される村の共有基金の事例を詳細に検討し、こうした共有基金がな
ぜ広く展開しているのか、その背景に関する仮説の提示を試みたもので、その結果として、
ミャンマーの村が持つ意思決定や履行能力、社会主義政権の影響、農村部の資金ニーズとそ
のニーズを賄うだけのサービスの欠如の 3 点を指摘している。
 眞子岳 研究員
眞子研究員は 「ネパール地震後における水供給と衛生に関する研究」をテーマに研究を
行っている。
2015 年に発生したネパール大地震では死者が約 8,000 人という大きな被害をもたらした。
ネパールにおける調査は、2015 年から継続的に実施しており、今年度（地震から 1 年経過）
も研究を実施している。チョティパティという仮設住宅地が密集する地域において被災住
民の水使用形態が、地震発生から 1 年後までの経過を調査研究した。
今後は、調査範囲を広げ、１年経過後にまだ仮設に住む被災者とすでに移動した被災者と
の比較研究を実施し分野横断的な視点から実施していく。
 マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス 研究員
バレスカス研究員は「Women and their Sustainable Engagement for Sustainable
Development in Asian and African Households and Communities」をテーマに研究を行
っており、今年度は、フィリピンセブ州のコミュニティにおける、女性の組織を通じた女性
のエンパワーメントと持続的開発に関する研究を実施した。
フィリピンでの現地調査を通じ、コミュニティの女性たちの立場の変遷やジェンダーの
平等性、インクルーシブな生活環境の形成過程などを明らかにし、それには、多方面からの
社会的アプローチ（multi-dimensional social process）が有効であったこと、さらには、女
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性が持続的な開発のキーになることを指摘している。
 松丸亮 研究員
松丸は「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。本年度は、大規模災害からの復興、特に住民の復興プロセスに着目し、既存の研究も
踏まえた形で、あるべき支援の在り方を検討した。
その結果、フィリピンの台風ヨランダからの復興過程では、被災直後の住環境にかかる課
題の解決策として、設置までに時間のかかる仮設住宅にこだわらず、仮設テントの利用促進
が有効であること、被災者の復興の実感のためには、
「実現可能な復興への目標を持ち、そ
の実現のために役割を与える」ことが有効であることなどを示した。また、インドネシアに
おけるインド洋大津波災害からの復興では、支援の在り方が復興の不公平を招くこと、そし
てそれが結果として Build Back Better につながらないことなどを指摘している。
 藪長千乃 研究員
藪長研究員は「脱商品化・脱家族化指標を用いた家族政策分析試論－発展途上国に応用可
能な比較分析方法の開発に向けて－」をテーマに研究を実施している。
本年度は、
「社会福祉の発展過程に関する研究」として、福祉が、古くは家族や小さなコ
ミュニティの中で、社会の発達に伴い慈善や宗教上の意図などを持って取り組まれてきた
のに対し、近代化とともに市場や互助組織、国家が福祉を供給・保障する社会福祉が、福祉
供給の主要なルートを構成するようになった一方で、発展途上国では、合理的かつ細部まで
行き届いた制度を、丁寧に設計する時間も資源の余裕がなく結果として形骸化するか、本来
の意図から離れた制度運用となることも多いという関心の下、いくつかの事例を基に、政策
伝播の２つのパターンを示し、優位性と持続可能性を検討した。今後は、これまでの 20 世
紀型の工業社会を前提とする福祉制度では対応できない状況が生まれていることを踏まえ、
政策転用・応用の限界と可能性を考察する予定である。
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、テーマグループで問題意識を共有し、複数の研究員が参画する「プロジェク
ト」を提案できた（研究助成に申請することができた）ことは、大きな前進であると考える。
複数の研究員が参画する学際的かつ実践的研究を通じ、これまでにはなかった新たな国
際貢献の枠組みを提示できると考えている。
来年度は、これまで以上に、グループ内での勉強会の開催や複数の研究員による合同現地
調査の実施、他のグループとのジョイントワークショップの開催など行っていきたい。
また、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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２．研究報告

平成 28 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
大学院国際地域学研究科

研究員

（国際地域学部）

教授

荒巻

俊也

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

1. 序論

水供給に対する支払い可能額を考慮しながら、地

開発途上地域においては、水供給や衛生施設の

域住民にとって最も適切なシステムを選択しな

整備、廃棄物管理の高度化などにより生活環境の

ければならない。

改善が求められているが、省エネや省資源、温室

そのためには、都市化が急速に進む地域におい

効果ガスの排出削減など今日的な地球規模での

て、現在どのような用途にどれくらい水を利用し

環境問題への対応も同時に考えていく必要があ

ているかといった水使用量や水使用の実態を把

る。このような中で、水供給や排水・廃棄物処理

握するとともに、将来どれくらい水需要が増えう

などの環境インフラの形成において、行政側から

るのか、水利用に対する住民の意識などを理解し

のトップダウン的なアプローチだけでなく、地域

ておく必要がある。そこで、ベトナムのハノイ都

住民の意識や選好などを考慮したボトムアップ

市圏を対象として、都市化が急速に進行しつつあ

的なアプローチのもとに問題を検討していくこ

る集落（コミュニティ）において水利用の実態調

とも求められている。

査を行い、その結果をもとに今後の水供給インフ

そこで、途上国における低炭素社会・循環型社

ラ整備のあり方を検討してきた。

会、あるいは健全な水循環の構築に向けて、内発
2.2 対象地域

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

対象としたハノイ市は人口約 650 万人のベトナ

について検討を行うことを目的として研究を進

ムの首都であるが、急速な人口の流入と経済発展

めることとする。

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

2．これまでの検討状況
ここではまず、昨年度までの成果を紹介する。

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

2.1 検討の背景と目的

する浄水場を建設して市の一部地域に供給して

水道などの水供給インフラを対象に、都市化が

いるが、今後の水需要の増加に対して、新たな表

進む途上国郊外地域を対象とした検討を行って

流水源の開発を計画している。

きた。水供給インフラは、先進国では多くの地域

しかし、ハノイ市近辺にある河川上流では近年

で既に整備が終わり高度化と維持管理が課題と

少雨傾向が続いて渇水が頻発しているとともに、

なっているが、途上国ではまだ不十分な地域も多

国際河川であること、また水力発電用水としての

い。特に人口の集中が進む大都市圏では慢性的な

利用が既に行われていることから、表流水を安定

水不足に悩んでいる地域もあり、迅速かつ適切な

に確保することについてもさまざまな課題があ

水供給システムの整備が都市の発展にむけて主

る。よって、水資源の有効利用と適切な水供給イ

要な課題となっている。特に適切な整備という観

ンフラの整備が市の発展に向けた重要な要素と

点では、地域住民の水量、水質に対する要求と、

なっている。
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した 3 つのコミュニティにおけるインタビュー調

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

査からコミュニティごとの水利用状況の違いに

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

ついて検討した。対象とした 3 つのコミュニティ

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

は、都市化がある程度進展している地域（BB 地

2013 年 8 月（92 軒）の 6 回にわけて行った。

区）、最近急速な都市化が進んでいる地域（TT 地

第 1 回は現地の水利用状況の確認と小型流量計

区）
、今後都市化が進むと予想される地域（VQ 地

の設置協力を依頼するための予備調査であり、そ

区）から選んだ。これらのコミュニティでは、多

の際に協力意向が得られた家庭について、第 2 回

くの家庭で水道水以外に地下水や雨水、ボトル水

の調査でシャワーや洗濯機、台所などの各蛇口に

など複数の水源を利用していた．特に VQ 地区で

小型流量計を設置し、同年 7 月に取り外すまでの

は水道がない地域や水道が敷設されているもの

5 ヶ月間蛇口ごとの水使用量を計測した。各蛇口

の機能していない地域もあり，地下水や雨水が多

の用途は、炊事、シャワー、洗濯など固定されて

く利用されていた．それに伴い水利用機器の普及

いることが多いため、この流量計により調査期間

状況や皿洗いなどの水利用の方法についてもコ

中の用途ごとの水利用量の測定が可能となる。

ミュニティによる違いが見られた．

第 3 回以降の調査では、実地調査およびインタ
2.5 調査のまとめ

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

これまでの調査の成果をもとに、2013 年 8 月に

を行った．インタビュー調査では，第 3 回までア

TT 地区で、2014 年 7 月に VQ 地区でコミュニテ

ンケート用紙を印刷して実施していたが、第 4 回

ィ内のさまざまな組織の代表者を集め、各コミュ

からは iPad にアンケート票を実装して実施した。

ニティにおいて今後どのような形で水供給シス

質問内容は，家族構成や収入など家庭の基本情報，

テムを整備していくべきかについて議論をする

水源，さまざまな用途への水の利用状況，水道料

ミーティングを開催した。
TT 地区においてはこれまでコミュニティ水道

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

を利用していたが、最近ハノイ市水道局から受水

6 カ所、第 3 回は第 2 回の対象地区に都心部を追

するようになった家庭が多い状況であるが、水圧

加した 10 カ所、第 4 回以降は 3 カ所のコミュニ

や水質に対する不満が多く聞かれ、市の水道事業

ティに絞って実施している。第 3 回調査以降の対

に対する不信感が見受けられた。市域全体を管理

象家庭 406 軒の収入を確認すると、約 4 割の家庭

する水道事業では、急激に発展しつつある郊外部

が 5-10（百万ベトナムドン）であり，これはハノ

のコミュニティのニーズに対して十分に対応で

イ市全体における平均月収とほぼ同程度の値で

きていない状況があった。
VQ 地区については市の水道事業としての水供

あった．

給システムの普及は目途がたっておらず、しばら
2.4 調査結果

くは雨水や地下水などの個別水源を利用しなけ

小型流量計で計測された水使用量の合計値は

ればならない状況である。一方で、これらの個別

一人一日約 70L と先進国等の平均と比べると小さ

水源の貯水槽を対象とした簡易水質調査を実施

くなった。今回の調査では流量計が取り付けられ

したが、衛生的に懸念がある水源が多く存在し、

ない蛇口もあり、実際の家庭内での水使用量はこ

住民による個別水源の適正な管理が必要である

の値より大きいことが十分に考えられる。構成比

ことがわかった。

としてはトイレ、洗濯、台所の順となり、我々の

なおここで紹介した内容は、お茶の水女子大

グループがタイのチェンマイやコンケンで調査

学・大瀧雅寛教授、東京大学・窪田亜矢教授、一

した結果と比べると、シャワーへの利用が少ない

橋大学・大瀧友里奈准教授、ハノイ土木工学大学・

ことが分かった。

Tran Tien Viet Nga 講師らの研究グループと共同で

また、第 4 回以降の調査で集中的に調査を実施

実施しているものである 1),2),3),4)。
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3. 今年度の活動

ある。ほとんどの家庭で水道を主としつつも地下

本節では現在実施中の調査内容について紹介

水も掃除や庭の水やりを中心に利用している。水

する。なお、3.2、3.3 については東洋大学大学院

道水質については懸念を抱いている世帯はなく、

国 際地域学 研究科 の博士 前期課程 学生で ある

地下水よりもよいと認識していた。ただ、Som Da

Apollos Shakumu, Wedu Moroka および周可と

浄水場からの配水系統にたまにトラブルがあり、

の共同研究である。

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

3.1

ハノイ市郊外における水供給システムの現

であった。
排水については Septic tank はあるものの雑排

状と住民選好に関する研究
これまでの水供給システムに関する調査から

水は麺生産に伴う排水も含めて排水網へ直接垂

わかったことは、都市化が急速に進行しているコ

れ流しにしており、受水域である水路において水

ミュニティでは、水をコミュニティ単位で管理す

質悪化を引き起こしていた。

るというライフスタイルが流行遅れと受け止め

水道水については、窒素、大腸菌群について問

られ、画一的な水道施設の整備が進んだが、実際

題は発見されなかった。ただし、水道普及以前よ

には施工不良、供給水量や水質の問題など、多く

り雨水および地下水を貯水槽に溜めて利用して

の課題を抱えているという状況であった。

いたようであるが、水道水もその貯水槽を経由し

これをふまえ、コミュニティに適した水利用シ

て利用しているため、貯水槽での汚染は懸念され

ステムの計画立案や適切な運営を行っていくた

る状態であった。地下水については 40m 程度の

めには、住民のオーナーシップを高め、コミュニ

帯水層から取水しており、窒素成分はほとんどア

ティとして主体的に運営するための具体的な手

ンモニアの状態で存在しており、還元的な雰囲気

法を開発する必要があるという考えに至った。

となっている様子であった。よって、他の金属等

そこで、ハノイ市郊外における複数の都市化進

も確認が必要な状況である。一部硝酸態窒素が高

行集落において、水利用の現状と住民の意識につ

く検出されている家庭があったが、貯水槽での汚

いて現地調査を実施した。対象としたのはハノイ

染が懸念される。なおこの家庭の地下水からは大

中心部から西へ 10km くらいにある P 村と 30km

腸菌群も検出された。

くらいにある S 村である。P 村は Bun と呼ばれ

S 村は、水道は普及しておらず、訪問した 8 家

る麺の生産者が集まることでも有名なコミュニ

庭ではすべて地下水と雨水を利用している。地下

ティで近隣でも住宅開発が進んでいるエリアに

水は伝統的な処理(砂ろ過)をしている家庭もある

ある。8 軒の世帯のヒアリングによると、収入レ

が、必ずしもすべての家庭で調理用水を浄水処理

ベルは月 15-20 百万ドン（約 10 万円くらい）と

していなかった。トイレ排水は Septic tank を利

比較的高いコミュニティである。S 村は伝統的な

用しているが雑排水は垂れ流しの状況である。

農業集落でまだハノイ市の拡大の影響を受けて

雨水の水質は基本的に問題はなく、大腸菌群が

いないが、新しくできたハイウェイが近くを通っ

検出されたサンプルもあったが、屋根あるいはタ

ており、ハノイへのアクセスが改善され、ハノイ

ンクにおける汚染かと考えられた。地下水につい

市への通勤者も出始めるなど今後の都市化が見

ては 40m 位の深層と 10m 前後の浅層の利用がさ

込まれるエリアにある。8 世帯程度へのヒアリン

れており、深層では硝酸は検出されず、還元的な

グによると収入レベルは月 2-5 百万ドン（2-3 万

雰囲気であり、窒素汚染は顕著ではなかった。浅

円）である。

層では硝酸態窒素が高くなり、一部は大腸菌群も

両村で 8 世帯に対するインタビューおよび簡易

一緒に検出されており、人為的汚染の影響を受け

水質調査を実施した。

ていると考えられた。

P 村ではハノイ市西郊にある SomDa 浄水場の

今後は、まだ水道の普及が始まっていない S 村

建設により 2006 年より水道供給が始まっており、

においてさらに対象を拡げるとともに、水利用者

それ以前は、地下水の利用が中心であった地域で

の意識を問う調査を実施する。
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3.2

廃棄物管理における関係者の意識と行動に

3.3

途上国における学校での環境教育に関する

研究

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

3.1、3.2 では住民や関係者の意識や行動に調査

（Reduce、Reuse、Recycle）を基本とした廃棄物

をあてた研究を実施するが、このような意識や行

管理システムの構築が必要である。3R を進めて

動に影響を与えるものの一つとして教育がある。

いくうえで行政や事業者の対応が重要であるが、

途上国における教育は主要な開発課題の一つで

それと同様に排出者である市民の協力が欠かせ

あるが、ここでは環境教育に焦点をあてた研究を

ない。先進国ではすでに 3R に関するさまざまな

行う。

制度が導入されており、市民の意識や行動につい

本年度は、小学校や中学校において、環境配慮

てさまざまな研究が行われている。一方途上国で

施設を整備するとともに、それを教育用の素材と

は、これらの制度の導入はこれからとなっている

して授業内で用いることにより環境配慮や環境

地域が多い。

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

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

小中学校の新設や改修の際に環境配慮施設の導

率的なアプローチを検討する。特に、自然資源を

入を支援する制度が存在する。一方で同様の取り

生かした観光地と急速な経済発展が進む都市部

組みは東南アジア諸国でもあり、表彰なども行わ

の事例を対象とする。

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

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

て、環境配慮施設の授業への活用状況や教育効果、

は自然資源を利用した観光業は経済発展のため

課題等について考察した、

の重要な産業の一つであるが、観光振興による入

また、フィリピン島での事例について文献調査

り込み客の増加や自然地でのアクティビティの

を行うとともに、日本政府がエコスクール改修の

増加に伴う環境負荷の増加により、貴重な観光資

支援をおこなった事例があるナミビアを対象に

源の劣化を招くとともに生活環境や生態系の破

このような事業の導入可能性を検討することを

壊につながることも懸念される。観光地において

予定している。

3R を実施していくには、観光客の意識の向上も
必要であるが、観光業に実際に携わる地域住民の

参考文献

意識の向上も重要である。そこで、サファリ観光
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Ride-hailing application service and its perceptions by users in Ho Chi Minh City
Lyft が知られているが、既存のタクシーやパラ

1. 序論

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

ケースもある。利用者は各社が提供するアプリ

る小サイズの車両による都市内の旅客輸送サー

を通して予約を行い、ドライバーは配車アプリ

ビスは、もともとその多くは、現状の法令や各種

の提供を受けて営業する。多くは既存のタクシ

制度に位置づけのない自然発生的なサービスと

ー等より割安な料金が設定され、予約時にドラ

して供給されてきた。各都市では、その定着とと

イバーが特定され料金も確定することから、各

もに「届出」などの緩やかな形により、いわば後

種トラブルが少ないとされている。なお日本に

付けで制度的に位置づけられてきたものの、多く

おけるこの種のサービスは、配車アプリとして

の場合、基本的には「インフォーマル性」が強い

UBER がハイヤーや過疎地での有償運送とし

形で存在してきた。さらに、一見すると「フォー

て進出しているが、一般ドライバーによるライ

マル」な公共交通機関といえる路線バスであって

ドシェアは、現状ではいわゆる「白タク」行為

も、「歩合制」の運転手や乗務員による運行が少

とされ厳しく禁止されている。

なくなく、事業者の従業員へのガバナンスの面か

ベトナムやインドネシア、タイなどの東南ア

らみると極めてインフォーマル性が高いケース

ジア諸国では、もともと自然発生的なインフォ

も少なくない。このような途上国のインフォーマ

ーマル交通で現状でも必ずしも法的な位置づ

ル性の高い都市公共交通は、豊富な労働力と旺盛

けのないバイクタクシーに、配車アプリによる

な需要を背景として供給量としては一定の水準

サービスが開始され、インフォーマルであった

にある場合でも、そのサービスの質は高くはなく

従来のバイクタクシーからの転換が進みつつ

また不確実である。

ある。このように、途上国のパラトランジット

このような旧態依然とした都市公共交通機関

が、もともとのインフォーマル性が極めて強い

が存在する途上国の都市のいくつかでも、この数

サービスから、グローバル企業の最新の情報技

年の間で「配車アプリ」によるタクシーやパラト

術によるサービスに「一足飛び(Leapfrog)」で

ランジットサービスが開始され、急速に普及しつ

変化する状況がまさに進行しつつある。

つある。
「配車アプリ」とは、乗客とドライバー

本研究では、発展途上国における配車アプリ

との仲介サービスであり、一般ドライバーが自

サービスとして、ベトナムのホーチミン市を対

家用車を利用して旅客を有償運送する「ライド

象として、配車アプリ提供企業のビジネスモデ

シェアサービス」として米国発祥の UBER や

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

自家用車利用のライドシェアは、ベトナムで

タクシーとの差異に着目して、配車アプリによ

は下記のとおり法的な位置づけがなされてい

るタクシーとバイクタクシーへの利用者意識

る。使用車両は、営業用車両としての登録が必

を明らかにすることを目的とする。

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

2．ホーチミンにおける配車アプリおよびタクシ

ばれる免許（取得は容易）の保有者によって行

ー、バイクタクシーの概要

われる。また、個人としては認められず営業車

ホーチミンでは現在 Grab（シンガポール系）

組合等への加入が必要である。個別の輸送は、

と UBER（米国系）の 2 社が自動車およびバ

個々に顧客と輸送契約を結ぶという形をとっ

イクタクシーの配車サービスを提供している。

ており（貸切営業や時間貸ハイヤーのイメー

Grab と UBER ともに、旅客サービスとして

ジ）、利用者は乗車ごとにドライバーと契約書

バイクタクシーと自動車によるライドシェア

を交わすことが法的には求められる。ただし現

サービス（一般ドライバーによる）の配車サー

状では Grab の場合に限り、スマートフォン上

ビスに加え、Grab の場合は既存のタクシーの

での予約確定をもって法的な契約書とみなす

配車サービスと荷物の配送サービスを提供し

こととなっている（これは、行政が Grab にこ

ている。具体的には、UBER は自家用車による

の扱いを法的に認める一方で、Grab はライド

ライドシェアサービスとして UberX および

シェア事業の収益を透明化し適切な納税を行

Uber Black を 2014 年 7 月から、バイクタクシ

うことを意味している）。使用される自家用車

ーの配車サービスとして Ubermoto を 2016 年

両の多くは、2015 年に自動車輸入関税が引き

7 月から行っている。一方 Grab は、既存のタ

下げられたこともあり多くが新車である。

クシーの配車サービスとしてドライバー個人

一方のバイクタクシーは、もともと特に法的

との契約という形で Grabtaxi のサービスを

位置づけがない。大型二輪の免許である A2 免

2014 年に開始し、バイクタクシーの配車サー

許を保有していれば、法的には問題はない。ホ

ビスとして Grabike を 2014 年 11 月に、自家

ーチミンの既存のバイクタクシーは、たとえば

用車でのライドシェアサービスとして Grabcar

バンコクのそれに比べると組合等による組織

および Grabcar7（7 人乗り車両）を 2015 年よ

化はあまりされておらず、文字通りの個人営業

り行っている。Grabcar および Grabbike のス

者がほとんどであり、一部の箇所を除いて組合

マートフォンの予約画面を図 1 に示す。

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

図1

予約は存在しない（なお既存のタクシーは、

Grab の予約画面
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VINASUN、MAILINH などの大手事業者の寡

に過去の犯罪歴証明書（行政が発行）の提出が

占であり、運転手は制服を着用し、電話やスマ

義務付けられている。採用時には採用オフィス

ートフォンによる予約もすでに一般化してい

にて接客と安全に関する研修が行われる（図 3）。

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

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

場 合 は 襟 の あ る シャ

Grabbike のドライバー

ツを着用し、シャツは

運賃は、たとえば Grabcar の場合は 2km ま

ズボンの下に入れ、サ

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

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

それ以上となると Grab のほうが約 3 割安い設

ング評価が行われる。

定となっている。一方の Grabbike は、2km ま

図 4 バイクタクシーの服装コードの掲示

で が 12000VND 、 そ れ 以 降 1km ご と に

また、Grab と UBER の自動車ドライバー（5

3800VND となっており、これは既存のバイク

名）へのインタビューでは、多くが新たに自家

タクシー(交渉制)より割安とされる。

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

3．事業者とドライバーへのインタビュー調査

Grab と UBER の担当者へのヒアリングを行

ングエコノミー」とは異なる状況が見られた。

った。ここでは、より詳細の情報が得られた

手取り収入はタクシードライバーと同程度で

Grab について示す。ドライバーの品質確保に

あった。仕事にはおおむね満足であるものの、

力を入れており、専用の採用オフィスをスーパ

今後の競争激化（中国資本の滴滴の新規参入な

ーマーケットと同じビル内に設置し、志望者を

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

直接面談している。運転手には、履歴書ととも
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誘に力を入れ、稼ぎのよいドライバーへのボー

の「快適性」が有意でないのは、バイク乗車中

ナス支給も行っており、市場浸透に向けてドラ

の乗り心地には大きな違いがないこと、がそれ

イバーおよび稼働車の数の確保を重要課題と

ぞれ理由と考えられる。
図 6 に、異なる利用場面での既存タクシーと

していることがわかる。

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

4．利用者へのアンケート

ホーチミン市の行政職員 62 名を対象に、自

Grab car, UberX/Black の利用意向が高く、
「短距

己記入式のアンケート調査を行った(2016 年 10

離」「ビジネス目的」で移動する際に既存タクシ

月)。アンケートでは、個人属性のほか、既存タ

ーの利用意向が高いことが明らかとなった。長距

クシー・バイクタクシーおよび配車アプリによ

離利用での Grab car,UberX/Black の利用意向が

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

ビジネス目的での既存タクシーの利用意向が高

用目的、業務目的・・・）での既存タクシー・

いのは、信頼性の高さによるものと考えられる。

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

長距離を移動するとき

で回答してもらった。

短距離を移動するとき

図 5 に既存のタクシーと Grab/UBER による

ビジネスで利用するとき

配車サービス（左）
、および既存のバイクタク

プライベートで利用するとき

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

図 6．既存タクシーと Grab car, UberX/Black

「信頼性」とは、ここでは「乗りたいときにつ

の利用場面に状況に応じた使い分け意向

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

5．結語

意に評価が高い。
「つかまえやすさ」としての

2017 年度は上記アンケートのサンプル数を増や

信頼性が有意でないのは既存のタクシー・バイ

しより信頼性の高い分析を実施する予定である。

クタクシーの台数が多いこと、バイクタクシー

図 5.各手段に対するイメージ（5 段階評価） *5％有意 **1％有意
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はじめに

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

本研究は地域社会の特性を生かした住民の組

体であり、相対的に凝集力が強いとされる。たと

織化とはどのようなものなのか、それを実際に開

えば鈴木栄太郎（1968）はいわゆる部落を「自然

発実践につなげていくにはどうすべきかを明ら

村」と呼び、自然村には住民の生活の隅々に徹底

かにすることを目的としている。

する行動原理（精神）があるとした。江戸時代の

住民組織化には様々な形がありうるが、地域社

幕藩体制の下、こうした村・部落が年貢の村請け

会の関連から見た場合、重冨（2012 p.12）は以

や諸役の単位として連帯責任を負うようになっ

下の３つの類型化を行っている。「地域社会共有

たことが、自然村としての性格を強めていくこと

資源管理（地域に存在する資源をコミュニティの

につながった。その結果、日本の村は、生産、消

構成員全員がかかわって管理）
」
「私的主体資源管

費・生活の共同体として機能するようになった

理（地域に存在する資源をコミュニティ構成員全

（髙橋 2012）
。

員で管理するのではなく、ある私的主体―内部・

髙橋（2012）は日本とミャンマーの農村社会の

外部の主体両方が考えられるーに委託して管理」

性格を比較分析し、ミャンマーの農村社会は日本

「資源プール型資源管理（私有資源をその所有主

農村のような凝集力は有さないとする。ミャンマ

体が持ち寄って共同管理）」の３つである。いず

ーの村の場合、日本で見られるような、村が資源

れのタイプが選択されるかは、その組織化の目的

管理の主体となる「地域社会共有資源管理」は行

及び地域社会の特徴によって規定される。したが

われない。むしろ村内の誰かに委託して管理する

って、特定の目的（たとえば地域開発など）のた

「私的主体資源管理」が一般的であるとしている。

めに新たに組織化を働きかける際には、当該目的

そうした事実から、ミャンマーの村は生産の共同

と地域社会の特徴との親和性を事前に十分吟味

体とはなりえず、あくまで「生活の共同体」であ

することが肝要となる。

ると結論づけている(髙橋 2012,176)。

たとえば、フィリピン農村では村を単位とした

これに対し、Okamoto（2014）は、ミャンマー

森林資源管理が失敗に終わった（Hayama 2014）。

の農村において、確かに髙橋のいう「私的社主体

フィリピンでの住民参加型森林管理を推進しよ

資源管理」型の組織化のほうが頻度が高いものの、

うとしていた日本やその他の援助機関はフィリ

地域によっては「地域社会共有資源管理」や「資

ピン農村社会がそうした「地域社会共有資源管

源プール型資源管理」が見られることを報告して

理」を得意とするということを前提にプログラム

いる。

設計していた。しかし、現実はそうではなかった。

たとえば、資源プール型資源管理の端的な例と

のである。

して、政府・行政などの指示に基づくのではなく、
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村が自発的に運用する共有基金や電気や道の整

はあくまで村民である。ただし、少ない額を多く

備など小規模インフラの整備が挙げられる。これ

の村民に広く貸し出す場合、または少数の村民に

らは「生活の共同体」的の範疇を必ずしも超えな

比較的多くの額を貸し出す場合がある。後者の場

い活動ではあるが、一方で生産活動に間接的に寄

合は、対象となる村民は農業や商売などで多くの

与する部分も多い。また村の開発全般を念頭にお

資金を必要とする者であることが多い。いずれに

いた共有基金を有する村も事例は少ないながら

せよ、同一村内に居住する村民ならば信用力に関

も存在する。その意味で、生産の共同体的活動に

する情報は得やすく、また期日通りの返済を求め

範疇に入る形のものが顕在化してきているとも

ることも容易である。すなわち、共有基金の運営

考えられる。

にかかわる取引コストが小さくて済むのである。

本稿では、現在ミャンマーで観察される村の共

以下、具体的な共有基金の事例を紹介していく。

有基金の事例を詳細に検討し、こうした共有基金

（１） 教育基金

がなぜ広く展開しているのか、その背景に関する

ミャンマー政府の教育に対する支出は長い間

仮説を提示する。

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

ミャンマーの村落共有基金の事例

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

筆者は 2010 年～2014 年にかけてミャンマーの

さえその不利な地理的条件のために赴任を敬遠

ドライゾーン、山間部、デルタ地域の 58 ヶ村に

する教師が多いため、教員を支援することで長く

おいて共有基金の有無を調査してきた。表１はそ

勤めてもらえるよう様々な取り組みをする村が

の地域分布と村落数、そこで観察された共有基金

多い。

の件数を示したものである。

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

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

マグエ＆
ニャウン
ウー
17
件数
10
10
10
3
4

山間部

チャン
ウー

ピンルー
ウィン

6
件数
2
2

6
件数
1
1
1
1
3

カロー＆
ニャウン
シュエ
10
件数
2
4
2
3

学校の教師の給与の補填に用いていた。この基金

デルタ
チャイトン

エーヤー
ワディ

7
件数
2
3
-

12
件数
2
3
4
2
-

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

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

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

村が共有基金をもつ目的は大きく分けると、宗

貸し出しである。2010 年には基金は 220 万チャッ

教行事の実施、教育の充実、健康・医療へのアク

トに達し、当初の目的であった教員の給与補填だ

セス改善、村の開発である。村によって基金の運

けでなく、生徒に対する学用品の無償配布ができ

用や管理方法は様々であるが、大まかには以下の

るようになった。

ような形で運用されている。基金の原資は村内、

一方、マンダレー地域ピンゥールィンの村で

村外からの寄付である。その両方をあわせて原資

2009 年から始まった教育基金の場合、村内で土地

とする場合もある。この資金を村民に利子付き

取引が行われるたびに一定の金額を村に寄付す

（担保なし）で貸し出す。利子率は月利 3-5%程度

ることとしそれを原資とした。とはいえ、これは

であり、いわゆるインフォーマル融資の利率とし

村民の義務ではなくあくまで寄付であることか

ては低めである（ミャンマー農村部では担保なし

ら、各自が拠出する額は当該世帯（土地の売り手

の場合月利 7-10%程度が一般的である）
。融資対象

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

（４） 宗教基金

済は 3 ヶ月以内と定められた。この基金は生徒に

表１にあるように、宗教に関する共有基金を

対する学用品の支給や現金での給付に用いられ

もつ村は相対的に多い。年間様々な仏教行事が行

た。基金が少なくなった場合には村民に改めて寄

われるなかでその都度村民に寄付を募るよりも

付を呼びかけ一定額を保つよう運用されていた。

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

（２） 医療基金

寄進会がある。この寄進会では僧侶に対し僧衣を

ミャンマーでは多くの途上国と同様、健康保険

始めとした様々な必需品が寄進される。シャン州

などの制度はまだ不備である一方、医療にかかる

ニャウンシュエ郡の村では、この寄進会の費用を

コストは高い。入院を要するような病気となると

まかなうために 2007 年に村民からの寄付を募っ

それこそ農地、金、家畜などの資産を売却せねば

た。寄進会終了後、残額が出たためそれを月利

ならないことも多い（Okamoto 2011）。資産の売

５％で村民に貸し出すことにした。それが共有基

却ではなく、インフォーマルな借入れも利子負担

金を始めるきっかけとなった。2011 年には、一世

が大きくなる。そのため想定外の病気や怪我のよ

帯当たり 3 万チャットを貸し出し、原則として全

うな緊急事態に対する低利子・無利子の融資ニー

世帯が借り入れることとした。仮にある世帯が借

ズは非常に大きい。

入を行いたくない場合には、その世帯が属する 10

エーヤーワディ地域ピャポンの村では、医療基

人組のリーダー（10 人組頭）1がその世帯に代わ

金の運用が 2010 年から始められた。村民の寄付

って借り入れることになっていた。言い換えれば

と WHO から供与された資金を原資としていた。村

この 10 人組が最大 30 万チャットの借入の責任

内の世帯を 3 世帯ずつ 73 のグループに分け、各

（換言すれば基金を増やす役割）を担うことにな

グループに 3 万チャットを月利５％で融資すると

る。このケースでは村がかなりの強制力をもって

いう形態をとった。返済期限は 6 ヶ月である。村

共有基金の増額をはかり運用していたことがわ

民が病気なると、症状に応じてこの基金から 5 千

かる。

～3 万チャットを無利子で借りることができる。
（５）開発一般基金

ただし、これはあくまで緊急融資なので 1 ヶ月以

これまでみてきたように、使途を絞った共有基

内の返済が求められていた。

金が多いなかで、様々な使途に使われている基金
も少ないながらも存在する。

（３） 敬老基金
高齢者向けの公的なセーフティネットもミャ

シャン州チャイントンの村では村ができると

ンマーにはまだない。そういった中で、マグエ地

同時に開発一般のための基金を始めた。原資はす

域ニャンウーでは村民の寄付を原資とする高齢

べて村民の寄付で、
総額 10 万チャットであった。

者支援の基金が始められた。この基金は村民に月

2014 年にはそれが 100 万チャットにまで増えた。

利３％で貸し出され、毎年行われる敬老の会（調

これまで見てきた事例と異なるのは、この基金の

査時には 54 名の高齢者がいた）で行われるくじ

場合は村民に対する利子付きでの貸し出しはし

引きの当選者に月額 4 万チャットが供与されると

ていないという点である。この基金は、仏教関係

いうものである。たとえば、ある年には 11 名の

行事、冠婚葬祭、さらには村内の小規模なインフ

高齢者が支援対象となった。ただし、高齢者なら

ラ開発（道路、学校設備など）にも用いられる。

ば誰でも対象になるわけではない。村が経済水準

仮に村民が教育や医療関係で緊急に金が必要と

に応じて村内の世帯を６つのグループに分類し

なった場合には、この基金から 5 万～10 万チャッ

ており、そのなかで経済水準の低い３つのグルー

トを無利子で貸し出すことも行われている。

プに属する高齢者のみが対象となった。
110

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

が見てとれるが（それは村の組織化経験の差に起

村は 1996 年に政府主導の共有林プログラムの対

因すると考えられる）、どの地域の村落でも存在

象村となった。プログラムの一環として植林用と

している。

して化学肥料 100 袋が森林局から供与された。そ

第２には、半世紀近くにわたる社会主義政権・

の際に、村側は天候条件も悪くないことから化学

軍事政権下が公共サービスを十分提供してこな

肥料なしでも植林は上手くいくだろうと判断し、

かったことが、農村住民にこのような村落ベース

化学肥料を売却、その代金として 10 万チャット

の共有基金をもつことを促したということであ

を得た（1990 年代半ばの 10 万チャットは当時の

る。

物価水準からすると大きな額である）
。この 10 万

第３には、こうした共有基金が目的に照らして

チャットを原資として共有基金が始められ、月利

十分な額まで大きくなるためには村民に借入ニ

５％で村民に貸し出された。その後基金は順調に

ーズがあるということが前提になる。ミャンマー

増えていき総額が 240 万チャットに達したところ

農村部住民の借入ニーズが大きく、それを満たす

で、開発目的、たとえば機械式井戸施設の修繕、

だけの（公的）金融市場の発達がないがために、

小学校の屋根の張り替えなどのために使用する

この共有基金からの借入れが住民にとって魅力

ことに決めた。この基金を何に用いるかは、当初

的であるということである。

は村長、10 人組頭また村の長老が相談して決めて
いた。しかし、次第にその額が大きくなるにつれ、
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以上見てきたように、ミャンマー農村部では住

Shigetomi, Shinichi and Okamoto, Ikuko eds. Local Societies

民のニーズに応じた様々な村ベースの共有基金

and Rural Development: Self-organized and Participatory

が運用されている。その目的も様々ならば運用の
方法も多様である。NGO などの外部組織からのイ

Development in Asia Cheltenham: Edward Elgar

ンプットがなくとも始まっているケースも多い。

Okamoto, Ikuko（2011）“How do Rural Households in

こうした村落の共有基金の展開のあり方からそ

Myanmar Cope with Shocks? Coping Strategies in a Fishing

れを可能としている要因として以下の 3 点があげ

and Agricultural Village in Rakhine State” The Developing

られよう。

Economies 49(1) pp. 89-112

第１には、ミャンマーの村が本来十分な合意形
成能力、資源動員力や決定の履行力を有するとい

Okamoto, Ikuko（2014）.“Organizing community forestry in

うことである。それは資源プール型の共同行動を

rural Myanmar: capability and functions of villages” in

支えるのに十分な水準であるということも示唆

Shigetomi, Shinichi and Okamoto, Ikuko eds. Local Societies

される。表１から共有基金は相対的に、デルタ地

and Rural Development: Self-organized and Participatory

域よりもドライゾーン、山間部のほうに多い傾向

Development in Asia Cheltenham: Edward Elgar

56
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防災・災害復興分野における国際貢献手法に係る研究（その２）
－大規模災害からの復興支援、特に被災者支援に着目して－
国際共生社会研究センター
大学院国際地域学研究科

研究員

（国際地域学部）

教授

松丸

亮

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

年生（H28 年 3 月卒業）2 名と共同で行ったもの

昨年度（平成 28 年度）研究報告書では、昨年

であり、本研究報告に示す成果は、2 名の学生の

度より開始された、東洋大学国際共生社会研究セ

卒業研究を通じて得た成果を基にした。

ンター（以下、共生センター）のプロジェクト、

2.2 被災者の居住地の変遷と支援・居住環境

「アジア・アフリカにおける地域に根ざしたグロ

台風ヨランダは、2013 年 11 月 8 日朝、フィリ

ーバル化時代の国際貢献手法の開発」において筆

ピンレイテ島に上陸し、レイテ島最大の都市タク

者が実施しようとしている、防災・復興分野での

ロバンを中心に高潮と強風で甚大な被害を与え

国際貢献手法の開発に関する研究について、その

た（死者・行方不明者 7,361 人、被災建物 114 万

背景や意義、目的などを整理し、筆者のこれまで

棟）。この台風による被災者は、被災直後は、公

の関連研究を踏まえた形で、研究方向性として、

共施設（体育館、学校）などで過ごし、その後、

（１）政府レベルの防災能力強化、（２）コミュ

特に海岸部で被災した人たちを中心に、仮設住宅

ニティ防災活動の定着化、（３）より良い復興に

あるいは仮設テントを経て恒久住宅へと居住地

むけた被災地支援、（４）観光地と防災－持続可

を移している（写真１、２、３）
。

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

その概要を述べる。

仮設住宅

（Abucay、筆者撮影）

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

写真２

島を中心に甚大な被害を引き起こした台風 20 号

仮設テント

（BGY85 付近、筆者撮影）

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

写真３

については、筆者の研究室に所属していた学部 4

恒久住宅

（GMA、筆者撮影）
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(1)被災者に対する緊急支援

言えよう。

これまでの調査から、被災直後は、被災者に対

各居住地の体調の変化
体調の変化について、比較的生活環境が似てい

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

ると思われる、避難所と仮設テントで比較してみ

避難所から自宅に戻った被災者には支援物資が

た。避難所の平均滞在期間が 1 ヶ月未満であった

渡らず、ライフラインが普及しないことも相まっ

のに対し、仮設テントの滞在期間は平均で約１年

て、再び自宅を離れるケースが多かったことや、

と長い。しかしながら、体調に変化があったと答

被災者のニーズは、物資支援から生活再建支援へ

えた人の割合はほぼ同様であり、避難所の生活環

変化していくのに対して、提供される支援は変化

境は体調を崩しやすくするものであったことが

が少ないことなどが明らかになり、支援の提供側

推察できる。

の意識を変化させることの必要性が指摘されて

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

いる（東洋大学、2015）
。

ろ、避難所→仮設住宅・仮設テント→恒久住宅と

(2)居住環境に係る支援課題
前述のように、被災者の居住地は、避難所、仮

居住地が変わるにつれて、満足度が上昇する傾向

設住宅・仮設テント、恒久住宅と変化しているが、

であった。特に、仮設テントと仮設住宅の比較で

特に避難所や仮設住宅では生活環境における課

みると、被災者が感じる生活環境に対する満足度

題が多い。被災というダメージを受けている被災

は、両者であまり変わらない。また、仮設住宅と

者にとって、被災後の生活を少しでも良くするこ

仮設テントの満足度が変わらないだけでなく、被

とは、復旧・復興過程において特に重要な事項で

災以前に住んでいた住居の満足度とも大きな違

ある。

いのない結果となっている。詳細な分析が必要で

タクロバン市周辺における 2 回の現地調査（①

はあるものの、調査から得られた居住環境に対す

2014 年 10 月 18 日～20 日：プレテスト、仮設住

る満足度をもとに判断すると、避難所での生活期

宅（Motocross、NHA、Abucay）における質問紙調

間を短くし、被災者の生活環境のより早い改善を

査、②2015 年 9 月 3 日～6 日：本調査、恒久住宅

促すためにも、仮設テントの活用を考える必要が

地域（GMA、GK）における面談による聞き取り調

有ろう。

査）から、避難所や仮設住宅、仮設テント、恒久

一方、恒久住宅に対する満足度をみると、衛生

住宅での住環境、特に生活、衛生面に関する問題

環境、生活環境にはほとんど問題がないという結

点等として、林（2015）は、以下の事柄を明らか

果になったが、都市部へのアクセスや仕事につい

にしている。

ては、不満な点も多く、改善するべき点が多い。

各居住地の住環境の問題点

(3) 被災者の幸福度の変化とコミュニティ形成

各居住地で多く指摘された問題点は以下の通

支援

りである。

個人や世帯レベルの復興を考えるとき、ここま

 避難所：室内温度、他人の話声、におい、

で見てきた、物的側面（物資、生活）への復興支

プライバシー

援に加え、精神的側面の復興に係る支援も考える

 仮設テント：室内温度、話し声、物音

必要がある。これまでの経験から、精神的側面の

 仮設住宅：室内温度、話し声

うち、トラウマケアなど長期的なものについては

 恒久住宅：室内温度

支援が済んできているが、被災直後の精神的側面

住環境の問題点は、徐々に改善されていること

への復興支援は、物的側面へのそれに比較して限

がわかるが、「室内温度」に対する不満が高い。

られているのが現状である。

データを詳細に見れば、居住地の変化と共に改善

そこで、本研究では、被災後、比較的短期的な

はされているものの、年間通して平均気温が高い

局面における精神面の復興をよりよくする支援

フィリピンでは、解決が難しい課題の一つでると

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

るような状況に陥った。そのため、特に、海岸部

後から恒久住宅移転直後までの被災者の幸福度

に居住していた被災者は住んでいた土地を追わ

の回復状況とそれに寄与する要因を明らかにす

れ、前述の台風ヨランダ災害による被災者同様、

ることを現地での対面インタビュー（2015 年 9 月

避難所→仮設住宅→恒久住宅と居住地を変えて

3 日(木)～9 月 6 日(日)を通じて試みた。その結

いる。

果、幸福度の回復とその要因について、これまで

本稿では、仮設住宅と恒久住宅における被災者

に以下の関係が明らかになっている。

支援について、筆者らがこれまで行って来た研究

 幸福度は、被災直後に急激に落ち込み、時間

を「Build Back Better」の視点（Ian Davis 他編、

を経るにしたがって、回復している。

2015）からの検討を行い、支援のあり方を考える

 被災前の幸福度と調査時点（恒久住宅入居直

一助としたい。

後）の幸福度を比較した「回復度」について

(1) 仮設住宅支援

は、居住地、年齢層、今の生活をより良いも

家を失った津波被災者に対しては、インドネシ

のにできると考える気持ち、将来への不安の

アを始め多くの国で当面の居住場所として仮設

有無、収入の増減、被災の要因(高潮、暴風)

住宅が提供された。筆者らは、インドネシア、ム

が、影響する（有意または有意傾向である、

ラボー地区において、インドネシア政府が提供し

以下同じ）要因であった。

た仮設住宅と NGO が提供した仮設住宅の居住環境

 被災直後の幸福度と調査時点（恒久住宅入居

を比較した研究を行い、仮設住宅の配置や施設な

直後）の幸福度を比較した「増加ポイント」

どが仮設住宅での居住環境に大きな影響を及ぼ

で見た場合、被災後、前向きに行動を起こす

していることを指摘している（落合ら、2007）
。

気になったか、現在の自分の無力感、努力を

仮設住宅での生活は、被災者が生活再建をはじ

認めてくれる人の存在の有無、避難の有無、

める第一歩であり、ここでの生活環境は、被災者

が影響する要因であった。

の復興感やその後のよりよい復興に取り組む姿

 回復度・増加ポイントの両者に対して影響す

勢に大きな影響を与える事が容易に推察出来る。

る要因は、現在の生活への満足度であった。

しかしながら、このような支援主体の違い、つ

 また、「年齢層」と「今の生活をよりよいも

まり支援方法の違いが、復興のプロセスに影響を

のに出来ると考えている人」に有意な相関が

与えて居ることから、研究の視点を支援方法の違

みられた。

いに変えることで、よりよい復興を考える際のし

木村（2015）は、『これらの結果から、幸福度

さがえられるものと思われる｡

の回復のためには、「将来への期待を持ち、自己

(2) 恒久住宅支援

肯定感を高める」ことがひとつの手段であると推

家を失い、海岸部への再定住が叶わなかった被

察されるため、「実現可能な復興への目標を持っ

災者（土地が失われた、賃貸住宅に住んでいた等

てもらい、その実現のために何かしらの役割を与

の理由による）に対しては、政府や NGO が提供す

える」ことが有効である』と結論付けている。

る恒久住宅が提供された。
筆者らは、恒久住宅が抱える問題についても研

３. インド洋津波災害からの復興と被災者支援

究を進めており（例えば、Matsumaru et. Al（2012）

に関する研究

や、永見ら（2017））、恒久住宅への移転における

3.1 研究の概要

意思決定時の課題や支援が公平に行き渡ってい

2004 年 12 月 24 日に発生したインド洋大津波災

ない状況、郊外に建設された恒久住宅団地におけ

害は、インド洋沿岸諸国に甚大な被害をもたらし

る人口流出問題などを指摘し、結果として、災害

た。中でも、バンダアチェ市をはじめとしたスマ

直後にインドネシアが目指していた「Build Back

トラ島北部西海岸の都市は、津波により広範囲の

Better」が失敗に終わっていることを明らかにし

市街地が被災し、海岸近傍の一部は土地が失われ

ている。
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特に、災害後の移転再定住については、筆者ら

木村航平（2015）
「台風 Yolanda の被災者を対象とした幸

が同じインドネシアを対象にした研究（例えば、

福度の変化に関する研究」東洋大学国際地域学部国際

井内ら（2015））を行っており、支援の介在方法

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

などを比較し検討することで、Build Back Better

「アチェ復興は Build Back Better を実現できたのか

にむけたよりよい支援のあり方を解明していけ

―ムラクサ郡 4 村落と移転団地 2 地区における住民ヒ

るものと考えて居る｡

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

５. おわりに

被災後の生活環境に関する研究」東洋大学国際地域学

災害を防ぐ施設が少ない開発途上国では、大規

部国際地域学科卒業論文、2015 年 12 月

模災害を受けやすい。大規模災害で被災した多く

松丸亮（2016）「防災・災害復興分野における国際貢献手

の被災者の復興過程をよりよくすることは、被災

法に係る研究」平成 27 年度研究報告書、東洋大学国

者の早期の生活再建を果たす上で重要な課題で

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

あり、そのための支援方策をよりよくしていくこ

Haiyan（フィリピン名 Yolanda）災害と復興について』

とは、支援の側にあるものとして常に考えていか

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

なければならない。

ture/20150618_01.html）
」東洋大学

本センターの目標である、持続可能な開発目標

Ian Davis 他編（2015）「Disaster Risk Reduction for

（SDGs）への貢献という点でみると、被災者の生

Economic Growth and Livelihood: Investing in

活面への支援は、「ゴール１：あらゆる場所のあ

Resilience and Development」Routledge

らゆる形態の貧困を終わらせる」や「ゴール 11：

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

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可

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

能な都市及び人間居住を実現する」さらには、
「ゴ

Research 36、pp11－19、2012 年

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

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

研究員
眞子

岳

A Study on Safe Water Supply and Hygiene in Nepal

1. 序論

るために経済成長できることを示すことが必要

開発途上国では、安全な水供給率と適切な衛生

である。そのために、ビジネスという手法を導入

施設へのアクセス率を向上させることが重要視

し、内発的に発展できるビジネス手法が社会問題

されている。昨今発表された SDGs (Sustainable

を解決できると考えている。

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

2．今年度の研究状況

衛生の確保する」ことを目標として掲げているこ

今年度の研究では、国内では農村計画学会での

とからも、開発途上国での水と衛生問題の解決は

発表、仙台で行った感染症学会、広島大学におけ

急務であることが解る。

る国際開発学会への参加、学術公衆衛生国際会議

筆者が所属する国際共生社会研究センター（以

における発表、さらにネパールにおける調査をお

下、センター）では、国際貢献と持続可能なビジ

こなった。研究結果は、公衆衛生国際会議にてお

ネスをテーマとし、水と衛生の分野を専門として

いて発表し、下記にそれらの論文を引用して記載

調査研究を実施している。特に今年度は 2015 年

する。

に発生したネパール大地震による仮設テント地
（1） 背景と目的

域における水の供給と衛生状態の研究を実施し

2015 年 4 月 25 日、11 時 56 分（現地時間）に

てきた。
地震後の緊急の場合、被災地へ水給水や衛生施

ネパール中央部のゴルカ地方で M7.6 の地震が発

設の提供は、援助手法による供与が必要である。

生した。ゴルカはカトマンズから西へ約 76km 離

しかしながら 1 年が経過した 2016 年の段階では、

れた位置にあるが、カトマンズにおいても歴史的

援助に頼るのではなく、自助・自立が可能で段階

建造物を中心に大きな被害が出た。同年 6 月 7 日

までもっていく必要がある。これは内発的発展手

にも M4 から M6.8 の余震が断続的に発生してい

法とされ、持続可能性を考えるうえで必要なこと

る。2015 年 6 月 25 日の時点で、
死者約 8,790 人、

である。

負傷者約 22,300 人、大きな被害が発表されてい

そのためには、援助、つまり国際貢献手法とビ

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

ジネス手法について研究する必要がある。国際貢

Nations World Food Programme：国際連合世界

献の手法では、主に援助対象者に国際機関か二国

食糧計画)や UNICEF(United Nations Children

間援助機関などによる「援助」という手法がある

Fund：国際連合児童基金)などの国際機関よる支

のは、よく理解していることであろう。しかし、

援活動が行われている。わが国も政府がネパール

重要なのは、対象者自身が自分達で発展して行こ

政府からの要請を踏まえ、緊急援助物資の供与お

うという意思や意欲を与えるような国際貢献、つ

よび 1,400 万ドルの緊急無償資金協力の実施、国

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

部隊）を派遣し、被災者に対する緊急人道支援を

んでいることが多いため、意思や意欲を向上させ

実施している。さらに、JPF（ジャパンプラット
61

フォーム）が資金を提供する形で NGO が現地入

パアン地区は伝統的なチョーク（中庭のよう

りしたほか、もともと現地で活動していた日本の

な広場）を中心とした４から５階建ての住居が

NGO も支援活動を実施している。特に水・衛生

密集した地域からなる住宅地域である。訪問し

に関しては UNICEF と協力体制をとり現地へ支

たチョークを中心に52世帯（約400人）が住んで

援を実施していたとされている

おり、チョークには共同井戸と貯水タンクが設

研究全体の目的は、災害時にいかに効果的、か

置されていた。2015年の調査では公共の水道も

つ現地に即した形で安定した水供給を行うこと

通っており、井戸と水道の両方の水使用につい

ができるかということにあり、本報告書では震災

て調査した。井戸は、建設費の50％を政府の援

から約１年が経過した被災者の生活や衛生環境

助で賄い、残りの50%を住民が負担して建設さ

を水使用という点に着目して調査を行い、明らか

れていた。各世帯は60,000Rs（日本円で約7万

になった水供給手法や水質管理について報告す

円）を支払っていた。管理人を決め井戸の清掃

る。

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

（2） 対象地域

2016年では状況はあまり変わらず、水の枯渇

筆者は2016年５月30日から6月7日の間、都市部

が問題となっており、住民は持続可能な水供給

のカトマンズ市内やパタン地区、山岳地域である

を望んでいた。

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

（3） キャンプ地における水使用形態

聞き取り調査を用いて被災者の水使用形態解明

筆者が地調査を行った2015年8月初旬時点で

に努めると同時に、被災者が使用している水につ

も、多くの人々がキャンプや仮設の住宅で生活

いても水質実測(大腸菌群及び大腸菌)及び行った。

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

3 現地調査結果

ンプや仮設住宅での生活では生活環境が悪化す

（1） 都心部観光地における震災状況

る場合が多く、その環境を良好に保つことが課

首都カトマンズは世界遺産が多いことでも知

題となっている。本調査では2015年のバクタプ

られている。特にバクタプルやナラヤン、パタン

ル、サノバシャム、チョティパチ地区のキャン

には屋根を持つ塔や寺院があり世界遺産登録さ

プ地にて調査を実施した結果と、今年度に実施

れている有名な観光地であるが、2015年の地震に

した、チョティパチ地区の変化について記載す

よる被害は歴史的建造物において顕著であった。

る。

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

ⅰ バクタプル地区

るにはまだ時間がかかると思われる。

2015年バクタプル地区は地震によって倒壊し

ネパール従来の工法は、土とレンガを用いて建

た住居などが多く、瓦礫も多く残っていた。緊急

設された建物であり、いわゆる「柱」がないこと

避難用の住居として一般的なテントやトタンを

が特徴であった。レンガは地震により飛び散った

用いて建設された仮設住宅が点在している。これ

ように散乱しており、瓦礫の撤去や早急な改修、

らの仮設住宅は主にNGOや海外の援助団体から

修繕を実施する必要があると考える。しかしなが

の寄付で建設されており、主に9m2 (3m x 3m)

ら破壊された瓦礫は歴史的文化遺産の一部であ

の広さである。

り、再利用の可否を含め慎重に処分する必要があ
ⅱ サノバシャム地域

り、2015年の調査同様瓦礫処理の進捗に遅れがで

2015年サノバシャム地域では、学校の校庭をキ

ていると推測される。

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

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

る彼らへの圧力あり、将来的に移動を余儀なくさ

同等のカーストで住んでいるが、敷地内では異な

れてると考える。

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

図１：チョティパティキャンプ地

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

ⅳ

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

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

約5,000世帯に影響が出ており、30以上のNGOが

と、地震発生から約20日間がもっとも切迫した状

活動しているとのことであった。現地では国際機

態であり、当初供給された水の水質に問題があっ

関であるIOMやUNDP、赤十字・赤新月社が人道支

た。そのためボトルドウォーターを購入し、飲用

援や医療、水供給支援などを実施したことを確認

や手洗いを行っていたが、その後UNICEFの支援

した。また水使用形態についてみると、赤十字・

により水質の良い水が供給され、水量・水質と共

赤新月社がチョウタラから少し離れた地域の滝

に適切な水が24時間給水の状態であった。また簡

を水源に、被災地域まで水を引いており、キャン

易トイレについても様々なドナーがキャンプ地

プ地へ供給していた。また赤十字・赤新月社のキ

に設置しているため、一定の環境が保たれており、

ャンプ地内には水浄化装置や塩素剤、プラスティ

その運転維持管理も住民へ委託(800Rs/日)され

ックの水サーバーが備蓄されており、水供給のシ

ていることが確認され、低いカーストとされる住

ステムが比較的整ってたといえる。被災者に供給

民の収入源にもなっていた。

されている水からは、塩素臭が確認でき、水質管

しかしながら、2016 年の調査ではその状況は一

理が実施されていると判断できた。援助団体の撤

転していた。テント数は 450 まで減少しており、

退後の乾期の水供給については懸念される所で

水供給地も１つとなっていた。また 24 時間給水

はあるが、調査期間が雨期であり、山岳部の被災

だったものも、午前午後に 2 時間のみの時間給水

地では水資源が豊富であったため、水供給の問題

となっていた。現地調査を実施した先、筆者の目

は見られなかった。チョウタラ市役所によると、

の前で給水塔が撤去され、地域全体の給水が停止

人口の95%、約5,000世帯に影響が出ており、30以

した。その撤去作業を見ている住民からも撤去反

上のNGOが活動しているとのことである。現地で

対の声がでていた。これは公共の公園に住んでい

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

これは雨期に行った調査結果から明らかになっ

ることが確認できた。

たもので、乾期は雨期より喫緊な状態になりこと

水使用形態についてみると、赤十字・赤新月社

から、適切な水供給形態を提案する必要があると

がチョウタラから少し離れた地域の滝を水源に、

考えられる。ネパール政府の見解では、宗教によ

被災地域まで水を引いており、キャンプ地へ供給

る差別はないとされているが、村落部などでは現

していた。また赤十字・赤新月社のキャンプ地内

在差別は大きく存在している。そのため宗教習慣

には水浄化装置や塩素剤、プラスティックの水サ

に沿った水使用携帯を検討する必要が今後でて

ーバーが備蓄されており、水供給のシステムが比

くる。

較的整っているといえる。被災者に供給されてい

また水供給が停止したテント地における調査

る水からは、塩素臭が確認でき、水質管理が実施

も継続的に実施する必要がある。自然災害はいつ

されていると判断できる。援助団体の撤退後の乾

起こるかもわからず、また時間と場所も不明であ

期の水供給については懸念される所ではあるが、

るため、適切なマニュアル作りが必要である。

調査期間が雨期であり、山岳部の被災地では水資

次に筆者はミャンマーにおける研究も実施し

源が豊富であったため、水供給の問題は見られな

ている。そのため来年度は中央乾燥地域において

かった。

水供給と衛生、さらに電化に関する研究を実施し

2016 年の調査では、これらのキャンプ地は全て

たい。中央乾燥地域では、水源は 300m 掘った深

無くなっており、仮設住宅に住んでいた人々は倒

井戸、もしくは雨期に貯まった池の水である。地

壊した住宅へ戻り、仮設の家を建設し暮らしをス

下水は中央乾燥地域では有料であり、池の水は降

タートしていた。これは都市部とは事情に異なる

水量によるものなので持続的ではないため、持続

点であり、また被害が大きかったこの地域でなぜ

可能な水供給手法を模索している。

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

（1）

ネパールとミャンマーにおける調査

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

Introduction：

1) Women Empowerment and Pre-Relocation

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

Issues : Anti-Violence Against Women,

in Sitio Galaxy of Barangay Maguikay in Mandaue

Economic Independence, and Eviction

City of the Province of Cebu and in their new

In 2007, the women victims of domestic

relocation community in Barangay Danglag in the

violence in Maguikay, Mandaue City were being

neighboring city of Consolacion .

organized for economic independence from their

1

Their

active

empowered

engagement

women

proceed

illustrates
to

be

how
active

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

Figure 1. Map of Barangays Maguikay and DanglagSource:

Women Empowerment, #6 Clean Water and

Reconstructed by Hiroya Takamatsu from website

Sanitation, #8 Decent Work and Economic Growth,

abusive husbands led by community organizer and

and #11 Sustainable Cities and Communities.

co-resident Anita Ebasitas. The women of Sitio

Through key informant interviews2, focus group

Galaxy, Maguikay joined a group ( Maguikay

discussions, and several visits to their new

Women’s Organization) with 52 members.

relocation site from 2013 to 2016,, this study

During the same period, however, the whole

intends to show data that can provide insights

community of informal settlers was threatened with

about women’s empowered involvement and quest

eviction as a buyer bought their land. They were

for sustainable development for themselves, their

given only two more years to stay. They organized

households, and their community.

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

1

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

Galaxy

of

the

Maguikay

Women’s

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

local Cebu NGO ( FORGE) also assisted their

remain in the site.

house

construction

and

development.

The

As early as 2008, the ASSHI, especially the Sitio

1-Million loan was paid fully within 24 months,

Galaxy women leaders, had started negotiations to

through the active efforts of the women leaders in

relocate to a site in Barangay Danglag in

reminding and collecting the payment from the

Consolacion. The ASSHI negotiated with the buyer

residents.

company and new owner of the Maguikay lot and

The women also successfully helped negotiate

in 2012, their proposal for relocation to the same

for a sturdy bridge and the community residents

site in Barangay Danglag that ASSHI had earlier

themselves helped to build a bamboo bridge to

negotiated for, in the neighboring city of

allow children especially from their relocation site

Consolacion was finally accepted. The business

to reach their school located at the other side of the

company distributed for free a 40 square meter lot

creek.
Attending to the care and education of children

to each household member of ASSHI. Their 5-year

and youth in the new community are important

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

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

ASSHI transferred to their Danglag community

0-3) needing day care services, elementary students

which they named Galaxy like their previous sitio.

( 23、 with 19 more expected to transfer from the

Others preferred to accept cash instead of

previous site in Barangay Maguikay), 3 special

relocating to Danglag.

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

2) Empowered Women and Relocation Issues:

The new relocation site is difficult to reach by

Continuing Women Empowerment,
Participation and Partnerships, Decent Work

transportation as the road leading to the place has

and Economic Growth, Clean Water and

yet to be completed. Employment and purchase of

Sanitation, and, Developing A Sustainable

basic needs like food, soap and other items are

Community

affected by the lack of access and high cost of

Women leaders and members of the Maguikay

transport. The women leaders were considering

Women’s Organization and ASSHI

putting up a consumers’ cooperative to make basic

who relocated to Barangay Danglag in Consolacion

items accessible minus the high transport fees for

continued

and

individual families in the community. They also

engagement in their new community. One woman

verbalized the possible option of operating their

leader was elected as President of the newly

own community transport available to the residents

formed

at lower affordable rates than the prevailing

their

Danglag

active

Sto.

participation

Nino

Homeowners

commercial costs.

Association while 3 other women became Board of

As employment, a few residents are working as

Directors and became officers as well of the new

drivers of local transportation ( like habal-habal

association.
For the relocation, this new association was able

and jeepneys) while a few with capital have set up

to obtain a 1-Million loan from a national NGO

sari-sari stores within the community and a few

( PHILSSA) to construct their houses. Another

observed to be doing consigned cottage work for a

66

local export company. One young female reported

campaigning for more investors to join this

working as a store employee in the downtown area

initiative.

of Consolacion City. One household reported

When the investment reached P200

having returned from work in Japan. Many

thousand, the water contractor accepted the request

reported, however, being unemployed and the

of the residents to start the construction and be an

interviewed women hoped they could have some

investor as well. The women leaders participated in

livelihood- generating projects in the area. Organic

deciding the location of the water tank, in buying

piggery and gardens were discussed as future

the materials needed for the water project, and for

options to be considered. Vegetable and herbal

consulting water specialists to help test the water

gardens were observed in several households in the

quality, among others. The water project was

community which helped supply food and natural

operational from November, 2016. Fees for water

medicine options.

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

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

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

the residents were paying for water supplied by

or more cubic meters, with a set minimum fee of

two private companies. The residents noticed that

P100 per household for minimum use of 10 cubic

not only were the fees expensive, the water

meters. The more the residents use water, the

supplied also could not be used for drinking.

higher their dividends get. The residents reported

The residents turned this problem of clean water

that this time, the water was better tasting and

supply around and decided to seize the opportunity

smoother. The investors of this water project

to own and operate their own water supply as

received P16 per share as dividend ( given every

livelihood for the community through the creation

December) from the water fees collected.

of the DAGAWASA ( Danglag Galaxy Water

The residents are open to having more investors

System Organization) with three women leaders

so they can pay the remaining balance to fully pay

serving as treasurer, collector, and maintenance

the contractor. They are very vigilant, however, not

collector, respectively.

to allow any outsider to control the water project
male

with more investments. The residents want to

counterparts to study the needs and expenses to put

protect their water supply – they know they started

up their own water supply and water fee collection

and should, by themselves, continue to manage and

system. A private water contractor agreed to

control their community water system.

The

women

leaders

joined

their

construct the water tank and connection to

This water project encouraged all the residents,

households for P450 thousand and with expense

including the women, and made them realize that

for meter totaled to P500,000. In a community

they can slowly meet their household and

meeting, the residents agreed to pay P1,500 per

community needs with empowerment, participation,

household as investment for the new water

and unity.

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

being

informal

settlers

in

Barangay

Maguikay to lot owners in Barangay Danglag,
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women

have

journeyed

through

various

their

partners

within

their

households,

empowerment process challenging and being

communities , with businesses , civil society and

challenged by various pre-relocation concerns like

other sectors, their empowered engagement is

domestic

economic

crucial not only for targeting SDG5 ( gender

independence, eviction and by relocation issues

equality and women empowerment) but also for

like payment for house construction, elimination of

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

violence,

poverty,

poverty, employment and decent work, ensuring
clean water and building a safe environment and
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社会福祉の発展過程に関する研究
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国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）

教授
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千乃

とする規範は、スウェーデンの経済学者 G.ミュル

1. 序論
本センターにおいて、筆者は社会福祉の発展過

ダールの論考『福祉国家を越えて』にも表れてい

程に関する情報を収集し、社会・経済発展の各段

る。彼は、低開発諸国の「悪循環」は市場諸力を

階において先行事例として参考となるように情

通じた先進諸国の「平等と成長の好循環」の逆流

報を整理・統合し、一般化を図ることを目指して

効果であることを理論的に分析し、世界規模で機

いる。 昨年の研究成果においては、その一環と

会を均等化させようとする「福祉世界」の必要性

して社会政策の手法が家族化／脱家族化に影響

を訴えた1。彼のノーベル経済学賞受賞は、こうし

が与えることを前提に国際比較分析の可能性に

た北欧的価値観の表れでもある。

ついて検討した結果を報告したところである。

実際、1980 年代以降、スカンジナビア三国は

一方、これと並行して、先進諸国の福祉国家と

「政府開発援助の対 GNP 比 0.7%の国際目標」
（当

しての枠組の違い（レジーム分類）が途上国への

時）を達成し続けている。2015 年の政府開発援

援助枠組にどのような影響を与えるのかを検討

助 ODA の対国民総所得 GNI 比はスウェーデン

するために、筆者が長年研究フィールドとしてき

(SW)が 1.41％、ノルウェー(NO)1.05％、デンマ

た北欧諸国を事例として高等教育援助の変化を

ーク(DK)0.85％、フィンランド(FI)0.55％と、開

把握するためのフィールド調査を実施した。本調

発援助委員会加盟国の中で一位、二位、四位、六

査の分析結果については、調査実施が昨年度報告

位を占め、平均 0.30％を大きく上回った2。
（下図

書の執筆後であったため、年度報告書に掲載する

参照）

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

図

祉、分厚い政府の責任と政府への信頼といった価

北欧及び DAC 諸国の ODA 対 GNI 比率

（1960～2015 年）

値を共有してきた。これが自国内だけでなく、国

出所 OECD データベースより筆者作成

際社会のレベルでも実現されることが望ましい

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

作った平等と公正に根差したシステムを、単純に

たスカンジナビア三国が積極的な ODA を継続さ

商品化・商業化し、他国へ輸出することは、この

せる一方で、フィンランドの伸びは他の三国に追

段階では念頭になかったようである。実際、その

いていない。フィンランドでは、80 年代に遅れて

後およそ 10 年たってようやく教育輸出戦略が政

経済発展を経験し、この時期に ODA を順調に拡

府閣議決定され、輸出の筆頭成長産業となること

大させたが、1990 年代初頭に大不況に直面する

を嘱望される産業分野として位置付けられるよ

と ODA を対 GNI 比 0.31％に縮小させた。
以降、

うになった。

10 年近い経済不況を経験した後、ヨーロッパ諸国

しかし、1980 年代以降の各政権が発表した施

の中で比較的安定した経済を保つようになって

政方針5を分析したところ、輸出産業として一定の

ODA を増やし、2015 年までに 0.55％前後へ回復

形式を整えられるようになった背景には、次のよ

させた。しかし、2015 年、政府は翌年予算の対

うな経緯があることがわかった。1990 年代には

前年度比 43％カットを発表し、2016 年は対国民

情報社会の、2000 年代には知識基盤社会の展開

所得比 0.38％に縮小させた。2020 年までの 5 年

の中で、高度な専門性の需要が認知され、これに

間は 0.39％程度に調整する予定である3。

こたえる形で教育が重視されるようになってい

このような ODA 予算縮小の背景にはどのよう

た。これに、2000 年代後半のイノベーションの

な方針転換があったのだろうか。ODA 予算が縮

促進とそれを支える研究開発の大胆な強化・高等

小されようとしていく中で、フィンランドでは、

教育システムの抜本的な改革、さらに国際競争力

2010 年代に入って、
「教育輸出」を重要な政策目

の強化を重視した施政方針の方針転換が、
「
（国内）

標の一つに掲げ、教育を世界に売る試みを始めて

福祉と（国際）連帯から（国際）競争へ」という

いる。そこで教育の商品化・商業化に関連する一

方向性を示し、「教育輸出」を可能にする素地を

連の動きの背景を検討した。

形成していた。すなわち、教育輸出は単なる PISA

（2）フィンランドにおける教育輸出戦略の導入

報告書以降の方向性ではなく 1990 年代からの情

と展開

報社会推進を基盤としていたといえる。

フィンランドの教育輸出戦略は、2000 年に

これに、2009 年に「教育輸出」が政府文書（
「高

OECD が実施した学習到達度調査 PISA 報告書に

等 教 育 機 関 の 国 際 化 戦 略 Korkeakoulujen

おいて 1 位にランク付けされたことをきっかけと

kansainvälistymisstrategia」
）を策定すると、教育輸

している。しかし、これは国内では驚きをもって

出の政策展開が一気に加速した。2010 年代前半

受け止められ、すぐに商品化・商業化に結び付け

に相次いで教育輸出戦略に向けた指針やロード

られたわけではなかった。むしろ、PISA 報告書

マップが発表され、教育輸出は政府が「全輸出産

でのパフォーマンスの高さは、1970 年代の教員

業」の中でリーディング産業となることを目指す

養成課程改革を含む基礎教育改革によって形作

と宣言する6ほどまでに重要な政策課題となった。

られ、その後の漸進的な教育改革の成果として、

（3）教育輸出の内容

公正で質の高い公教育が低負担で広範に普及し

輸出の主力となったのは、発展途上国と中心国

たことが基盤にあると理解されている

を中心とした教育を取り巻く関連産業、特に ICT

[Sahlberg 2011]。グローバル化の中で、多くの先

技術関連産業を含めた多領域の連携・協力を基盤

進諸国では、一定の量的な目標が設定され、テス

とした「教育コンサルテーション」であった。す

トが多用され、教育の画一化が進み、企業経営の

なわち、個別のニーズに合わせた教育の全体を作

手法が導入されていることに対する否定的な意

り上げ、実態に合わせて調整していくものである。

見は根強い4。フィンランドが長い年月をかけて形

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

ナイトによれば、国境を越えた教育は 2 つの点

位の輸出」とは異なる場面で展開しようとしたと

の変化がみられるという。①学生の国際移動から

いう点で差別化を図ったものといえる。また、教

プログラムやプロバイダーの国際移動へ、②開発

員養成と職業教育の向上に重点を置き、公的又は

援助から競争的な商業取引へ（援助から貿易へ）、

民間の学位・資格を組み合わせたニーズの発掘・

というものである。①は増加する学生自身の国際

開拓や、さらに対面授業に加えてヴァーチャル展

移動を上回る勢いで外国の授業やプログラムが

開の授業に必要な ICT 技術・設備などを供給する

学生の自国で提供されるようになっていること

関連産業の参加を促すという点でも特徴的なも

（オフショア教育の展開）を指している。②は開

のとなった。

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

国際教育市場は、英語や他の主要言語を母語や

いくことを指している。 [Knights 2006]

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

Knights の指摘をもとにフィンランドの教育輸

手の付けられてこなかった分野（専門職向けの教

出の事業展開をみていくと、フィンランドの公教

員養成やビジネス教育等）に進出したり、優位性

育の優位性を持つ部分を活かした独自の商品開

を持つ基礎教育分野での進出を図ったりしてい

発をしたものではあるが、おおむねナイトの指摘

る。

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

また、相手国でのオフショア事業展開を積極的

といえる。

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

しかし、これまでみてきたように教育の商品

化・商業化を図る上で重要であった。営利／非営

化・商業化は単線的に進められたわけではない。

利の切り分けを進め、営利部門と非営利部門の共

一つの転機となったのは 2000 年代後半の政府方

同事業展開、教育輸出を図るための営利団体の設

針転換（イノベーション促進、研究開発・高等教

立などを進めている。非営利／営利は運営主体の

育強化、国際競争力の強化）である。フィンラン

性格に帰するものの、対象や活動の範囲はボーダ

ドは、北欧諸国に共通する普遍主義に根差した

ーレスになりつつある。また対面式だけでなく、

「社会民主主義」を基本的理念として運営される

通信教育、e/m ラーニングの活用も見られた。

福祉国家として定評を得てきたが、この時期をき

（4）結論

っかけとして、福祉国家としての連帯から国際競

グローバリゼーションの進展の中で、国際教育

争へと注力の重心を変化させていったと考えら

市場は拡大の一途をたどるようになった。英語や

れた。二点目に、方針展開へ至るまでに準備され

他の主要言語を母語とする先進諸国を中心に、特

た諸条件も重要である。1980 年代後半からの断

に高等教育の場面において多種多様な活動が繰

続的な教育基盤の強化、とりわけ情報社会に向け

り広げられている。知識基盤社会の拡大は中等教

た取り組みが、その後のイノベーション促進、研

育終了後の高等／専門教育や生涯学習の需要を

究開発・高等教育機関の再編などへ至る素地を作

拡大し、ICTS の発展は新たな教育提供方法を生

ったといえる。三点目に、既存の教育輸出ではそ

み出し、さらに市場経済の競争の激化と貿易の規

れほど手の付けられてこなかった分野に進出し

制緩和拡大は教育・訓練の商業化・商品化と国境

たり、優位性を持つ基礎教育分野での進出を図っ

を超えた輸出入を促進させ、既存の国家レベルの

たりすることで国際競争力を確保し、さらに国内

教育システムに変革を迫っていることが背景と

での商業化を進めるよりも海外での事業展開を

して指摘されている。

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

先行的な政策事例を紹介し、そのメカニズムを検

らの複合的な要素の成果としての展開であった

討する。なお調査対象は、当初から全国的な制度

といえる。

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

3. 社会福祉の発展経路：グローバリゼーション時

りあげ、政策伝播の２つのパターンを示し、優位

代の開発福祉へ向けて

性と持続可能性を検討する。

一方、平成 28 年度の研究テーマは社会福祉の

最後に、少子高齢化などの人口構造の変動や高

発展過程に関する研究である。そこで、以下では

度情報化などの産業構造の変化、そしてグローバ

本年度の研究テーマについての進捗状況を報告

リゼーションに伴い、これまでの 20 世紀型の工

する。

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

関心の所在は、以下の点にある。福祉は、古く

用の限界と可能性を考察する予定である。

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

1

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

客員研究員
金子

彰

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

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

４

文化経済学の基本的課題

第Ⅱ部

文化芸術分野

第Ⅲ部

都市・地域への展開

第 14 章

創造経済時代の都市

２

創造都市論の台頭

３

創造都市論の系譜と「創造の場」

４

今後の課題

第 15 章
１
２

観光と地域文化（井口

貢）

１

観光の研究を志向する若い人たちのために

２

地域観光のディレンマ

３

コンテンツ・ツーリズムとクールジャパン

４

日本人による日本のための真の観光学のために

第Ⅳ部

支援・政策・運営

第Ⅴ部

多様な学問分野との連携

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

まちづくり（勝又晃衣・勝又英明）

文化とまちづくりとは
調査方法の動向
(1) 調査手法
(2) 調査対象地

３

「コミュニティ・市民グループ・NPO」の動向
今後の課題

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

創造都市（佐々木雅幸）

１

５
６

第 16 章

はじめに―文化経済学の発展を振り返る
第Ⅰ部

経済分析の動向

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

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

基調講演１
演題：風は西から「女性と文化のルネッサンス」
講師：冨士谷あつ子 京都文化創生機構理事長
基調講演 2(1)
演題：転居魔・谷崎潤一郎が見た阪神間の生活
文化
講師：たつみ都志 武庫川女子大学名誉教授
基調講演 2(2)
演題：阪神地域の文化行政と文化産業、生活文
化住宅都市としての西宮市の多様化と魅
力
講師：河内厚朗 阪急文化財団理事
基調講演 2(3)
演題：日本食の伝統継続と国際化に向けた日本
食の展開・創生と店舗づくり
講師：がんこフードサービス(株)代表取締役会長
見学（写真参照）
武庫川女子大学甲子園会館：阪神電鉄が戦前
期にリゾートをテーマにした住宅開発を行った
際にそのシンボル的な意味をもつホテルを建設
したのが旧甲子園ホテルであり、フランク・ロ
イド・ライトとともに帝国ホテルの建設に携わ
った遠藤新氏の設計で阪神間モダニズム名建築
の一つで多くの賞に選ばれている。戦後接収解
除後武庫川女子大学が建築学科を設立する際国
から払い下げをうけ現在もキャンパスとして使
われているとともに維持保存されている。戦前
期の和洋折衷の建築であるがよくまとまったデ
ザイン。
）地域の開発を考えるときに一つのヒン
トとなる。さらに西宮市の地場産業群を見学し
た。
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が検討した以下の報文が一つのヒントになると
考える。他の先進国や国際機関の多くが自らの
正解と考えるものを直接適用しようとするやり
方とは異なるやり方の実践例が示されている。
金子 彰「発展途上国における運輸交通に関す
る法制度形成のための協力についての一考察」
（東洋大学大学院紀要第 49 集所収）東洋大学大
学院、pp1-41、2013 年 1 月
2) 文化による地域振興は様々な場面で提案さ
れているが必ずしも体系的に整理されているわ
けではない。本報文では地域振興と文化を結び
つける役割を果たしうる文化経済学をとりあげ、
その内容について包括的に示していると考えら
れる文化経済学会編集の文献を示した。ただし
文化経済学そのものは上記のとおりきわめて幅
広い内容を包含している。さらに文化は国や地
域あるいは時代ごとに異なる様相を示す点に留
意する必要がある。
3) フィジーは面積 1.8 万平方キロ、人口約 90
万人の南太平洋の島嶼国で観光、砂糖、衣類な
どを主産業としており、フィジー人、インド人
などから構成されている。また、フィジーには
太平洋諸島フォーラム（PIF）事務局、南太平
洋大学（USP）など多くの地域協力機関や国際
機関のオフィスがあり地域協力に向け中心的役
割を果たしている。
（外務省ホームページ＊より）
持続可能な開発を考える際このような地域連携
やその核となっている高等教育機関がどのよう
に機能しているかあるいは本学としてどのよう
な協力関係の構築が可能かなどにつき調査しそ
の実践をめざすことが調査団の目的である。な
お時間の関係から調査結果については示してい
ない。
＊http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/fiji/
2016 年 11 月 25 日閲覧

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

写真２ 屋上から見た庭園
和風の庭園 和洋折衷

西洋建築であるが

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

これら対策の基盤をなす、再生可能エネルギー

20 世紀が「地球資源の消費による発展の時代」

の柱たる太陽光発電の研究開発は、1973 年の第一

とすれば、21 世紀は「地球環境の制約下での成長

オイルショックをきっかけに定められた「サンシ

の時代」として、環境問題への人知の集約が不可

ャイン計画」が発足し、太陽光発電のテスト事業

避な時代だといえる。

が始まった。1994 年から住宅用太陽光発電設備に

環境の世紀を迎え、循環型社会への転換、地球

補助金が出る制度もスタートし、家庭用を中心に

環境問題をはじめとする環境問題への対応が社

太陽電池パネルが設置されるようになった。2009

会の最重要課題となっている。

年 7 月に「エネルギー供給構造高度化法」（エネ

一方、世界のエネルギー消費は、中国・インドを

ルギー供給事業者による非化石エネルギー源の

はじめとする開発途上国の人口増や経済発展に

利用の促進に関する法律）が国会で可決され成立

よる増加は不可避で、石炭を中心とする化石燃料

し、FIT 制度が 2009 年 11 月１日から施行された。

に依存することから、今後の対応においては新エ

2009 年末の太陽光発電の余剰電力買い取り価格

ネルギーの導入・促進は不可欠であり、とりわけ

は 1KW/h 当たり 24 円程度であった。

世界最大の太陽光発電設備の生産国たる中国に

地球温暖化対応国際対応・行動として、その後

おいて、同国を中心とした太陽光発電の将来展望

2009 年コペンハーゲンで開催の COP15 にて、産業

をとりまとめた。

革命以降の気温上昇が 2℃以内に抑えるべく採択

そもそも、CO2 に代表される温室効果ガスの排

されたコペンハーゲン合意は、世界全体の長期目

出削減を国際的に取組むべく、1997 年気候変動枠

標として産業化以前からの気温上昇を 2℃以内に

組条約第３回締約国会議(COP3)が京都で開催さ

抑えること等を定めた。

れ、先進各国は温室効果ガスの大幅削減（1990 年

そして第 21 回気候変動枠組締約国会合 COP21

比 2010 年平均目標：日本は－6％、EU は－8％、

は、2015 年フランス・パリで開催、以下のような

米は－7％他）を約束した。

合意がなされ大きな成果をあげた。

しかしながら、世界の CO2 排出量は急激に増加

それは、全ての温暖化ガス主要排出国に削減義務

しており、20 年前の約 1.3 倍となっている。とり

を課す新たな枠組みとして「パリ協定」を制定、

わけ、中国・インドをはじめ急速に発展するアジ

この全ての主要排出国を対象とした意義は大き

アでの増加が顕著であり、今後の地球温暖化対策

く、京都議定書と異なり先進国のみならず中・

の鍵であると言われている。

印・墨・伯など多くの経済大国も自主的な削減義

一方、わが国においては、東日本大震災による

務を負う。また主要排出国にも、発展途上国の対

原子力発電所の停止などにより、既に批准してい

策を支援する資金援助を任意に行うことなどに

る京都議定書遵守の対応においてさえ困難な局

合意した。これらは、2020 年からを目途にさらな

面に直面し、海外からの排出枠買取などによりよ

る削減努力につき、5 年毎の政策評価が義務付け

うやく達成がなされた。

された。

77

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

図 1．パリ協定の概念

力使用制限令は1973年の第一オイルショック以

（出典：毎日新聞夕刊記事 2011.12．12）

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

で再生可能エネルギーの導入拡大の加速化を担

（出典：著者撮影 2015.11．26）

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

２．わが国の太陽光発電の現状

進展することも期待される。なお、再生可能エネ

わが国では、低炭素社会を目指して、2050年ま

ルギー電気に関する特別措置法において、日本経

で温室効果ガス排出量を60％～80％削減するこ

済産業大臣は毎年度、該当年度の開始前に調達価

とを目標に設定している。計画では様々な具体的

格と調達期間を決定する。再生可能エネルギー電

な目標と行動計画が示されているが、太陽光発電

力買取制度開始を受けて、再生可能エネルギーは

については導入量を2020年に現状の10倍、2030年

順調に導入が進み、2012年度においては、4 月か

には40倍にすることを目標している。また、発電

ら 12 月末までに、117.8 万 kWの設備が運転を

電力量に占める「ゼロ･エミッション電源」(再生

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

２．研究の概要

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

３．中国の太陽光発電の現状と展望

このように、海外依存度が高いわが国エネルギ

中国はここ数年、急速な経済発展を成している。

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

一方その裏には、かつての水俣病・イタイイタイ

長にも大きく貢献できるものと期待される。

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

図4.では、中国一次エネルギー供給及び自給率

境問題に直面している。中国の環境汚染の現状に

の推移を示した。中国は1978年の改革開放以来、

ついて、2011年12月15日「国家環境保護第12次５

エネルギーの消費拡大が顕著となった。特にエネ

カ年計画に関する通達」においては、次のように

ルギー全体消費の７割以上を占めた石炭燃料が、

述べられている。

2000年と比較し約倍近く増加。中国では現状多く

「当面、我が国では全般的な環境悪化の趨勢は

の石炭発電所は脱硫装置がなく、二酸化炭素、硫

まだ根本的に食い止められておらず、環境問題に

黄酸化物など大気汚染の原因物質が大量に撒き

はさらに顕在化し、引続き増大している。一部の

散らされる。また、同図では中国の一次エネルギ

重点流域・海域の水質汚濁が深刻で、一部の地

ー自給率は全体的に安定しているが、石油自給率

域・都市では大気中に深刻なスモッグが頻繁に現

が1995年以降中国国内の生産量が消費量に追い

れ、多くの地域の主要汚染物質排出量は環境容量

つかず、対外依存度が年々高まっている。

を上回っている。さらに、農村での環境汚染は悪

このため、エネルギーは、国民生活や経済活動

化しつつあり、重金属、化学品、残留性有機汚染

の基盤をなすものであり、その安定供給の確保は

物質による土壌、地下水などの汚染が深刻化して

わが国と同じく喫緊の課題であるとともに、環境

いる。一部の地域では深刻な生態系破壊が発生し、

問題の対応のため、太陽光・風力などの再生可能

生態系機能が退化し、このため生態系の脆弱化が

エネルギーの導入促進など、エネルギー消費構造

憂慮されている。（中略）同時に、総人口の増加

転換の大きな柱となっている。

傾向、工業化、・都市化の急速な進行、エネルギ

このように、中国はじめアジア諸国の内発発展

ー消費量の急激な上昇に伴いつれて、前述の汚染

のためには、太陽光発電をはじめとする再生可能

物質の発生量は引続き増大し、経済成長への環境

エネルギー導入促進が、必要不可欠であり、その

制約はますます厳しくなることと推測される。
」

促進策の策定・提示を進めて参りたい。

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

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

このような状況の中でインフラ整備は経済発

す役割について分析を行う。
ミャンマーでは 2015

展のために不可欠な要素である。電力については、

年に国家電化計画が制定され、2030 年までの 16

国家電化計画により、2020 年までに 100％電化が

年間に電力のユニバーサルアクセスを達成する

達成されることになっているが、そうした国家主

ことになっている。これまで、主にソーシャルイ

導の計画と並行してソーシャルビジネスが果た

ノベーション分野において、ソーシャルビジネス

す役割についてはこれまで研究がされてこなか

や適正技術が開発や経済発展に与える影響につ

った。本研究では、マグウェ地区でのフィールド

いての研究がなされてきた 1)。本研究では、比較

ワークをもとに理論研究を進めていく。

制度分析を用いて、インフラ普及における国家計
2．これまでの検討状況

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

過去 2 年間にわたり現地でフィールドワークを

とを目的にする。昨年度までにミャンマー中央乾

実施し、インフラの整備状況を確認するとともに

燥地域であるマグウェ地区に入り、現地調査を行

現地の人々の行動様式を観察した。インフラが整

ってきた。当地の農村の一部には電力や上水など

備されていない農村の一部では、ソーラーパネル

のインフラ設備があるが、多くの農村ではこうし

や太陽光発電を利用した簡易伝統や懐中電灯な

たインフラが整備されていない。乾燥地域で気候

どが使用されていた（図表 2，3）
。

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

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

るという非常に野心的な計画である。電化は既存

（著者撮影）

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

価格が下がったこともあり、ソーラーパネル

われる。そのため、今後 10 年以上もの間電力イ

は現地の人々にとっても身近になっている様子

ンフラが整備されない地域が存在することにな

がうかがわれた。

る。国家電化計画は、大きくグリッドとオフグリ

また、現地で深井戸の掘削現場を訪れ、村の

ッドの 2 つの部分から構成されている。オフグリ

人々が主体的に参画し井戸が建設される様子を

ッドでは以下のような課題があるとされる

観察した（図表 4）
。

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

図表 4 深井戸掘削の様子（著者撮影）

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

現状では、こうした深井戸の掘削は開発援助に

う懸念が残る。

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

②制度的なキャパシティの欠如

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

農村開発部の電化関連のプログラムは全面的

ちは、適正技術を用いたソーシャルビジネスによ

に政府予算に依存している。今後、農村開発部は

る仕組みを検討することにした。

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

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

欠如しており、それが電化を進めるうえで障害と

や農村部でも電化を進めるためのキャパシティ

なる可能性がある。

構築が必要となる。また、ミャンマー全体にいえ

こうした深刻な課題を抱える一方で、これまで

ることであるが、金融機能が未発達であり、資金

の取り組みを通じて蓄積されたキャパシティも

調達が大きな課題となる。他の一部の途上国と異

ある。農村開発部は、これまで国内に多くのスタ

なり、マイクロファイナンスなどの民間の地域に

ッフを配置し、現地でのコンサルテーションなど

根差した分権的な金融の仕組みも未発達である。

を行い、地方政府や現地の企業などと密接な関係

こうした制度的なキャパシティの欠如を乗り越

を築いてきた。そのため、現地に関する情報の蓄

えていくことが課題となる。

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

③家庭用太陽光発電機器やミニグリッドのコス

また、これまでオフグリッドの地域では、家庭用

トと使用者の支払い能力の乖離

の太陽光パネルや各種ミニグリッドが導入され

辺境の農村に住む世帯の支払い能力は低く、仮

てきたこともあり、地域によっては民間の企業群

にマイクロファイナンスなどの金融の仕組みが

が育っている。こうした条件は、辺境のオフグリ

あったとしても、家庭用太陽光発電機器やミニグ

ッド施策にとって有用である。
それでは、こうした課題を抱える中、ソーシャ

リッドのコストを負担できない状態である。

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

④良質な機器に関する知識不足
民間の企業や使用者、農村開発部にも良質な機

の貧困層を対象に行うビジネスのことである。支

器に関する知識が不足しており、良質な機器とそ

払い能力が低く、一人当たりの消費額が大きくは

うでない機器との区別がつかない状態にある。

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

➄未発達な金融システム
金融システムが未発達であることから、オフグ

また、ソーシャルビジネスは現地での雇用を生み

リッド発電機器を設置する企業が資金調達を行

出すなど経済発展にも寄与する可能性を持って

うことが難しい状況にある。また、消費者につい

いる。ソーシャルビジネスの利点は、ビジネスの

ても金融機能が著しく未整備な状況にある。多く

手法を利用して社会的な課題を解決する可能性

の場合、1 年間の固定金利で担保付きの預金など

を持つことである。加えて、ビジネスの手法を利

の単純な金融機能のみ存在する状況である。また、

用することにより持続可能性を付与することが

マイクロファイナンスについては、100 以上のラ

できる。開発援助の補助金などは多くの場合期限

イセンス保持者がいるものの多くは都市部近く

があり、補助期間の終了後に持続可能性を持たせ

に集中し、農村部では機能していないのが現状で

ることは一般に難しい。ソーシャルビジネスは社

ある。農村部では、Proximity Designs というソ

会的課題への対処と事業性の両立という困難が

ーラーランタンに対してマイクロファイナンス

あるが、一度仕組みが成立すると持続可能性を持

を提供する組織があるのみであり、農村部でのマ

つという利点がある。また、ビジネスはステーク

イクロファイナンスの発達が待たれている。

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

⑥消費者の意識の欠如

はこうしたソーシャルビジネスの利点に注目し

消費者の電化計画に関する意識や情報、知識が
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ている。既存の民間企業の参入を見込むことは難

ルビジネスを導入するためには有効に機能する

しいが、ソーシャルビジネスの導入により課題へ

ビジネスモデルの策定が必要である。ビジネスモ

の対処ができるのではないかと考えられている。

デルを現地で試し、その結果をもとにビジネスモ

具体的には、オフグリッドでの家庭用発電装置や

デルを改良していくという過程が重要となる。次

ミニグリッドの導入が考えられている。ミャンマ

年度以降はこうした有効なビジネスモデルの策

ーでは既に、オフグリッド地域では、ディーゼル、

定を中心に研究を進めていく。

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

註

な電力供給の仕組みでもあり注目されている。適

1) 例えば、菅原秀幸・大野泉・槌屋詩野 (2011)、

正技術を用いたソーシャルビジネスを導入する

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

ことができれば、これまで政府主導で行ってきた

(2010)などを参照されたい。

オフグリッド部分の施策にビジネスの要素が加

2) 国家電化計画については World Bank (2015)に

わる。また、同時に現地に根差した技術の導入を

詳しい。本章の同計画についての記述の多くは

行い、現地経済の発展を促すことも期待できる。

World Bank (2015)に基づいている。

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

参考文献

る可能性を秘めている。このようにソーシャルビ

1) 菅原秀幸・大野泉・槌屋詩野 (2011)『BOP ビ
ジネス入門』中央経済社

ジネスはオフグリッド部分が抱える課題に対処

2) 野村総合研究所 (2010)『BoP ビジネス戦略』

する可能性を持っていると考えられている。

東洋経済新報社
3) C.K. プラハラード (2010)『ネクスト・マーケ

４．今後の計画

ット[増補改訂版]』英治出版

本年度の研究では、ミャンマーの国家電化計画
4)

を子細に検討し、ソーシャルビジネスはオフグリ

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

ッドの計画の課題に対処するために有効である
ことを確認した。しかしながら、実際にソーシャ
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スリランカにおける知的障害者の支援に関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員
島野涼子

Research on international cooperations for persons with intellectual disabilities in Sri Lanka
う学校の教員においても固定観念があることか

１．はじめに

ら、就職先はほとんどなく、学校に在籍できる期

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

間が終了すると家に引きこもることが多いこと

うな種類の障害のある人が何人いるのかといっ

が明らかになった。そこで今回の調査では、数少

たことを知ることができない。一般的に障害者に

ない知的障害者を雇用している企業の一つであ

対する支援は、他の障害のない人の暮らしが一定

る Sahan Sevana の訪問し、スタッフやその家族

程度充実した後に対応されることが多く、スリラ

への聞き取り調査を行うことで、スリランカの知

ンカもそうであるが、内戦終了後 10 年が経過し

的障害者の直面する課題を抽出し、有効は支援の

た今、少しずつではあるものの障害者に対する制

方法を模索する。

度の構築や先進国からの支援を政府が求め始め
（２）対象地域

ている。

研究対象であるスリランカは人口約 2000 万人、

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

国土面積は北海道の約８割である。首都はスリジ

彼らの就学及び就労が可能になるインクルーシ

ャヤワルダナプラコッテだが、最大都市はコロン

ブな社会の構築に向けての支援の可能性や課題

ボである。多民族・多宗教国家であり、多数派の

を検討していく。

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

２．これまでの検討状況

教）などがおり、さらにゆるいカースト制度も残

（１）検討の背景と目的

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

2015 年 2 月に行ったスリランカの特別支援教

しこりはまだ残っている。

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

WHO によると、人口の約 10％は障害者であると

た。その際に、特別支援学校にはもちろんのこと、

言われていることから、概算でも約 200 万人の障

通常の学校においても知的障害又は発達障害の

害者がスリランカ国内にいると推測できるが、統

疑いのある子どもが非常に多く存在した。ただ、

計が存在しないことから正確な数字は定かでは

学校で出会う障害のある子どもたちは、身の回り

ない。民族によって住む地域、通う学校が異なる

のことが自分で出来るという比較的に障害が軽

ことから、少数民族になればなるほど障害者に対

度であった。しかし、知的障害が軽度であっても

する対応が遅れていることが推測される。

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

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

ングのためのカード作りや裁縫、他の知的障害者

および家庭訪問による聞き取り調査、そして知的

団体との交流も行っている。また、知的障害のあ

障害者団体である Ceylon Association for the

る子供持つ親や特別支援の教員に対しても知的

Mentally Retarded (CAMR)を訪問した。

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

1) Sahan Sevana

提供から始まったこともあり、
「教師と生徒」とい

Sahan Sevana はスリランカの大手製菓会社であ

う上下関係が色濃く存在している。

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

クッキー製造をしている障害者スタッフ

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

える。

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

2) Ceylon Association for the Mentally

に対する認識をパラダイムシフトさせ、その効果

Retarded (CAMR)
スリランカの知的障害者組織のパイオニアで

による社会の変革を主たる目的としており、技術

ある CAMR はいわゆる知的障害者に対するデイサ

支援のみならず障害者スタッフの自信を構築す

ービスを行っており、現在 20 名前後の知的障害

ることを目的とした支援も行っている。それは働

者が通っている。知的障害のある子どもの居場所、

いてお金を稼ぐことに加えて、一人でのバス通勤

学ぶ場所を作ろうとしたことから始まり、現在は

や稼いだお金で家族にプレゼントをするなど、自

知的障害者の職業訓練を主に行っている。3 名の

分の意思で生活をしていくことにある。バスでの

教師が常駐しており、レベルに応じてクラス分け

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

スリランカの大手製菓会社である Ceylon Biscuit Group

家庭訪問での聞き取り調査で明確になったこ

障害者雇用の部署にて

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

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

前出の１）自立した生活に向けた取り組みの必

せたい」という思いがある。これは障害の度合い

要性とも重なる部分であるが、社会の障害者に対

にもよるが特に軽度の知的障害の場合は、「周囲

する固定観念や意識の改革を行なっていく必要

に知的障害であるとわからないようにしたい」と

がある。
「知的障害者は IQ が低いから何もできな

いう思いが強い。そして成人になると「結婚」に

い、一人では移動できない」といった固定観念が

ついての悩みが出てくる。具体的には、親が他界

知的障害者に深く関係する立場の人（家族や教員）

した後の財産管理についてが主な悩みである。状

などが持っていること、また信仰している宗教の

況は各家庭によって異なるが、兄弟や親戚がいる

教えの中で、「前世の行いが悪かったから障害者

場合は独身でいる限り家族が財産管理をするこ

が生まれた」と信じていることなど、どれも間違

とができるため「今ある財産を全て残すためには

った固定観念であり、そのような考えが「障害」

結婚して欲しくない」と考え、頼れる人が周囲に

を生み出している。このような固定観念を改革し

いない場合は「一人では管理が出来ないので彼又

ていくには、Sahan Sevana のような良い事例を知

は彼女を大切にしてくれる人であれば誰でもい

ってもらうようなボトムアップの支援が必要で

いから結婚して欲しい」と考えている。日本には

あることに加え、政府による障害者に対する考え

「成年後見制度」があるため、親が高齢となり財

方の変革や政策の策定といったトップダウンの

産管理が出来なくなった時もそのためだけに結

支援の両方が必要であると言える。

婚を求める必要がない。この問題は非常に重要で

現在日本の支援も JICA が各地に JOCV を派遣し

あるため、スリランカ政府の早急な対応が求めら

ているのみであり、その効果が最小限となってし

れる。

まう課題があるため、担当省庁への専門家の派遣
など、トップダウンとボトムアップの双方で支援
が求められる。
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開発途上国における水と衛生に関する研究
-カンボジア農村部における簡易水道利用と手洗いの関係性国際共生社会研究センター

リサーチアシスタント

大学院国際地域学研究科

博士後期課程

貫 久望子
A Study on Water and Sanitation in Developing Countries
-Relationship between Simple Water Supply and Handwashing in Cambodian Rural Areas普及率は約 90%に達し、地方８都市でも水道整備

1. はじめに
世界の５歳未満乳幼児死亡原因の第２位は下

事業が進行している７）。一方、農村部では未だ水

痢性疾患である１）。特に途上国では下痢性疾患に

道普及率が都市部に比べ極めて低いが、近年、一

よる健康被害は深刻であり、その対策として安全

部の地域では軒下給水管のような簡易水道がみ

な水の確保、衛生的なトイレ、石鹸を用いた手洗

られるようになった。しかし、農村部住民の簡易

いに関する研究がなされてきた。これらの対策の

水道利用と手洗いの関係について実態調査を行

内、石鹸を用いた手洗いは安価で簡便な手法であ

った研究事例はほとんどない。
そこで本研究では、カンボジア農村部の簡易水

り、下痢性疾患罹患率を約 50%にまで低減するこ
２）

とが証明されている 。加えて、適正な手洗いに

道が整備された世帯（以下、水道整備世帯）と未

は水道のような流水が必要とされており、流水と

だ整備されていない世帯（以下、未整備世帯）を

石鹸による手洗いの細菌学的効果に関して明ら

対象に、手洗い前行動ごとの水供給設備使用と洗

かにされたものや３）、流水による手洗いが難しい

浄剤使用状況、各種洗浄剤の手洗いへの使用状況、

注１）

のような流水代替装置と

家計支出状況に関する実態を明らかにし、簡易水

石鹸を用いた手洗いの効果に関する研究４）等がな

道整備と石鹸を用いた手洗いとの関係性につい

されてきた。

て考察する。

地域では Tippy Tap

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

2. 調査地概要

その対策は喫緊の課題となっている。カンボジア

調査対象地は首都プノンペン市中心部から南

における手洗いに関する先行研究や情報は多く

東に約 30 km の距離に位置するカンダール州スヴ

はないものの、農村部住民の手洗いへの意識、手

ァイリエン郡ルー村を選定した。居住人口は約

洗い行動、手洗いに使用する洗浄剤を調査した上

900 人である．本研究では水道整備世帯 19 世帯と

で、手洗い促進には経済的かつ文化的に妥当な流

未整備世帯 59 世帯を選定した。また、調査世帯の

６）

水供給装置が必要であることが報告されている 。

家族の平均人数は水道整備世帯で約 6.4 人（大

このように、カンボジア農村部においても手洗い

人：約 4.2 人、約 2.3 人）
、未整備世帯で 約 6.0

に使用することができる流水の普及が必要とさ

人（大人：約 3.6 人、子供：約 2.3 人）であっ

れている。

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

1992 年以降、 JICA と北九州市水道局の技術協

男性が約 30 ％、女性が約 70 ％であった。

力により、現在の首都プノンペン市における水道

89

に縦軸には前述の手洗い前行動 10 項目、横軸に

3. カンボジア農村部住民の一般的な水利用お

は洗浄剤の種類として液体石鹸、固形石鹸、食器

よび手洗い状況

洗剤、洗濯洗剤、その他の計５項目を設定したチ

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

ェック欄を用意した。このチェック欄を使用する

はこれらの水源を約 0.5 ㎥の水瓶に混合貯水し、

際は手洗い行動ごとに使用する各種洗浄剤項目

生活用水や飲用水として利用している。この水瓶

について聞き取りし、筆者が印をつける方法とし

貯水を手洗いに使用する際は、約１L 容量の手桶

た。

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

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

全家計支出額に対する水代および洗浄剤への

る地下水を手洗いに使用する際は、一方で他者に

支出状況を把握するため、支出項目として水代、

ポンプを稼働させ、流出する水で手を洗浄する。

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

4. 手洗いおよび水供給設備に関する調査方法

聞き取りの際、各調査世帯の 1 ヶ月 1 世帯当たり

(1) 概要

の各項目への支出額を記録した。なお、カンボジ

2015 年 12 月 10 日から 15 日までの期間で、前

アの主要通貨単位である米ドルとカンボジアの

述の選定世帯を対象に質問票を用いた聞き取り

公定通貨単位であるリエル（１ドル≒約 4000 リ

調査を行った。手洗いおよび水供給設備使用状況

エル）を混合した回答を得たが、本研究では米ド

に関する質問内容は下記に示す。

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

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

5. 水供給設備使用状況、手洗い状況および家

行動ごとの水供給設備使用状況を比較するため、

計支出状況に関する結果

質問票を用いた聞き取り調査を実施した。質問票

（１） 手洗い前行動ごとの水供給設備使用状況

中に縦軸には手洗い行動として農作業、農作業以

水道整備世帯と未整備世帯において、どのよう

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

な行動後にどの水供給設備を使用するかを明ら

その他の計 10 項目を設定し、横軸には水供給設

かにするため、手洗い前行動ごとの水供給設備別

備の種類として水道、手押しポンプ付き井戸、水

使用者割合を表１に示す。水道整備世帯において

瓶、その他の計４項目を設定したチェック欄を用

水道の使用はみられるが、水瓶の使用者割合が圧

意した。このチェック欄を使用する際は、手洗い

倒的に高い。また、未整備世帯では水道整備世帯

行動ごとに使用する各水供給設備項目について

に比べ手押しポンプ付き井戸の使用がみられる

聞き取り、筆者が印をつける方法とした。

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

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

く使用されている。このことから、現状の水道整

洗い前行動の比較に加え、どのような行動後にど

備世帯で水道は利用されてはいるが、未だ伝統的

の種類の洗浄剤を利用するかを把握するため、質

な水瓶の貯水利用が多く水道整備と未整備世帯

問票を用いた聞き取り調査を実施した。質問票中

における手洗い行動の差異はみられなかった。
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表１

手洗い前行動ごとの水供給設備別使用者割合

水道整備世帯（n=19）
水道

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

注１）

利用
(%)

未記入
（%）

手押し
ポンプ
付き井戸
利用
未記入
(%)
（%）

未整備世帯（n=59）

水瓶

その他

利用
（%）

未記入
（%）

利用
(%)

未記入
（%）

手押し
ポンプ
付き井戸
利用
未記入
（%）
（%）

5

95

5

95

63

37

0

-

5

16

84

-

100

79

21

0

-

7

16
16
11
16

84
84
89
84

5
-

95
100
100
100

79
79
47
42

21
21
53
58

0
0
0
0

-

7
5
5
3

5

95

-

100

11

89

0

-

2

37
21
21
21
53
58
89

水瓶

その他

利用
（%）

未記入
（%）

利用
（%）

未記入
（%）

64

0

-

0

-

0
0
0
0

-

2

36
17
17
20
46
49
98

0

-

83
83
80
54
51

16

84

-

100

79

21

0

-

7

21

80

20

0

-

11

89

-

100

37

63

0

-

2

41

-

95

-

100

0

100

0

-

2

59
97

0

5

63
100

0

-

3

「-」はデータ無し

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

液体石鹸
固形石鹸
食器洗剤
洗濯洗剤
その他

利用
21
5
16
21
-

未
記
入
79
95
84
79
100

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

掃除
利用
47
5
16
21
-

手洗い前行動項目
餌付け
動物
接触

料理
未
記
入
53
95
84
79
100

利用
42
5
21
21
-

未
記
入
58
95
79
79
100

利用
11
26
16
-

未
記
入
89
100
74
84
100

利用
11
0
26
16
-

未
記
入
89
100
74
84
100

排泄時
紙類
使用
利用
未
記
入
0
0
0
0
100

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

注１）

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

注２）

「-」はデータ無し

おむつ
取替え
利用
16
16
16
11
-

未
記
入
84
84
84
89
100

その他
利用
-

未
記
入
100
100
100
100
100

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

液体石鹸
固形石鹸
食器洗剤
洗濯洗剤
その他

利用
15
17
17
32
-

未
記
入
85
83
83
68
100

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

掃除
利用
29
27
20
34
-

手洗い前行動項目
餌付け
動物
接触

料理
未
記
入
71
73
80
66
100

利用
25
22
22
31
-

未
記
入
75
78
78
69
100

利用
17
15
14
19
-

未
記
入
83
85
86
81
100

利用
15
17
10
19
-

未
記
入
85
83
90
81
100

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

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

おむつ
取替え
利用
17
12
7
14
-

未
記
入
83
88
93
86
100

その他
利用
-

未
記
入
100
100
100
100
100

注１）
「-」はデータ無し

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

水道整備世帯と未整備世帯の家計支出と水お

類使用後の水瓶使用者割合は排泄時水洗い後に

よび洗浄剤への支出状況を比較するため、各世帯

比べ極端に低かった。これは排泄時に紙類を使用

の項目別支出額を表４に示す。

することで、排泄時水洗いのように直接手指を汚

水道整備世帯は未整備世帯に比べ全家計支出

すことがないことため、手洗いがなされないと推

額が約 0.8 倍と低く、水道整備世帯は未整備世帯

察される。なお、後述の手洗い行動ごとの各種洗

に比べ低所得であった。しかし、これは村の水道

浄剤の使用者割合で、排泄時紙類使用後の各種洗

整備に際し軒先給水管が設置された世帯が元々

浄剤使用者がほぼみられなかったことも同様の

貧しい家庭であったためと予想される。このよう

理由であると考えられる（表２と表３参照）
。

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

果となったが、村の水道整備に際し軒先給水

備世帯に比べわずかに低いものの家計支出に占

管が設置された世帯は元々貧しい家庭であっ

める割合は同程度であり、水道整備の有無に伴う

たためと予想され、水への支出は家計の負担

洗浄剤への支出割合の違いはみられなかった。

となっている可能性がある。

以上のことから、貧しい状況下で軒下給水管が

(5) 以上のことから、現状の農村部では簡易水道

整備された水道整備世帯では水道への支出が家

の整備による水供給設備の使用の変容はみら

計の負担となっている可能性があることと、必ず

れないことと、水道整備世帯では手洗いに用

しも水道整備が洗浄剤への支出に影響を及ぼす

いる洗浄剤品目が適正なものに移行している

とは限らないということがわかった。

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

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

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

100

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

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

(1)

100

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

(3)

設備使用状況、手洗い状況、および水と洗浄剤

(4)

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

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

(6)

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

(7)

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

2. Research objectives

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

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

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

2.

3.
4.

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

3.

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

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

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

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

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

Figure1.

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

Survey area (source: by Google map)

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

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

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

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

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

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

Figure2. Frequency of user to use SNS as for
communication

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

5.3 Finding and Learning

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

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

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

Likewise, while selecting the answers of the
question; Are you using any resourceful
sources/material with the using of SNS? -Q28,
the frequency has been seen with 72% of
respondent have used different sources for
information sharing. This intention can enhance
the finding and learning behaviour of SNS user
95

in terms of learning purpose.

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

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

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

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

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

1. 研究の背景及び本報告のテーマ選定

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

研究の傾向は、環境負荷をライフサイクルで業種

おける原材料・製品製造のための工場建設や、環

毎に捉える等、ミクロなアプローチが一般的にな

境改善ビジネスの一環である最終処分場等の施

りつつある。

設建設に際し、地域住民、関係 NGO が、施設の

筆者は標記の研究において、CO2（気体）のよ

建設に反対する場合がある。新たな投資により建

うに自由に移動せず、最終的に地域単位で比較的

設される施設の環境負荷や既に建設された工場

その量の確認が容易な廃棄物負荷の研究を進め

の環境負荷の蓄積を懸念することから生ずる行

ている。前年度の報告書では、主に研究計画を報

動と考えられる。これらの環境負荷は主に関係二

告した。その後筆者は、固形廃棄物管理指標の一

国間の経済活動の一環としての投資・貿易に起因

つである「廃棄物発生バランス指標（BIWG：

している。

Balance Indicator of Waste Generation）
」を構築

投資・貿易と環境の研究は、1970 年代から海

してきた。BIWG を算出するためには、各国の廃

外を中心に開始され、1990 年代には実証的な研

棄物発生量が必要であり、本年度はこの推定方法

究も盛んになったが、貿易と環境、あるいは、投

にフォーカスして報告する。

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

２．これまでの研究状況

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

（1） 研究計画

物の輸出入に伴って売買されていると仮定した、

研究計画を図 1 に示した。
この研究計画の上 2/3

バーチャルウォーターの概念」を発表した。その

は筆者の研究計画を、下 1/3 は、国際共生社会研

後、環境負荷と水輸出入の議論が盛んになった。

究センターの全体計画の概要を記載している。ま

一歩踏み込んだ研究の一例として、和気洋子他

た、上段の左側の赤い矢印は、現在までの進捗状

（2004）は、産業連関分析とシミュレーションを

況を示している。

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

＝

log(WIBA2 ＋ WIAB2)1/2

×

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

で発生する廃棄物

筆者の研究計画とセンタ－の計画（筆者作成）

WIBA：投資・貿易に関して B 国に起因し A 国
(2) 研究目的

で発生する廃棄物

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

BIWGBA についても逆の関係で定義できる。

るいは進出を予定する日系企業が、できるだけそ

②BIWG の特徴

の国の国情に左右されずに日系企業共同体とし

Ａ国とＢ国間の投資・貿易に関して、Ａ国に起

て、安全・安心に廃棄物（含、リサイクル物）の

因してＢ国に廃棄物を蓄積する度合いを示す無

処理を実施し、環境負荷低減により循環型社会構

次元の相対バランス指標。BIWGBA は逆の関係を

築へ貢献する事業実施の基礎モデルを構築する。

示す。

②今回の研究目的：固形廃棄物管理指標算出の

③BIWGAB の解釈

基礎となる各国の廃棄物発生量推定のための基

正の値で大きい程、Ａ国がＢ国に廃棄物蓄積を

礎的研究を実施する。

依存していることになり、0 で相互の依存度が等

(3) 対象地域

しくなる（ニュートラル）。逆に負の値で小さい

①研究全体の対象地域：日本とタイの関係を中

程、Ｂ国に起因してＡ国に廃棄物を蓄積依存して

心とした、ＡＳＥＡＮ地域及びアフリカ地域。

いることを示す。BIWGBA は逆の関係を示す。

②今回の研究対象地域：日本の例で研究。

④BIWG 算出の課題
BIWG は、BIWG を構成する各要素に基づき算

(4) 研究の内容・方法
①研究全体：研究期間は 3～4 年を想定し、大

出するが、この過程で基礎となる重要な要素は、

きく二区分している。前半は、固形廃棄物排出管

関係各国で発生する産業廃棄物量（工場等で事業

理指標を作成し、貿易・投資における世界各国の

活動に伴って生じた廃棄物）とごみ（その他の一

二国間における相対的な廃棄物発生の依存度を

般廃棄物）である。可能な限り公表されている一

把握する。後半では、この廃棄物の発生依存度を

次統計値を用いて BIWG を算出する。

最小化するための事業運営概念モデルを研究し

しかし、発展途上国では廃棄物発生量の統計が

た後に、タイ等を事例として具体的な事業運営モ

未整備であり、これらの廃棄物発生量を推定する

デルを構築する。この事業の運営に当っては、固

必要がある。廃棄物発生量を推定する方法の一例

形廃棄物管理指標を活用する。

を今回報告する。

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

なって年 1 回「国民経済計算年次推計」を発表し

(1)目的

ており、これらの過去のデータも、長期の統計デ

各種統計値が整備されている日本のデータを

ータとして公表されている（総務省：政府統計の

活用したマクロ廃棄物発生量モデルを作成し、各

総合窓口(e-Stat)参照）。経済活動別の実質 GDP

国のマクロ経済データから廃棄物発生量を推定

データ（2000 年基準）を用いた。使用したデー

する簡便な方法の可能性を検討する。

タの年次は、産業廃棄物とごみの発生量データに

(2)課題

対応している。
(4)日本の廃棄物発生量重回帰モデルの作成

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

①基本的考え方

江子

他(2004)も、主にヨーロッパ各国の総額

GDP は三面等価の原則から、生産・支出・分

GDP と廃棄物発生量の関係式を作成し、将来の

配の三側面から考察することができ、それぞれの

廃棄物発生量を推定した。しかし、ある二ヶ国が

データを使用することができる。第 3 章の(2)節で

同じ総額の GDP を示したとしても、産業構造が

記載した課題のような事前の産業構造に応じた

異なれば廃棄物の発生量は変化してくると予想

グルーピング等を避けるため、生産側面から経済

される。この不具合を避けるため、吉澤佐江子

活動別に算出した GDP を使用し重回帰モデルを

他(2004）は関係式を求めるに当って、各国をグ

作成する。経済活動別に細分された GDP を用い

ルーピング（基準は明確ではないが産業構造を反

ると、それぞれの値が産業構造を直接示している

映したグルーピングと思われる）した後に、グル

ので自動的に産業構造を加味したモデルを作成

ープ毎の関係式を作成している。

することができる。
重回帰式は、①式のとおりであり、目的変数を

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

廃棄物発生量、説明変数を経済活動別の GDP（12

また、解析方法も複雑になってくる。当研究で対

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

象としているような発展途上国において適用す

計算は、Microsoft Excel 2010 を使用した。

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

表 1 記号と添え字の意味（筆者作成）

推定における産業構造の特殊性クリアできる簡

記号

便な方法を日本のデータを用いて検討する。

��

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

味

単位

廃棄物発生量(目的変数)

千 ton/年度

���

経 済 活 動 別 実 質 GDP( 説 明 変

十億円/年

���

偏回帰係数

��

棄物の排出及び処理状況等について」として公表

意

数)(2000 年基準)

回帰定数

m

1：産業廃棄物、2：ごみ(一般廃棄物)

n

1：農林水産、2：鉱、3：製造、4：建設、5：電気・

ータとして公表されている（総務省：政府統計の

ガス・水道、6：卸・小売、7：金融・保険、8：不

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

動産、9：運輸・通信、10：ｻｰﾋﾞｽ、11：政府ｻｰﾋﾞｽ、

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

12：対家計民間非営利ｻｰﾋﾞｽ

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

前 者は 日本の 先進 国性を 表現 する基 礎と なる

①重回帰式

GDP であり、両廃棄物の基礎発生量を担ってい

産業廃棄物発生量の重回帰式は②式、ごみ発生

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

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

ると廃棄物の発生量も抑制されてくる。

+4.451×（金融・保険業 GDP）－0.385

②式の産業廃棄物発生量は、製造業 GDP が正

×（サービス業 GDP）+198673・・・②

で、工場等に特化して廃棄物が発生することを示

（ごみ発生量）=－0.0751×（製造業 GDP）

している。③式のごみ発生量は、製造業 GDP が

+0.630×（金融・保険業 GDP）－0.048

負で、ごみが工場等そのものから発生するもので

×（サービス業 GDP）+44021・・・③

はなく、製品の消費により発生するものであるこ
とを示していると考えられる。

②重回帰式の信頼性
重回帰式の信頼性に関する係数等を表 2 に纏めた。

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

表 2 重回帰分析結果の信頼性（筆者作成）

GDP と廃棄物発生量のよい重回帰モデルが得ら

項目

産業廃棄物

一般廃棄物

れた。この手法を用いて産業構造の多様性がある

観測値

21

29

ヨーロッパ各国やデータが整備されている発展

0.95

0.91

補正 R2

途上国等でモデルを作成し、手法の検証を図る。

偏回帰係

大きい順に、金融・保険、 大きい順に、金融・保険、

数の|t|値

製造、ｻｰﾋﾞｽ

製造、ｻｰﾋﾞｽ

偏回帰係

ｻｰﾋﾞｽの 0.062 を除け

ｻｰﾋﾞｽの 0.063 を除け

数の P 値

ば、0.05 未満

ば、0.05 未満

般式の改良を進める（シンプルな式の作成）と共

多重共線

事前の説明変数間相関

事前の説明変数間相関

に、事業運営モデルの構築を開始する。また、今

性

係数検討で 3 変数選択

係数検討で 3 変数選択

回報告した日本の重回帰モデルを他国へ展開し、

４．今後の計画
固形廃棄物管理指標の一つである BIWG の一

妥当な廃棄物発生量の推定方法を把握する。

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

参考文献

近似されたモデルになっている。|t|の値から目

1) J. Anthony Allan” Water Stress and Global

的変数に与える影響の大きい説明変数の順番は、

Mitigation:

Water,

Food

and
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金融・保険業、製造業、ｻｰﾋﾞｽ業である。P 値はサ
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リアしている。多重共線性を避けるため、事前に
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説明変数間の相関係数を検討し説明変数として、

商学研究」
、46 巻、6 号、p29-48．
3) 吉澤佐江子、田中勝、Ashok V. Shekdar(2004)．世界
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の 3 変数を選択した。

回廃棄物学会研究発表会（2004）
、講演論文集、pp38-40．

(6)考察

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

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

リサーチアシスタント

大学院国際地域学研究科

博士後期課程
森 晶子

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

1.

うみだし持続可能性を見出している村落１村の

背景
軍事政権に終止符をうち 2012 年に民主化へと

データを用いたケーススタディの結果を報告す
る。

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

2.

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

研究目的・手法

全な飲料水と基礎的衛生設備の利用が一要素と

上述した背景の中、同地域は、給水施設の維持

して影響与える 5 才未満児死亡率は、72 人（1,000

管理の責任を有する水管理委員会の設立ガイド

2)。ミャンマーの村落部で持続

ラインの整備や施設の減価償却を考慮した料金

的に衛生的な水を確保することは、持続可能な開

設定ガイドラインの整備が求められている 6）。そ

発目標（SDGs）達成のために必要な急務の課題の

の一助とするべく深井戸を適切に維持管理し持

一つである。

続可能性を見出している村落の実態を明らかに

人につき）である

研究対象地域であるミャンマー中央乾燥地域

し、村落給水が与える開発効果と財務面からみた

は、ミャンマー政府が村落給水状況の改善に優先

持続可能性について考察する。

課題と位置づけており、「全村落に最低１箇所の

筆者らは、文献、BAJ の資料をもとに検証をすす

給水源を開発すること」を目標とする「村落給水

め、ナパリン村での聞き取り調査を行い同村の開

10 か年計画」
（2000－2001 から 2010－2011）を策

発状況を解明するとともに、同村の給水管理委員

定した 3）。一方で、80 年代に供与のあった井戸が

会がまとめる会計帳簿 2002 年から 2014 年まで

、毎年、既存井戸の 5％程度

を分析した。尚、ここでは現在価値法を考慮しな

寿命を迎えており

4）

が老朽化のため使用不可能になっている 5）。

い。

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

3.

あり先行研究や論文が限定的である。筆者らが所

(1) ミャンマー中央乾燥地域概要

ナパリン村におけるケーススタディ

属する特定非営利活動法人ブリッジ エーシア

ミャンマーの中央に位置する中央乾燥地（マ

ジャパン(以下、BAJ)が 1999 年よりミャンマー

ンダレー地域，マグウェイ地域及びザガイン地

中央乾燥地域にて実施する村落給水事業に注目

域）では，ミャンマー総人口の約30％（1,538万

し、深井戸を適切に維持管理し村落に開発効果を

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

同村は当該地域では比較的、大きな村落で井戸

ートルと少なく，5月～10月の雨期に不均等に集

の水量・水質ともに良好であることが特徴として

中しており，ミャンマーの中で最も暑く乾燥し

挙げられる。

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

表 1：ナパリン村の世帯数・家畜数の変化

なると水源の枯渇・水質悪化により使用できな

（出典：村からのデータに基づき筆者作成）

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

2001年
398
1,990
300
200
300

世帯数
人口（人）
牝牛（頭）
雄牛（頭）
ヤギ（頭）

2014年
417
2,112
400
160
400

な水供給を促進するため，
「村落給水整備10か年

牝牛の用途は、水運搬と繁殖である。雄牛の用

計画」
（2000～2010年），
「村落給水整備5か年計

途は、水運搬と農作業である。水運搬目的の牛

画」（2011～2016年）に基づき水源開発を実施し

利用頻度が減ることが雄牛頭数の減少原因と考

ており，2015年3月時点で，中央乾燥地にある全

えられる。ヤギは繁殖させ生計向上目的に集約

16,341村落のうち14,630村落については，各村落

飼育されている。繁殖と販売を繰り返すため頭

に，安全で安定的な生活用水を供給できる給水

数は一定ではないが増加傾向にある。

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

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

場所

片道距離（Km)

1 村の中のため池（2か所） 北部・南部

図1：ミャンマー中央乾燥地マンダレー地域ニャンウ

2 パイプライン（河川）

幹線道路沿い

ー 郡 （ 出 典 ： Myanmar Information Management Unit

3 小規模ダム

山沿い

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

取水可能時期
７月～10月
年間可能（但し不定期）
12月～6月

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

(4) 機会費用減少の算出
(2) ナパリン村基礎データ

井戸ができる前は、同村の村落住民は村の中

同村は幹線道路から 1 km ほど中に入った場所

のため池に水がある時はため池の水を使用し、

にあり、町へのアクセスが良い村である。同村は、

ため池の水が枯れた場合は時間をかけて山沿い

2001 年に UNICEF（国際連合児童基金）によっ

の小規模ダムまで水汲みに行っていた。

て井戸掘削がされ、BAJ がポンプ供与し貯水タン

井戸ができた後は、村の中で待機時間も含めて 10

クは村人自身で建設し 2001 年 12 月より井戸が

分で水汲みが可能になった。裕福層（牛車使用）

使用され始めた。

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

の隣に貯水タンクが設置され効率的に給水活動

(1) を使用して図 2 に示した。但し、ここでは、

ができるように工夫されている。同村には、

井戸が完成する前に不定期に給水されていたパ

11,500ℓ容量の貯水タンクが設置されている。

イプラインの使用は考慮しない。雨季にため池か

井戸水の売上げから、その時の燃料代や水販

ら水汲みすることは、井戸ができる前後で変らな

売人への給与が支払われた。この地域の特徴と

いことから、乾季（年間井戸稼働日）の機会費用

して、井戸ができても年間を通しては使用され

の減少を算出した。

ない。雨季の間に雨水をためたため池に水があ

表2を根拠に乾季に裕福層は2時間、貧困層は

る場合は、無料であるため池の水が生活用水と

1.5時間、それぞれ1回の水汲みに時間がかかって

して使用される。ため池の水が枯れる時期や期

いたが村内に井戸が完成してから両層も0.17時間

間は、その年の気候や雨量によって様々であ

で1回の水汲みが可能になった。井戸が完成した

る。同村の記録によると年間の内、半年からほ

後は、j≧1のときw=7で、井戸完成前は、j=0のと

ぼ1年間、井戸を稼働している。
水管理委員会の役割の一つに井戸水売上金の

きw=6となる。

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

井戸稼働時間 井戸稼働日数

井戸水売上額

（時間/年間） (日/年間）

（MMK/年間） (MMK/年間）

累計残高

図 2：井戸完成後の裕福層と貧困層の機会費用の

2002

538

240

627,086

360,000

減少（出典：筆者作成）

2003

344

240

786,400

177,250

537,250

2004

435

270

1,142,208

700,575

1,465,825

通貨：1円＝12.2Ks（2016年9月22日）

2005

624

300

1,436,071

691,820

2,157,645

注1）
：日当額は村人への聞き取り情報

2006

421

180

2,096,752

602,855

2,760,500

2007

743

300

3,673,950

1,646,360

4,406,860

2008

700

300

3,707,843

2,163,620

7,270,480

2009

1,117

360

5,776,971

3,927,745

11,310,725

井戸完成後から13年間にわたる世帯当たり機会

360,000

2010

977

330

3,830,965

2,514,515

14,100,240

費用の減少は裕福層で28,000円相当、貧困層で

2011

607

360

3,208,396

1,535,500

15,899,840

2012

877

360

4,482,896

2,823,960

19,023,800

170,000円相当となった。裕福層より貧困層に大

2013

1,033

360

4,703,198

3,331,730

23,104,530

2014

2,021

360

10,299,029

-3,357,340

2 0 ,2 3 2 ,6 9 0

きく裨益していることがわかった。

通貨：1円＝12.2Ks（2016年9月22日）

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

掘削がありそのために必要な井戸掘りのために

村落給水事業が開始すると水管理委員会が設

同村の井戸水が販売された。従って、井戸稼働

置され、井戸が完成するとその維持管理、委員

時間や井戸水売り上げが突出して伸びている

会の運営を行った。特に、井戸使用開始当時か

（表3）。井戸水売上額を使用して村落電化を行

ら村に住む一人のビジネスマンがセクレタリ

ったため年間収支額はマイナスとなっている

ー、エンジン操作者、会計係を兼務し中心的な

（表3）。他用支出の内訳は、表4 に示す。

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

によると 380 万円相当の井戸水売り上げをう

出内訳（出典：村からのデータに基づき筆者作成）

みだし、これまで 200 万円相当の支出してき

内容
1

た。うち井戸修繕に関する支出は 10％にあた

金額（Ks）

小学校関連（土地・校舎建

る。残りの 180 万円相当の積立金は、村落に

11,686,320

必要な教育や社会開発目的、小学校建設、ク

設費など）
2

その他＊

1,652,481

リニックで使用する薬代、植林活動、井戸完

3

電化（仮払い）＊＊

8,500,000

成 10 周年記念式典費用、
電化に投資された。

合計



21,838,801

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

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

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


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

(6) 井戸建設費回収可能時期

の要因について、今後の研究継続が求められ

表 3 によると同村は 2014 年末の時点で

る。

20,232,690Ks(約 168 万円)が手元にあることにな

引用文献

る。2014 年は、表 4 の No3 にある電化（仮払
い）については、既に村落内の電化が終了し全
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能性を見出している村落の実態を明らかにし、村
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同村の 2002 年から 2014 年までの会計帳簿
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Ⅱ．持続可能なビジネス

１．活動概要
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持続可能なビジネスチーム活動概要
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）

准教授

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

藤稿

亜矢子

1. 序論
「持続可能性(Sustainability)」という言葉は、大きく分けると 1)将来世代へもこの地球（およびその
資源）を受け渡していくという意味での持続可能性、と 2) 現在世代における不公平を失くし、すべて
の国、地域、そしてその人々が地球からの恩恵を等しく享受できるようにするという意味での持続可能
性という意味が内包される。1) は主に、気候変動や生物多様性の損失といった全球的な環境問題への対
応が焦点であり、2) は、先進国による途上国の資源搾取を代表とする、現世代での南北格差問題がその
対象である。そもそも 1) と 2) は密接に関連しており、双方を同時に解決していかなければ真の意味で
の持続可能性は担保されない。このような背景から、
「持続可能なビジネスチーム」は、各研究員がそれ
ぞれの専門分野の視点から、前述の 1）
、2)の持続可能性を担保できるようなビジネスにつながる理論と
実践論の探求を行っている。
テーマコーディネーターの藤稿は、自然保護、環境保全と地域コミュニティの発展という視点から、
それらが急務となっている地域でのフィールド調査を行ってきた。カンボジアでは、生活のための森林
伐採が進む村落において、コミュニティが代替産業として森林保全と観光を両立する Communitybased ecotourism について調査を実施し、こうした観光形態による効果と課題を明らかにした。また、
世界自然遺産を有するパラオにおいては、希少な自然資源であり観光資源でもあるサンゴ礁の一群にお
いて、急増する観光客の負荷が高まっていることから、このような保護区における持続可能な観光形態
を成立させるための観光環境容量（Tourism Carrying Capacity）の設定をめざし、そのフレームワー
クの導入を現地政府と開始した。
島川研究員は、観光産業と倫理という視点から、モルディブにおけるサステナブルツーリズムの現状
と課題についての探求を昨年度から継続して実施している。また、マドリッドに本部を置く国連世界観
光機関(UNWTO)を訪問し、同機関におけるサステナブルツーリズムの考え方や、観光倫理についての
インタビュー調査と意見交換を行い、2017 年の国連持続可能な観光と開発年に向けて日本の産業界へ
の提言をまとめている。
徳江研究員は、ホスピタリティという視点から、小規模で、その土地ならではの魅力を訴求した施設
構成を採用して成功している企業の調査を実施した。日本国内の事例調査からは、その土地にしかない
自然と食材を楽しみ、その土地の人々と触れ合うことが、世界的に見ても重要な観光資源となるという
ことを示し、地方における持続可能な観光の可能性を示唆した。また、スリランカでは、海や山といっ
た自然観光資源を活かしたリゾートの他に、特産物であるお茶や世界遺産にもなっている人文観光資源
をうまくテーマとして取り込んだリゾートが急増していることを明らかにした。
金研究員は観光と地域振興という視点から、広い範囲の地域資源・特性を活用して地域活性化推進に
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取り組むことができるニューツーリズムを研究対象とし、観光立国推進計画として 2007 年〜2009 年の
間に「ニューツーリズム創出・流通促進事業」として実施された国内 143 件の実証事業に注目した。そ
の中で、九州オルレ1の八女コースを現地調査対象地として取り上げ、持続可能なニューツーリズムの開
発手法について考察および整理を行った。結果、観光客が地域の観光名所や地場産業に触れ、地域の所
得創出ができること、自然と生態系の破壊や無分別な開発を防ぐルート設定に地域住民が大きく関わっ
ていたことが分かった。地域住民の自発的な関わりは、オルレという観光資源の維持と、またそれによ
る観光産業の促進において持続可能性を担保するものである。
堀研究員は、詳細かつ膨大な歴史的文献の調査と分析を通して、東洋大学の創立者である井上円了が
唱えた観光立国論について整理し、その今日的意義を考察した。その結果、円了は、明治 21～23(1890)
すわり

年に、政教社発行の雑誌『日本人』において、
「欧米周遊日記」
「 坐 ながら国を富ますの秘法」
「強兵策」
「旅店改良案」と題する一連の論稿を寄せ、外国人旅行者を積極的に誘致し、国を豊かにする方策、す
なわち現代におけるインバウンドによる経済発展に既に言及していたことが認められた。また、注目す
べき点として、観光政策の推進に際し、自然景観や文化財の保護にも十分留意すべきと述べていること
があり、円了の観光立国論は、すでに持続可能性（サステナビリティ）にも言及していたことがわかっ
た。当時にあっては異色ともいうべき政策提言も、その論拠は、いずれも円了本人の欧米各国の実地見
聞に基づくもので、決して奇想天外な机上の空論ではなかったことを明らかにしている。
このように、個別にそれぞれの専門分野において研究活動を行ったほか、堀、藤稿、島川、徳江研究
員は他大学との共同出版である書籍「観光交通ビジネス論」にそれぞれ寄稿した。本書は、大学の講義
で使用できるもの、あるいは政策決定者や現場における実践者が、テキストとして参照できることを目
指したものである。
（2017 年３月出版予定）
また、２月には、カンボジア観光省から観光計画担当官を招聘し、「Sustainable Development and
Tourism: Cases in Cambodia」というミニワークショップを実施した。カンボジアは、国の発展を目指
した国策において観光を最重要産業のひとつと位置づけており、UNWTO の太平洋・アジア支局からも、
サステナブルツーリズムやレスポンサブルツーリズムの実践現場として注目される国であることから、
持続可能な開発と観光についての活発な議論が行われた。

＜写真＞観光業に関わるカンボジアの孤児

＜写真＞モルディブのビーチツーリズム

1

オルレとは、韓国済州島の方言で「大通りから家につながる細い路地」を意味し、平成 19（2007）年から済州島の
海岸沿いなどの自然や地域文化に触れながら歩けるように整備されたトレッキングコースのことである。現在は済州島
を一周できる 26 コースがあり、九州ではこの考え方を導入して観光資源とする試みが実施されている。

110

２．研究報告

平成 28 年度国際共生社会研究センター 研究概要

ニューツーリズムの開発手法に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

国際地域学部

助教

金

承珠

The Development of New Tourism
1. 序論
近年、広い範囲の地域資源・特性を活用して

Oliver(1980) の 期 待 不 一 致 理 論 及 び IPA

地域活性化推進に取り組むことができるニュー

（Importance–performance analysis）を用いて

ツーリズムが注目されており、観光庁は観光立国

分析を実施し、九州オルレの八女コースによる地

推進計画として平成 19（2007）年から平成 21

域活性化の可能性について考察することを目的

（2009）年の 3 年間「ニューツーリズム創出・流

としている。

通促進事業」を実施し、全国で 143 件の実証事業
（１）九州オルレについて

を採択し、地域独自の資源を活かした新たな旅行

九州では平成 23（2011）年、東日本大震災や円

商品の創出・流出に国をあげた政策や様々な取り

高などの影響により外国からの旅行者が激減し

組みが行われている。
研究員は、地域資源や特性を活かした持続可能

たことをきっかけに九州観光推進機構は地域振

なニューツーリズムの開発手法について考察お

興や外国観光客の誘致、特に九州を訪れる外国人

よび整理を行うことを目的とし、九州オルレの八

の約 60％を占めている韓国人観光客に対する誘

女コースを現地調査対象地として取り上げ、「持

客を促進する取り組みとして平成 23（2011）年 8

続可能なビジネス」の観点から持続可能な観光地

月に（社）済州オルレと業務連携を締結し、
「九州

づくりの方向性について考察した。

オルレ」というブランドを立ち上げた。社団法人
済州オルレと業務協定を結んだことによって「オ
ルレ」ブランドの使用許可を得たことをはじめ、

2．調査対象地域及び調査方法について
研究員は九州オルレについて文献調査を進め

「九州オルレ」のコース開発及び認定審査、済州

ると共に、平成 27（2015）年 11 月 29 日には九

オルレと同様のコース標識の適用可能、運営に関

州オルレ八女コースにおいて参加者を対象に八

する持続的なコンサルティング提供を受けるこ

女コースの満足度や再訪問意図等に関するアン

とができる。また、九州オルレは基本的に済州オ

ケート調査を行った。持続的な地域活性化を考え

ルレの考え方を尊重しながら九州の環境等を活

る上で観光客の満足度向上はもちろん、再訪問や

かしたコースづくりを行い、平成 24（2012）年 2

周辺の人に紹介する意図すなわち、ロイヤルティ

月に１次コースとして佐賀県の武雄コースを含

を高めて行くこと必要があると考え九州オルレ

む 4 つのコースをオープンして以来、平成 27

の八女コース一周年イベントの参加者を対象に

（2015）年に第 5 次「九州オルレコース」募集が

八女コースの満足度や再訪問意図等に関するア

行われた。

ンケート調査を実施した。そして、観光客誘致や
地域活性化など観光地マネジメントの視点から
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本研究では平成 27（2015）年 11 月 29 日にオ
ープン 1 周年イベントを実施したイベント参加
者の 150 名を対象に八女コース参加者を対象に
参加者属性。満足度、再訪問意図、八女コース
における消費活動などに関するアンケート調査
を実施した。アンケート調査表は参加者に配布
し、郵送にて回収し得られた有効回答は 62 票で
あった。
表１ アンケート調査概要

調査対象地 福岡県八女市 九州オルレ八女コース

図 1． 九州オルレコース

調査対象者 八女コース1周年イベント参加者 （2015年11月29日）

（出所：九州オルレホームページ）

質問項目
（２）八女コースについて
福 岡 県 八 女 市 に あ る 八 女 コ ー ス は 平 成 26

観光客の属性（居住地、年齢、性別）、観光行動（観光形態、頻
度、情報源、利用施設、消費活動）、期待値（行動別期待値）、
満足度（行動別・総合満足度）、再訪問意向、紹介意向

有効回答数 62件

（2014）年、九州オルレの第 4 次コースとして認

（出所：著者作成）

定された。八女コースは八女市の体表的な観光資

（１）観光客の特性

源である八女中央大茶園をはじめ、童男山古墳、

まず、八女コースを訪れた観光客は女性（69.4

丸山塚古墳など八女市の自然や文化に触れなが

％）が多く、年齢は 50 代（24.2%）
、60 代（38.7％）

ら歩くことができるようにハイキングコースを

が半分以上を占めていた。また、居住地は九州が

設定している。さらに、八女コースもコース周辺

98.4％、山口県が 1,6％（1 名）であり、九州から

のレストランや喫茶店で食事や休みをとったり、

は福岡県 86.8％、熊本県 4.9％、長崎県 3.2％、佐

地域の特産品やお土産のお店を利用できるよう

賀県 3.2％、大分県 1.6％と福岡県内からの観光客

なコースになっている。

が 中心 であっ た。 そして 、日 帰りの 観光 客が
96.8％であり、宿泊を伴う観光客はわずか 2 回目
以上の再訪問者は 33.9％に過ぎなかったが、5 回
目から 9 回目の再訪問者は 6.5％と 2 回目の訪問
者 16.4％の次に多かった。旅行形態は個人旅行
51.6 ％ 、 パ ッ ケ ー ジ ツ ア ー 17.7 ％ 、 団 体 旅 行
14.5％の順であった。八女コースは全長 11km の
距離を約 3～4 時間で完歩できるように設定され
ている。今回のイベントに参加した観光客にコー
スを歩く途中、周辺のレストラン利用やお土産購
入有無に関する質問ではレストランを利用した
人は 11.3％と少なかった。レストランを利用して

図 2． 八女コース
（出所：八女市ホームページ）

ない理由としては「イベントでたご汁などが提供
されたから」、
「パッケージに弁当が含まれていた

３．八女コースにおける観光客の満足度や再訪

から」との理由が多かった。しかし、お土産を購

問意図等に関するアンケート調査結果

入したと答えた人が 53.2％であり、観光客の消費
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表 4 八女コース観光客における期待度と満足度

が地元には還元できていると言える。

の比較

（２）観光客の満足度とロイヤルティ
八女コースを訪れた観光客の八女コースの経
験・体験の結果である総合満足度、再訪問意図、
周囲に紹介する意図いわゆるロイヤルティにつ
いて 5 段階で評価した。
観光客の総合満足度は 93.5％、再訪問意図がある
いと答えた人は 75.8％、周囲に八女コースを紹介
する意図がある人は 88.7％と 3 つの項目は高い
割合を占めていた。
表３

八女コース観光客の総合満足度及びロイ

ヤルティ（単位：％）

（出所：アンケート調査分析により著者作成）

観光地において訪問客の満足度が高いことは

（出所：著者作成）

リピーター確保など地域活性化に繋がる重要な

また、研究では現在八女コースの観光客の

要因であると言えるだろう。そのため、持続的

現状を把握した上で、IPA 分析を行うことで

な地域活性化を図って行くためにも観光客の満

今後の八女コースにおける観光開発やマネジ

足度向上はもちろん、再訪問や周辺の人に紹介

メントの課題を把握した。

する意図すなわち、ロイヤルティを高めて行く

表４

必要がある。

八女コースにおける観光客の
IPA 分析

近年、観光客が事前に抱えていた期待と体験
の相互作用が観光満足度に与える影響に関する
研究に良く用いたれている Oliver（1980）が提
唱した「期待不一致モデル（expectation disconfirmation model）」を用いて、八女コース
を訪れた観光客の評価を行った。その結果が表
４であり、
「アクセス方法」のみ、負の不確認
（不満）が生じていること、他の項目に関して
は期待度と満足度の間には正の不確認、つまり

・期待度（Y 軸）平均：3.79

ほぼ全ての項目に満足しているのにも関わら

・満足度（X 軸）平均：3.97

ず、それが訪問者自身の再訪問意図につながっ
ていると言い難いということが分かった。
出所）著者作成
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IPA 分析結果、現在のコース合理性、周辺
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を対象に地域特産品をお土産として配るなど地
元 PR 活動も行われていた。しかし、今回の観光
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専修大学 商学論集、
第 88 号、

客の消費やニーズに関する調査では八女コース
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は県内からの観光客が多く、殆どが日帰り客であ
り、コース周辺のレストランを利用する観光客は
お土産を購入する観光客は少ないことや観光客
の八女コース観光に関する総合満足度は高いも
ののそれが再訪問意図、他人への紹介意図、いわ
ゆるロイヤリティには繋がってないことが分か
った。そのため、八女コースを活かした持続的な
観光地づくりを実現していくためには本調査で
明らかになった課題を解決していく必要がある
といえる。
なお、今後の研究課題として九州オルレの事例
をはじめ、持続的可能な観光地づくりにおける地
域住民（地域コミュニティ）の役割について研究
を進めていきたい。
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Methodological discussion on tourism carrying capacity
1. Introduction

economy, society, culture) into the equation led to
doubts about whether or not it could be determined as

It has been long since the term “carrying capacity
(CC)” was introduced in tourism fields. The term has

a fixed value (Diedrich et al., 2011).

originally received wide use in wildlife and range

there are a number of management options for

management where it can be generally defined as

recreation and tourism besides simply limiting visitor

the number of animals of any one species that can

use which include environmental education, zoning,

be maintained in a given habitat (Dasmann 1964),

enforcement, and technological innovation. Thus, now

and the principle of carrying capacity is also reflected

a days tourism carrying capacity (TCC) is more and

in the historical concept of sustained yield in forestry.

more regarded as a managerial tool not as a single

According to Manning (2007), the first application of

magic number (Manning and Lawson, 2003; Diedrich

the term into the management of parks and related

et al., 2011).

Furthermore,

protected areas was in the middle of 1930’s by

As TCC concept is prerequisite for practical

National Park Service in USA. He mentioned that

planning and management of sustainable tourism, this

even the author of the original conceptual analysis

research aims to give a methodological discussion on

with CC had worried that borrowing the term from

TCC based on the literature review in order to provide

range and wildlife management may not have been a

a useful framework for introducing this concept

wise choice, as the term from ecology tends to divert

correctly into actual research in tourism fields. Then,

attention from the equally important experiential and

the developed framework and methodology are

managerial concerns that must be a part of CC as

expected to apply in the filed works in Palau, the

applied to parks and outdoor recreation. Additionally,

world natural heritage.

since substantial studies have applied the term and its
concept differently, appropriate uses of this term in

2. Tentative results

tourism fields have been still in discussion. Early

2-1. TCC context and framework

studies tended to apply the concept as a fixed number

A wide range of literature survey revealed that there

and were primarily linked to ecological and biological

are

variables. However, when attempts were made to

applications by following different contexts such as:

apply the concept in the social science discipline, the

TCC in a tourism destination as a whole, and that in a

complexity and uncertainty resulting from the

rather specific recreational area such as parks or

introduction of human systems (i.e. institutions,

protected areas.
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two

representative

TCC

definitions

and

The former is represented by the

definition of WTO as “the maximum number of

shown in Figure 1. Each dimension can be briefly

people that can simultaneously visit a tourist

explained as follows:

destination without causing damage to the natural,

-Resource dimension

economic and socio-cultural environment, as well as

The ecological characteristics of the natural resource

an inadmissible negation of quality and guest

base of parks and related areas help determine the

satisfaction” (WTO, 1981). In this context, TCC

degree of change in the environment that results from

includes, for example, how many people can stay in

recreation use. Some resource bases are inherently

hotels per night and how many flights and people can

more

be accepted in an airport per day in a targeted tourism

characteristics should be studied and may become

destination. In this case, it is not very difficult to

important

calculate the number of people and additionally, guest

objectives/desired conditions and associated indicators

satisfaction is also possible to measure. However,

and standards.

following WTO’s definition, there is a critical point as

-Experiential dimension

“without causing damage to the natural, economic

The needs and wants of society are important in

and socio-cultural environment”. If reminding it,

determining appropriate park and outdoor recreation

tourism destination’s TCC should also includes

opportunities. Studies of visitors to parks and outdoor

environmental, social, and economic factors: e.g.

recreation areas may suggest appropriate types and

quantity and quality of water resources; limit of waste

levels of outdoor recreation use and associated

management; acceptable range of noise; transition of

resource, social, and managerial impacts. Such studies

crime rates and changes of local economy. Coccossis

should be incorporated in to carrying capacity analysis

and Mexa (2002) explained that it should be needed

and management.

three kinds of indicators for TCC measurement as

-Managerial dimension

below:

Legal directives, agency mission statements, and other

1. Physical-ecological indicators

policy related guidelines may suggest appropriate

2. Socio-demographic indicators

management objectives/desired conditions and related

3. Political -economic indicators

indicators

These three indicators reflect directly what TCC needs

personnel, and other management resources may also

to include. To think about this complexity, it is almost

suggest the types and levels of park and recreation use

impossible to propose any single number as TCC;

that are feasible.

fragile

than

guides

and

in

others.

These

formulating

standards.

resource

management

Moreover,

financial,

therefore what is realistic and more important is to
combine different kinds of results and use them as a
management tool of tourism destination. This is
actually what TCC means.
The other context is TCC in specific recreational
areas as explained above, which is more related how
keep the balance between conservation and tourists
activities. The TCC methodology in this context,
which has been particularly developed in USA,

Fig.1 Three dimensions of TCC

proposes three important dimensions in the concept as

Source: Manning (2007); Parks and Benefits (2001)
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In this context, not only the environmental resources

of LAC is applied in the field research. The whole

of the area affected, but also the quality of the

process of the framework is as below (Manning ,

recreation experience should be considered equally.

2007; Parkes and Benefits, 2001; Diedrich et al.,

Therefore, the balance between the flow and behavior

2011):

of visitors and the protection goals is in principle

① The establishment of management objectives /

related to the work on TCC of the protected area or

desired conditions. Management objectives are broad,

parts of it (Parks and Benefits, 2011). How many

narrative statements defining the type and quality of

people and what kind of recreational activities can be

park (protected area) conditions to be maintained;

accepted before the landscape and natural resources in

② The identification of associated indicators that

the targeted area are destructed? To think about three

describe resource and social conditions. Indicators are

dimensions shown in Figure 1, there is no simple and

quantifiable proxies or measures of management

stable answer that are closely linked both to the

objective;

concerned nature system, the related social system and

③ The establishment of measurable standards for

the mediating management system that has to ensure

maintaining those conditions (i.e. the minimum

the sustainable functionality of the protected area

acceptable value for indicators of quality), connected

(Parks

to

and

Benefits,

2011).

Furthermore,

the

environment is dynamic and varied as both natural

④The establishment of a stable monitoring system

and human ecosystems are characterized by change

monitoring a collection of indicator variables, and

and adaptation, and additionally, the ecological

finally;

capacities are difficult to define (Coccossis and Mexa,

⑤ To apply management practices to ensure that

2004). Because of such difficulties, the framework of

standards

“Limits of Acceptable Change (LAC)” has attracted

maintained.

for

the

monitoring

indicators

are

more and more attention in this context. The process
2-2. Participation of stakeholders

requires the definition of acceptable social and
environmental conditions in the management area and

Two representative TCC contexts are explained

the prescription of measures to monitor and protect

above, but the most important process in any case is

these conditions (Diedrich et al, 2011). The acceptable

the participation of all the stakeholders. Manning

conditions that are defined in this process are called as

(2007) mentioned that TCC must be addressed

“standards” and setting appropriate and measurable

through social action- “ mutual concern, mutually

standards are crucial as the first step. In a recreation

agreed upon”, which is often neglected during the

context, a number of authors claim that LAC process

measurement of TCC. As explained in the former

can be converted from conceptual to operational more

chapter, TCC is not a single, magic number but a

easily than TCC concept itself (McCool and Lime,

“management tool” of negative effect from tourism;

2001; Ahn et al, 2002; Buckley 1999; Diedrich et al.

and for this reason, it should be dynamic and cyclical

2011). The LAC framework is actively introduced in

and it is related to all the stakeholders. The process is

national parks in USA or in protected areas in EU.

thus intended to be collaborative and achieve

Since the author aim to target especially sensitive

compromises, with resulting decisions being based on

natural areas in the research in order to develop theory

the amount of change that is acceptable to a variety of

and practices for sustainable tourism, the framework

stakeholders (Diedrich et al. 2011). Both natural and
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pp705-708

socio-economic environment are always changing and
accordingly, TCC is also changeable which should be

Coccossis, H and Mexa, A (2002): Defining,

defined and controlled by stakeholders through

measuring and evaluating Carrying Capacity in

adaptive management.

European tourism destination. The Environmental
Planning Laboratory, the University of the Aegean

As just described, measurement of TCC is not

Dasman, R. (1964): Wildlife Biology. New York. John

setting limits but 1) defining acceptable change and

Wiley & Sons.

continuing monitoring based on scientific research

Diedrich, A., Huguet, P.B., and Subirana, J.T. (2011):

methods; and 2) promoting participatory approaches.
The collateral benefits from this process are sharing

Methodology

for

applying

the standards and goals in a targeted area among all

Acceptable Change process to the management of

the stakeholders. There are still negative discussions

recreational boating in the Balearic Islands, Spain,

on TCC concept because of its difficulties to define

Western

and measure; however, if we focus on the benefits of

Management, vol.54, pp341-351

Mediterranean.

the

Ocean

Limits

&

of

Coastal

collaborative and participatory approach, it is highly

McCool, S.F., and Lime, D.W. (2001): Tourism

expected to contribute to conservation activities in a

carrying capacity: tempting fantasy or useful

tourism destination and in a protected area.

reality?

Journal

of

Sustainable

Tourism

9,

pp372-388

3. Future plans

Manning, R. E. (2007): Parks and Carrying Capacity:
Commons

In addition to the research on the framework of

without

tragedy,

Island

Press,

Washington, USA

TCC in different contexts as explained here, the
comparative studies of methodologies to measure

Manning, R., and Lawson, R. (2003): Carrying

TCC was already done in this year. Beside these

capacity as “informed judgment”: the values of

conceptual works, pre-research in the actual field was

science and the science of values. In: Papers

already conducted in Rock islands in Palau, the World

Presented at a Special Session of the George

Natural Heritage. The author will select and decide the

Wright Society Biennial Conference: Protecting

indicators and methods to use for building TCC

our Diverse Heritage: The Role of Parks, Protected

measurement with stakeholders in the targeted field

Areas and Cultural Sites, San Diego, CA.

and will conduct empirical research.

http://leopold.wilderness.net/research/recreation/G
WSpapers.htm
Parks and Benefits (2011): Guide to Sustainable
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Approach to Awareness of Accessible Tourism at UNWTO

1. UNWTO の概要
UNWTO （ United

南アジア地域に二分されている。北東アジア・太
Nations

World

Tourism

平洋地域の加盟国は、オーストラリア、ブルネイ、

Organization：国連世界観光機関）は、1970 年秋

カンボジア、中国、北朝鮮、フィジー、インドネ

に採択された UNWTO 憲章（国際間の理解、平和及

シア、日本、ラオス、マレーシア、モンゴル、パ

び繁栄に寄与するため、並びに性、言語又は宗教

プアニューギニア、フィリピン、韓国、タイ、東

による差別なく、すべての者のために人権及び基

チモール、バヌアツ、ヴェトナム、ミャンマー、

本的自由を普遍的に尊重し遵守することに寄与

サモア、香港、マカオの 20 カ国 2 地域で構成さ

するため、観光を振興し発展させることを根本目

れ、南アジア地域ではアフガニスタン、バングラ

的とした憲章）に基づき 1975 年 1 月 2 日に設立

ディッシュ、ブータン、インド、イラン、モルデ

された機関である。ルーツは 1925 年にハーグで

ィブ、ネパール、パキスタン、スリランカの 9 カ

設 立 さ れ た 公 的 旅 行 機 関 国 際 連 盟

国で構成されている。

（ International Union of Official Travel

UNWTO は国連組織の中では珍しく、民間企業・

Organizations: IUOTO）を前身としている。1975

地方自治体、大学が賛助会員として加盟ができる

年の設立当初は、略称を WTO としてスタートした

こととなっている。アジア・太平洋地域の賛助加

が、世界貿易機関（World Trade Organization）

盟メンバーは現在 55 組織のうち日本からは東洋

も略称が同じく WTO であり、
紛らわしいため、
2003

大学のほか、JNTO（日本政府観光局）、日本旅行

年 12 月に国際連合の専門機関となったのちは、

業協会、日本観光振興協会、財団法人日本交通公

略称を UNWTO としている。UNWTO は観光分野にお

社、株式会社 JTB、株式会社 HIS、株式会社ぐる

ける世界最大の国際機関であり、
加盟国 157 ヵ国、

なび、北海道大学、和歌山大学、松蔭大学、京都

加盟地域 6 地域、オブザー2 地域から参画してい

大学の 12 団体が賛助会員として登録されている。

る。本部はスペイン、マドリードに置かれている。

1995 年 6 月に大阪市にアジア太平洋地域の地域

組織はヨルダン出身のタレブ・リファイ事務局

事務所である国連世界観光機関アジア太平洋セ

長が率いるキャビネットを中心に、アフリカ、ア

ンター（UNWTO-APTEC）が設置され、2012 年 12 月

ジア・太平洋、アメリカ、欧州、中東の 5 地域委

に奈良市に移転された。

員会と、広報、統計・TSA、マーケティング、賛

2015 年の第 21 回総会において日本の理事国就

助会員応対、ナレッジネットワーク、テミス、テ

任が決定された。また現在 JTB 出身の熊田順一氏

クニカル・コーポレーション、サステイナブルツ

と観光庁出身の亀山秀一氏が職員としてマドリ

ーリズム・危機管理、CSR・倫理、デスティネー

ードで勤務している。今までは日本のプレゼンス

ションマネージメント、国際組織対応、テーマ分

が低かったが、理事国就任と職員派遣を通して、

野、情報アーカイブといった 14 の専門組織で組

日本の存在感を今後発揮していくことが期待さ

成されている。

れている。

アジア太平洋部は、北東アジア・太平洋地域と、
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また本学国際観光学科から 4 年生の福田智君が

日本人として 2 例目のインターン生として亀山氏

締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として

のアシスタントを務め、スポーツおよびメガイベ

文化的な生活に参加する権利を認めるものとし、

ントの効果に関しての調査業務を行った。

次のことを確保するための全ての適当な措置を
とる。
（c）

障害者が、文化的な公演又はサービスが

行われる場所（例えば、劇場、博物館、映画館、
図書館、観光サービス）を利用する機会を有し、
並びに自国の文化的に重要な記念物及び場所を
享受する機会をできる限り有すること。
第 30 条第 5 項
締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として
レクリエーション、余暇及びスポーツの活動に参
加することを可能とすることを目的として、次の
図―１ UNWTO 本部

ことのための適当な措置をとる。

（出所）筆者撮影
（c）

障害者がスポーツ、レクリエーション及

び観光の場所を利用する機会を有することを確
2．アクセシブル・ツーリズムとは

保すること。

（1）アクセシブル・ツーリズム成立の背景
誰もが自由に旅を楽しめる社会を目指して、

（e）

障害者がレクリエーション、観光、余暇

UNWTO は「アクセシブル・ツーリズム」を 1991

及びスポーツの活動の企画に関与する者による

年の総会から提唱した経緯がある。旅をする上で

サービスを利用する機会を有することを確保す

「自由」がない状態とは、旅行前、旅行中、旅行

ること。

後において、その人が行きたい場所だけでなく、
受けるべきサービスを享受できない、情報にアク

WHO（国連世界保健機構）によれば、現在、世

セスができないことを指す。旅行前の情報収集や、 界人口の 15％にあたる 10 億人が障害を抱えてい
航空券や宿泊の予約、旅行中の移動、滞在、さら

ると報告されている。また世界の高年齢化は 2009

には帰国後の情報発信等のシーンにおいて旅行

年の時点においては人口の 10％にあたる 7.3 億人

者と観光地、観光関連産業、サービス提供者がシ

が 60 歳以上であり、2050 年までにはその割合は

ームレスに繋がっている状態こそがアクセシブ

20％に到達すると推計されている。よって、今後、

ルな観光を実現する状態であると言える。

身体に何かしらの不具合を抱えながら旅行をす

また 2006 年 12 月に国連総会で採択された「障

る人は減ることはないことは容易に想像がつく。

害者の権利に関する条約」では「障害者が観光サ

UNWTO では Persons with disabilities（障害

ービスを含む文化的な生活の享受やスポーツ活

を抱えた人々）を「他の旅行者と一緒に旅行サー

動に参加できる機会を確保する」という文言があ

ビスを同等なレベルで受けることが困難な状況

るように、観光サービスがフォーカスされている

にある方々」と定義づけている（熊田, 2016）。

ことにも注目すべきである。

その意味では、身体障害、精神障害、知能・知覚

実際の条文では、以下のようになっている。

上の障害にとどまらず、高齢者、幼児、妊産婦、
介護・育児にかかわる人もその対象となる。また、

第 30 条第 1 項

健常者であっても、大きな荷物を持って移動をし
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なければならい旅行者や、さらには訪問地の言語

ザインのユニークかつ強力でインパクトのある

が理解できない旅行者等も対象となりうる。

理念が世界的に一気に浸透したことにより、わが

ということで、アクセシブル・ツーリズムの実

国でも現在ではユニバーサルデザインという用

現は、単に福祉観光の域にはとどまらず、健常者

語が一般的となった。その影響で、観光分野でも

であってもその対象となりうることをさらに広

ユニバーサル観光という用語が、アクセシブル・

く伝えていかなければならない。

ツーリズムとほぼ同義語として扱われるように
なった。しかし、ユニバーサルという言葉はもと

（2）わが国におけるアクセシブル・ツーリズム

もと宇宙的にという意味で、そこから派生されて

に関する用語の確認

世界的に、一般的にという意味となったため、ア

わが国では、まだアクセシブル・ツーリズムと

クセシブルというニュアンスが逆に出にくくな

いう呼称は浸透しているとはいいがたい。アクセ

っているようにも思われる。

シブル・ツーリズムという呼称の代わりに用いら

一方で、日本では福祉という言葉が浸透してい

れてきた用語としては、バリアフリー観光、ユニ

る。もともと福祉という用語は、
「福」の字も「祉」

バーサル観光、福祉観光といった言葉が挙げられ

の字も「幸せ」という意味を持つ。しめすへんは

る。

神を表し、畐は酒樽を表す。ということで、福祉

まず、バリアフリー観光に関して、バリアフリ

とは神が酒樽を持ってすべての人の前で止まる

ーという言葉は、文字通り、バリア（障壁）を除

ということで、すべての人々に幸せをという意味

去するといった意味である。すなわち、段差があ

を持っているのだが、狭義の社会福祉の対応をし

った場合、その段差の存在はそのままにして、ス

ていく中で、高齢者、障害者、療養・介護を必要

ロープを作るといった対応がバリアフリーであ

とする者、低所得者等の保護を必要とする者への

る。その意味では、きわめて対処療法的であり、

対応が取り上げられることで、「福祉の世話にな

ハードを中心とした対応であると言える。ソフト

る」といった言い回しもされるようになってきた。

的な対応も最近では求められてきており、「心の

そこで、福祉観光といったときには、福祉施設、

バリアフリー」という言葉も出てきているが、そ

福祉車両、福祉タクシーといったように、高齢者、

もそも「心の」と接頭語をつけなければソフト的

障害者への観光の対応という使い方をしている

対応を表すことができないところから、やはりバ

のが現状である。

リアフリーという用語にはその限界があること

ということで、わが国ではアクセシブル・ツー

は否めない。

リズムの用語を理念も含めてそのままあてはま

その意味で、ユニバーサル観光という用語も多

る言葉が存在しないことから、本稿ではそのまま

く使用されるようになってきた。これは、ロナル

アクセシブル・ツーリズムという呼称を使用し、

ド・メイスが提唱した「ユニバーサルデザイン」

今後も理念も含めてアクセシブル・ツーリズムと

の理念を観光に生かすということである。そもそ

いう言葉の浸透を図っていきたいと考える。

も、ユニバーサルデザインとは、バリアフリーが
バリア（障壁）を除去するという発想からスター

3．UNWTO におけるアクセシブル・ツーリズム啓蒙

トしていることに対し、もともとバリアがなく、

活動

障害の有無に関係なく、すべての人々にとって使

UNWTO では、アクセシブル・ツーリズムの浸透

いやすいものという新しい発想から出発してい

を目的として、2014 年 11 月 19 日、20 日にサン

るところが特徴である。わが国でもその理念は、

マリノにおいて第 1 回 UNWTO ヨーロッパアクセシ

ユニバーサルデザインの理念が輸入される前に、

ブルツーリズムカンファレンスを行った。ここで、

「共用」という概念で、障害の有無は関係なくだ

14 の事例が、観光地における受け、政策と戦略、

れもが利用しやすいものづくりという発想がも

インフラやサービスのイノベーションとしての

ともと存在はしていた。しかし、ユニバーサルデ

スマートデスティネーションの 3 項目に分類され
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て報告されている。この中で大変印象的な写真が

の人が、過剰な手続きなく、円滑に観光を楽しめ

報告書に掲載されている。それは、多様なアクセ

る環境を整備していかなければならない。

シブル・ツーリズムのアプローチの事例として取
り上げられたザルツブルク市の取り組みのパー

4．まとめ

トで、車いすとローラースケートが車輪のところ

わが国は 2020 年に東京オリンピック・パラリ

が一緒に写っている写真である。まさに、ローラ

ンピックを開催する。やっとオリンピックだけで

ースケートというクールでスピード感あふれる

はなく、パラリンピックとともに開催するという

ものと車いすとを同等に扱い、共存させるという

機運が生まれてきた。観光関連産業においても、

この発想に、まさに今後の示唆が含まれていると

日本航空はパラリンピックの選手を企業 CM に積

思えてならない。

極的に登用し、挑戦する美しい姿としてマーケッ

また、ここで提示されたスマートデスティネー

トに提示をしている。これは日本航空が世界に先

ションという考え方は今後もさらに展開されて、

駆けてさらなる手配が必要な旅客を、障害者とし

2017 年 2 月にスマートデスティネーションのカン

てではなく、「プライオリティ・ゲスト」と呼称

ファレンスがスペインで行われる予定である。

して安心してサービスを受けることができるよ

UNWTO が発行した「Global Code of Ethics for

うに取り組んできた経緯が生かされている。しか

Tourism for Responsible Tourism」
（世界観光倫

し、その対応は全観光業界に浸透しているわけで

理憲章）では、責任ある観光を実現するための倫

はなく、障害者にヒアリングすると、露骨に拒否

理として 10 の指針をあげている。

される事例も後を絶たない。また、これだけ視覚

１．人種や社会を理解し尊重するための観光の貢

障害者の方がホームから転落事故を起こしてい

献

るにもかかわらず、最大手の JR はホームドア設

２．個人的または集団的な目的達成の手段として

置が遅々として進まない。2020 年のパラリンピッ

の観光

ク開催は好機である。ここに向けて、わが国がア

３．持続的な発展の立役者としての観光

クセシブル・ツーリズムの最先端を行く観光地と

４．文化遺産の有効活用の立役者としての観光

なるべく、官民一体となって取り組んでいく機運

５．受け入れ国・地域の経済効果が見込める観光

を学界としても作り上げていく必要がある。

６．観光開発における関係者のやるべきこと

新しく設立される東洋大学国際観光学部にお

７．観光の権利

いても、今後 UNWTO と緊密な連携を取りつつ、世

８．観光における移動の自由

界の潮流を敏感に感じ取りながら、わが国の観光

９．観光関連産業の労働者と起業家の権利

教育をリードしていく存在へとなっていかなけ

１０．世界観光倫理憲章の原則の実施

ればならないと決意を新たにしている。

この中で、１、７、８がアクセシブル・ツーリ
ズムに関係している。特に、７において、家族、
青少年、学生、高齢者による観光と、障害者のた

参考文献
1)

熊田順一（2016）
「国連世界観光機関とは？日本人職

めの観光は奨励され円滑化が求められると記さ

員がその組織や成り立ちを解説」トラベルボイス

れており、８においては、観光における移動の自

2016 年 6 月 27 日、トラベルボイス社

由において、それぞれの国内移動、国外移動の自

2)

由を持ち、過剰な手続きや差別を受けることなく

UNWTO（1999）
「Global Code of Ethics for Tourism
for Responsible Tourism」

観光地へ訪問できる状況を整えるべきであると

3)

述べられている。

UNWTO (2014) 「 Highlights of the 1st UNWTO
Conference on Accessible Tourism in Europe」

まだわが国において、特別な手配が必要な観光
客に対して、特別な手配をするといった発想で行
われているが、UNWTO が主張するように、すべて
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る文化的・社会的要因にも目を向けて研究を続け

1. 序論
これまでの研究は、大きくは以下の 3 つにまと

ている。日本人の結婚にまつわる諸儀式は、他の
国と比較すると特異なものが多い。それは、宗教

めることができる。
①ホテルにおける問題点の析出

観の相違や価値尺度の特異性など、さまざまな要

②旅館の状況把握

因が考えられる。そして、ブライダルから得られ

③ブライダルの概況調査

た知見を、冠婚葬祭全般に広げることが次なる課

以上を簡単にまとめると、以下のとおりとなる。

題であると思われる。

①ホテル業界において、低価格帯の「宿泊特化

このように、ホテル、旅館、ブライダルの 3 要

型」や「宿泊主体型」と呼ばれる業態は、インバ

素を軸として、ホスピタリティ概念と、ホスピタ

ウンドの劇的な増大もあり好調だが、かつては

リティ・マネジメントについて考察しているのが

「シティホテル」と呼ばれた相対的に高価格帯の

近年の状況である。本報告書では、主としてホテ

市場においては、いわゆる「外資系」と呼ばれる

ルと旅館に関する研究の進捗について記述する。

ホテルにかなりシェアを奪われているのが現状
である。特に、ラグジュアリーといわれる最高価

2．これまでの検討状況

格帯では、かなり多くの需要を、海外ブランドの

（1）ホテル

ホテルに占められるようになってしまっている。

ホテル市場の変化は、
1990 年代を境として生じ

②旅館は、毎年 1,000 軒以上ずつ減少するとい

たことが判明しつつある。それまでの右肩上がり

う状況がずっと続いており、マクロとして眺める

に成長していた時代には、特定のスタイルのホテ

と、インバウンド増大の恩恵も、ほぼまったく享

ルを模倣する形で、類似した施設が増加していっ

受できていないことになる。しかし、もちろん中

た。具体的には、シティホテルと呼ばれる、相対

には好調の企業もあり、それらは

的に高価格であり、比較的大規模な建物に多様な
料飲サービス店舗と複数の宴会場を備えた施設、

・小規模な組織を活かして、その土地ならでは

そしてビジネスホテルと呼ばれる、相対的に低価

の魅力を味わえる施設構成

格であり、比較的小規模な建物に少数の料飲サー

・大規模なチェーン化を推し進め、規模の経済

ビス店舗のみを備え、宴会場はないか、あっても

と範囲の経済を享受

ごく少数という施設の 2 タイプである。

のいずれかであった。これは、寿司店をはじめと
した多くのホスピタリティ産業に共通するが、独

成長が一段落した状況においては、差別化した

自性・高品質化と汎用性・低価格化の二極化が進

施設を開発して多様化する市場に対応していく

んでいることを示している。

ことが求められる。しかし、長らく安定的な成長
を享受していた先発の国内企業には、そのような

③ブライダルの概況については、その背景にあ
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差別化をなかなか志向することができなかった。

全 16 室の客室は、キッチンが付帯しているも

結果として、その後に急成長するのは、以下の 2

のもあり、まさに湯治場である。もっとも安いプ

つのタイプである。すなわち、外資系と呼ばれる

ランでは 1 泊 4,000 円程度から宿泊することがで

国際的なホテルチェーンによる、既存のシティホ

きる。

テルを超えるラグジュアリー・ホテルと、それま
でのビジネスホテルよりも消費者のニーズにマ
ッチしたサービスに絞り込んで徹底したコスト
削減を実現した、後発の宿泊特化型や宿泊主体型
を展開する企業であった。特に、後者の施設は、
他国ではなかなか見られない業態であり、わが国
独自の強みを活かしうるサービス構成となって
いる。利益を捻出するためにも、徹底して無駄を
省くことにこだわっており、快適さを犠牲にする
ことなく環境にも「やさしい」サービス・デリバ

写真 1

田島本館（以下、写真は著者撮影）

写真 2

田島本館の囲炉裏スペース

写真 3

田島本館の食事処

リー・システムになっている。
以上については、日本国際観光学会の論文集と、
東洋大学現代社会総合研究所のワーキングペー
パーに発表する予定である。
（2）旅館
前述したとおり、旅館は激減し続けているのが
現状であり、現時点で成功しているととらえられ
るビジネスモデルは先に述べた 2 つである。この
うち、小規模で、その土地ならではの魅力を訴求
した施設構成を採用して成功している企業には、
興味深いものがいくつか存在する。
雅叙苑観光有限会社はその一つであり、南九州
の霧島にある妙見温泉で、
「田島本館」
、
「忘れの里
雅叙苑」
、
「天空の森」の 3 施設を運営している。
地方のローカル企業ではあるが、世界中から顧客
が来訪するという興味深い企業でもある。
田島本館は湯治場としての性格が強く、近隣の
人たちも普段着で日帰り入浴しに来る気軽な施
設である。
「神経痛の湯」、
「キズ湯」
、
「胃腸湯」と
いう 3 種類の温泉があり、いずれもいわゆる「源
泉掛け流し」である。囲炉裏を囲んで飲食が可能

忘れの里 雅叙苑は、田島本館から徒歩 10 分程

なスペースや、大きめのテーブルが用意された食

度のところにある。茅葺屋根や瓦屋根の建物が立

事処があり、地元の料理をさまざまに楽しめるほ

ち並び、旧き良き日本の現風景のような雰囲気を

か、カップラーメンなども販売している。

持っている。客室はすべて離れ、またはそれに準
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ずる構成となっており、ほとんどが露天風呂や岩
風呂を付帯している。別に貸切の風呂が 2 つ、半
露天風呂が 1 つある。

写真 7

にわとり優先の標識

天空の森は、上記 2 施設から車で 15 分ほどの
写真 4

ところに立地している。東京ドーム 13 個分もの

忘れの里 雅叙苑

広大な敷地に、宿泊用のヴィラが 3 棟、日帰り用
のヴィラが 2 棟という、大変に贅沢な構成となっ
ている。広大な敷地内には小川まで流れており、
他にレストランやイベントスペースとして利用
できるパビリオンをはじめ、さまざまな施設が点
在している。
宿泊のヴィラは最低でも 1 泊 150,000 円×2 名
で 300,000 円、あるいは 1 人利用の場合には
200,000 円からとなる。
写真 5

雅叙苑の部屋付き岩風呂

写真 6

敷地内を歩き回る鶏
写真 8

敷地内を鶏が縦横に走り回り、まさに日本の昔

天空の森・頂上

の風景を見るような思いである。
「にわとり優先」
と書かれたユニークな標識まで設置されている。
風呂無しのもっとも安い部屋でも 1 名約

日帰り用のヴィラは 2 棟とも、
4 時間 30,000 円
×2 名で 60,000 円、6 時間 40,000 円×2 名で

26,000 円×2 名で 5 万円を超えるが、予約がなか

80,000 円となっている。

なか取れない宿になっている。
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の人々との触れ合うのは、世界的に見ても重要な
観光資源となるということである。地方における
持続可能な観光の可能性が、ここに垣間見られる
といえよう。

写真 9

天空の森・宿泊用ヴィラ「霖雨の森」

写真 11

専用の養鶏場

以上については、東洋大学現代社会総合研究所
の『現代社会研究』第 14 号に発表する予定であ
る。
3．結論
写真 10

ホテルにおいては、日本独自の宿泊特化型にお

天空の森・日帰りヴィラ「つばめの巣」

ける強みが見えてきた。また、旅館では、国内で
雅叙苑と天空の森のすごさは、施設面のみにあ

は大規模なチェーンによる土地の特性を活かし

るのではない。いずれの施設も、霧島の自然に包

た施設構成はまだ見えてこないが、小規模な施設

まれた中で、古からのなによりの資源である温泉

にはこのような例も存在する。観光による地方活

を存分に味わってもらうためのものであり、あく

性化のポイントが、徹底した地元主義によって実

まで結果としてそういう施設になったに過ぎな

現する可能性がうかがえる。ただし、これは一つ

いからである。むしろ、こうした「霧島ならでは」

の極端な例であると考える必要もあるだろう。
一方、海外ではチェーン化しているものもあり、

をとことん味わってもらうことで、
「唯一無二」の

今後はこうした企業との比較も必要とされよう。

観光資源とし、それを求めて世界中からお客様が
来るようになっていることにこそ価値がある。

参考文献

広大な敷地を活かして、野菜のほぼすべては自

1) 徳江順一郎(2013),『ホテルと旅館の事業展開』

家栽培であり、鶏肉は自社の養鶏場のものを使っ

創成社.

ている。宿としての食料自給率は、80％近くにま

2) 大野惠子(2015),「日本の旅館における経営マ

で達しているというから驚異的である。結果とし

ーケティングの研究－小規模旅館の USP 経営

て、地元の雇用にも大きく貢献している。
すなわち、雅叙苑と天空の森が示しているのは、

の実態調査と今後の課題」『西武文理大学サー
ビス経営学部研究紀要』第 27 号, pp.47-60.

その土地にしかない自然の中で過ごし、その土地
ならではの食材を活かした料理を食し、その土地
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Inoue Enryo’s Views on Tourist Nation
１．はじめに

国論あれば強兵策亦論ぜざるべからず。」（文献

今でこそ、観光（政策）は、官民挙げて鋭意推

[6]4 頁）
富国・強兵策は条約改正に資するとも考えてい

進されているが、長い間、物見遊山・不要不急の
ものとみなされ、主要政策の埒外に置かれていた。

た。
「其の後仏蘭西、以太利、諸方を巡歴して益々

そのような中、今から 130 年程前、富国強兵・

其策（
「坐ながら国を富ますの秘法」
）を我邦に設

殖産興業策の便宜的手法とはいえ、観光に基づく

くるの必要を感ぜり・・・此の策は条約改正の成

富国、すなわち観光立国を唱えた人物がいた。井

ると否とを問はず実行することを得るなり。条約

上円了である。

改正は現時の大問題なれども、余輩その改正の何

円了は、明治 21(1888)年 11 月～明治 23(1890)

れの日に成るを知らず。蓋し近きに在らんと想像

年 5 月、政教社発行の雑誌『日本人』第 16 号、第

するのみ。若し果して近きに在とすれば、余が富

17 号、第 20 号、第 29 号、第 47 号に、
「欧米周遊

国策は益々速かに実行すること必要なりとす・・・

すわり

日記」
「 坐 ながら国を富ますの秘法」
「強兵策」
「旅

故に余は条約改正の未だ成らざるに当り、速かに

店改良案」と題する一連の論稿を寄せ、外国人旅

其策を実行せんことを祈るなり。」（文献[6]4 頁）

行者を積極的に誘致し、国を豊かにする方策を提

以上のように、円了の観光立国論は、富国・強
兵策、さらには時の政府の懸案事項であった条約

言した。
観光振興に基づく国威宣揚、国富実現を意図し

改正にも関係した。富国でなければ、強兵を実現

た円了の観光立国論は、実利・実行可能性という

することはできない。強兵策を推進するためには

点で、ユニークながら極めて現実的、かつ理に適

富国でなければならない。富国には多額の資金と

った政策提言であった。

資本を要する。また時間を要する。その実現は今
日の日本の国情からいって困難である。しからば、

本研究は、
「坐ながら国を富ますの秘法」等にお

富国はどのようにして実現するか―。

いて主張された井上円了の観光振興、観光推進の

円了は、海外視察旅行の最中、欧米人との交流・

考え方を、
「井上円了の観光立国論」と称し、これ
を紹介、その今日的意義を考察したものである。

見聞から、富国・強兵のための資金・資本の調達

２．富国強兵策としての観光立国論

は、外国人旅行者を日本に誘致することによって

円了にとって（観光立国による）富国は強兵論

（のみ）可能だと考えた。しかもそれは即座に容
易に実行可能な策と直感した。

と密接に関係していた。
「富国と強兵は実際上密接の関係を有するも

「余是に於て我邦の富を起す方法も、外人の来

のにして、国の富を保たんと欲せば、強兵なかる

遊を引くより外なしと考へ、本誌（
『日本人』
）第

べからず。兵強ければ国自ら栄ふるべし。故に富

十七号以下号を重ねて富国策を論述せり。」
（文献
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人の仏瑞両国の間に三伏の暑を避け、一年の労を

[6]3 頁）
以上のように、円了の観光立国論は、富国・強

息ふものなりと云ふ。且つ余之れに聞く。米国人

兵のための手段として提示されたものではある

は其の国を以て工作場となし、仏蘭西、瑞西、以

が、啓蒙思想家・社会教育者として、常日頃、日

太利を以て遊覧場とし、便船ある毎に必ず数百名

本が近代国家に生まれ変わるための策に思いを

の客、欧米の間に来往し、仏蘭西、瑞西、以太利

巡らしていた円了にとっては、観光立国こそは、

の諸国其の今日富を成す所以のもの多くは、年々

実利・実益に適う、極めて妥当、かつ現実的な策

其の地に来集せる外国人より得る所なりと云ふ。」

であったと考えられる。

（文献[6]3 頁）

当時、日本が置かれていた状況、例えば不平等

観光は、このように、すでに一国経済を支える

条約から一刻も早く抜け出すためには富国強兵

重要な産業の一つとなっていた。そこから、円了

策、殖産興業策が必要なことはいうまでもない。

は、観光・バカンスに勤しむ国の豊かさに思いを

が、それには相当の時日と資金、そして困難を伴

馳せ、観光立国の考えを強くした。
ロー マ

ママ

う。そこで、本題の解決のためには、まず現実を

「余以太利にありては、羅馬フロレンス、ベ子

直視し、プラクティカルな方法によって当面の課

ス等の諸府に滞留せり。時正に二三月の交にして、

題を解決する。その上で、漸次、所期の目的を達

到るところの旅亭皆客を以て充満せり。其客は皆

成していけばよい―。そう考えた。

外国人の此に遊ぶものなり。是れより得る所ろの

「今此の如く断言するも余が意敢て此秘法を

富推して知る可し。余因て以為らく、我邦若し東

実行すれば更に他に兵備を拡張するを要せずと

洋の以太利瑞西の如く、外国人の遊覧場となるに

云ふにあらず。製産を奨励するを要せずと云ふに

至らば、一国の富立どころに興すことを得べしと。

あらず。通商を盛んにするを要せずと云ふにあら

是れ余が富国策なり。」（文献[6]4 頁）

たち

ず。唯此等の諸事業は即今即日に実行すべからざ

このような観光立国、すなわち外国人誘致策が

る難事なれば、漸々に実行するの方法を取るより

もたらす経済効果について、円了は、これを「直

外なし。之に反して余が国を富ますの秘法は即時

接効果」と「間接効果」に分け、定量的に分析し

即日より実行すべき方法なれば、此方法より始む

ている（文献[4][5]）
。

べし・・・斯くして一たび此方法を実行して利益

「以上論ずる所は余が所謂秘法によりて得る

を得るに至れば、此利益を以て或は兵備を拡張し

所の直接の利益なり。此直接の利益の外に間接の

或は器械を購入し或は製造場を設立することを

利益甚だ多し・・・此利益中に亦間接中の直接と

得べし。実に此法は坐ながら国を富ますの秘法な

間接中の間接の二種あるべし。」
（文献[5]6 頁）
「先

り。
」
（文献[5]10 頁）

に其直接に得る所の益のみを換算して少なくも
二百五十万の大金を得べしと論じたれども、其間

３．観光立国の経済効果

接より得る所の益を合算すれば毎年幾千万の利

海外視察旅行中、円了は、欧米人がすでに長期

益を得るや計るべからず。
」（文献[5]8 頁）

の休暇を得てバカンスを楽しんでいる習慣を見

外国人旅行者が日本国内の宿泊施設に滞在す

聞する。フランス、スイス、イタリアは、こうし

れば、その宿泊費、飲食費や土産品購買費などが

た欧米人が来遊するバカンスの地となっていた。

それぞれ観光収入として入る。外国人旅行者が滞

円了は、そのような観光、バカンスがもたらす観

在中に消費支出を増やすならそれは結果的に国

光収入、経済効果に着目する。

富の増大に寄与する。観光は裾野の広い産業で

「余嘗て米国より欧州に渡航するの際、船中の

様々な経済効果を有している。宿泊業、旅行業、

上等客凡そ四百余名あり。其の内九分通りは、米

交通業のみならず、小売業、飲食店業、農林水産
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ママ

業など他産業への波及効果も大きい。

国の右に出づるの 天然の便を得其美術遊興の如

そこで、より多くの外国人旅行者を誘致するこ

きは或は未だ仏蘭西と肩を比するに至らざるも

とで、国内の観光産業、観光関連産業に新たな観

是より我が邦人を奨励して其発達進歩を期する

光収入、すなわち外貨獲得の機会を生む。それを

ときは此地をして欧米各国人の来遊場となすは

元手に様々な生産・投資誘発効果を創出していく。

決して難きことにあらざるべし。」
（文献[2]15 頁）

それが富国強兵策実施の資金となる。何よりも雇
用の創出と生産に従事する人々の労働意欲を高

４．むすび

めるものとなるだろう。

以上、本研究は、井上円了著「坐ながら国を富

円了は、そのような観光（産業）の経済効果を

ますの秘法」を中心に展開された井上円了の観光

認め、具体例を挙げてこれを分析・考察、論理的

立国論の今日的意義を探ることを目的としてい

に説明している。

る。

「日本人の産業を盛んにするの益あること、即

当時にあっては異色ともいうべき円了の政策

ち輸出品増加すれば日本従来の製産に従事する

提言も、その論拠は、いずれも欧米各国の実地見

もの各其益を得倍々其職業を勉励するに至るべ

聞に基づくもので、決して奇想天外な机上の空論

し。
」
（文献[5]7 頁）

ではなかった。なんとなれば、円了の提言は、常
に現実に依拠してなされていたからである。

かくして外国人旅行者による観光消費は国民
経済に有益な効果をもたらすものと結論付けた。

円了は国内旅行の体験から得た知見を基に、こ

日本は北海道から沖縄まで南北に長く、四季の変

れを欧米各国の事例と比較・検証し、当時の日本

化に富む。
（円了が学生時代からよくいった）伊豆、

の国情と日本人の気質に鑑み、即座に且つ容易に

箱根、伊香保といった温泉も豊富にある。

実行可能な最も現実的な解決策を提示した。実際、
円了の提言は、後に様々な形で実現していく。

「我邦は山川の景色の美にして四時の気候の
宜きは世界に其類少なく且つ到る処温泉湧出し

現在、官民一体となって取り組んでいるインバ

四浜に浴すべき海水を帯ぶるの便あり。」（文献

ウンド施策を見ても、円了の観光立国論が、現代

[2]15 頁）

にも十分通用しうる側面を併せ持っていること
がわかる。

京都や奈良の社寺、熊野古道、茶道など、独自

なお、円了は、観光立国の推進に際しては、自

の文化、歴史もある。それらは外国人旅行者の関

然景観や文化財の保護も併せて重要な点を指摘

心を惹くだろう。
「我邦は開国以来二千五百余年を経過し其際

し、観光の、いわば持続可能性（サステナビリテ

史上の事跡至て多く旧地霊場到る処あらざるは

ィ）についても言及している。その先見の明に驚

なく且つ古代の建築彫刻絵画其他古器古物美麗

かざるをない。

雅致ある美術亦到る処に遺存し大に外人の観を
引き感を起さしむることを得実に遊客の遊覧に
最も適する地と謂ふべし。
」
（文献[2]15 頁）
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香港の結婚写真市場の発展状況について
国際共生社会研究センター
The Development of Market of Wedding Photography in Hong Kong

客員研究員
劉

蘭芳

1. 中国における結婚写真の現状
近年の中国の経済発展に伴い、中国の人びとの
生活スタイルと生活水準は大きく変化してきた。
市場経済の発展とともに、海外旅行の旅行者数は
増加しつつあり、旅行先での行動も爆買いから現
地の料理やサービスなどへと関心も変化してき
ている。日本への観光動機は各地域固有の伝統文
図 1 海外への結婚写真の推移

化の体験や、地域固有の景観や特産物など、いわ

参考：http://www.haishe360.com/index.php を筆者作成

ゆるコトを楽しむ方向へと変化してきている。こ
れは世界中の多くの人々が日々の生活の煩わし

（2） 対象地域と調査期間

さや仕事の負担感から抜け出し、静かな場所や趣

本調査の分析は、著者が所属する会社（以降、

味や楽しみを求めて旅に出る傾向にあり、これは

A 社と呼ぶ）が香港における婚博会へ長年にわた

今後も継続するものと思われる。

って参画している実績を踏まえて、2015 年 8 月か
ら 2016 年 10 月 6 月現在、その会場に訪れた顧客

2．これまでの検討状況

を対象にアンケート調査を行った結果に基づい

（1） 検討の背景と目的

ている。調査の目的は香港市場における日本にお

中国の『インターネットプラス』（中国電子ビ

ける前撮りニーズと前撮り市場の需要を把握し、

ジネス研究センター曹磊著、2015 年 5 月刊）によ

今後のサービスの提供と改善策の検討すること

ると、2014 年の中国の結婚業界（婚約式、ウェデ

である。具体的には、香港地域に在住する顧客が

ィングドレス、前撮り、結婚式等）の市場規模は、

日本における結婚式にどのようなサービスを求

すでに 8000 億人民元（約 16 兆円）を突破したと

めているか、日本の婚礼会社に何かを求めている

報告している。これは日本の約 8 倍に相当する。

のか、について明らかにした。得られたデータを

今後とも海外での結婚写真を撮影する若者が増

もとに簡単な統計処理と分析を行った。

加すると予測されている。図 1 に示すように、海
外結婚写真を撮影した結婚男女は、2013 年に 899

（3） 調査項目と分析の結果

組で、2015 年には 1615 組に増加している。この

調査は、①年齢、②結婚写真の予算、③撮影し

背景にある理由の一つは、上述したように近年の

たい季節、④撮影したい地域、⑤A 社を選んだ主

大幅な海外旅行者数の増加に伴い旅行者の行動

な理由、⑥情報収集の手段、に関する質問項目を

様式が多様化してきていることが考えられる。

設定した。
A 社のインバウンドに関するデータによると、
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図 2 に示すように 2013 年の実績として、香港か

きいと言える。

らの送客数は 65 組であり、中国大陸からの送客

② 前撮りの予算

数は僅か 3 組に留まっている。さらに、2014 年に

図 4 示すように予算規模は、20,000〜39,999

は前者は 130 組に増加し、後者は 8 組に増加して

香港ドルの範囲に 61.1％が集中し、
続いて 10,000

いる。しかし、一方で 2015 年にはそれぞれ 142

〜19,999 香港ドルの範囲が 14.4％で、これらの

組、25 組に増加しているが、香港からの送客が伸
び悩み、中国大陸からの送客が増加傾向にある。
その背景には、近年結婚写真の関連会社が増えて

予算規模の商品に対するニーズが高い。一方、
10,000 香港ドル以下の需要は少なく、40,000 香
港ドル以上の高額需要も潜在的に存在する（4.8%）

おり、業者間の競争も激しくなり、サービスの差

ことがわかる。この結果は、香港の顧客が日本で

別化や低い値段設定などが挙げられる。こうした

の前撮りにかける予算の概算を推定できること

なか、A 社を含めて多くの関連会社は市場開発戦

を示唆しているが、それは顧客の需要と提供され

略として商品の質の改善、サービスの向上、ユニ

るサービスや商品の内容に大きく依存すること

ーク性の追求など差別化を一段と強化する対策

になる。言い換えれば、適正な予算を把握するこ

を促進している。以下、調査項目ごとに分析結果

とは提供するサービスや商品の開発戦略に欠か

を論じる。

予算（単位
HKD）

せない要素である。

>40,000
20,000-29,999
<10,000
0.0

図 2 2013〜2015 年にラヴィの利用組数
参考：香港婚博会の調査データによる筆者を作成

10.0 20.0 30.0 40.0

図4 前撮りの予算
参考：香港婚博会の調査データによる筆者を作成

① 年齢別
図 3 に示すように年齢別に見ると、20〜30 歳の

③ 撮影したい季節

回答者数が全体の 60.3％と最も高いシェア占め、

図 5 に示すように、日本で撮影したい季節とし

30～40 歳が 25.3％を占める。これは 33 名のカメ

て、春の桜と秋の紅葉の時期がそれぞれ全体の

ラマンによる撮影顧客の年齢層とほぼ一致して

39.7％と 37.6％を占める。さらに、前撮りの顧客

おり、この年代層を対象とする戦略の開発が有効

数は夏のラベンダーの時期(26.2％)や冬の雪の

である。ただし、前者の年齢層はまだ収入規模か

季節（14.8％）も少なくない。これには香港の気

ら見ると比較的低いレベルにあり、結婚式に対す

候が関連しており、香港は通年気温が高く、雪も

年齢別

降ることなく顧客の大半が幼い頃から雪を見た
ことがないことによる。こうしたことから、北海

無回答
＞40
30-40
20-30
＜20

道などでの雪体験は新鮮で前撮りの訪問地とし
て最適と思われている。こうした季節の変化と自
然の特徴を有する地域は香港の顧客にとって訪
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

問地としての需要が高いと判断される。この項目

図 3 年齢別分布

は次の「撮影したい地域」の結果と深く関連して

参考：香港婚博会の調査データによる筆者を作成

いる。

る支出については両親の判断によるところが大
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と日本古来の伝統文化に対する魅力に惹かれる

撮影したい季
節(複数回答
可)

冬（雪）

ことは事実である。留意すべきは、旅行顧客の関

秋（紅葉）

心や興味は常に流動的であることから、どのよう

夏（ラベンダー）

な地域が顧客を引き付けることになるかは単に

春（桜）

顧客心理の分析だけではなく、顧客の SNS での

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

拡散傾向も考慮したサービスと商品開発が不可

図5 撮影したい季節
参考：香港婚博会の調査データによる筆者を作成

欠な要素となっている。

④ 撮影したい地域
日本で撮影したい地域は、図 6 に示すように、
主に北海道、京都、大阪、奈良、沖縄等に集中し

⑤ A 社の商品を選んだ理由
A 社が提供する商品を選んだ理由としては、図
7 に示すように最も多い回答は、撮影の雰囲気、

ている。これらの地域は、地域の特性、伝統文化

すなわち日本的な雰囲気をいかに上手く撮影す

などそれぞれの魅力、撮影したい場所など多様性

るかという撮影技法であった。次に撮影対象地で

に富んでいる。特に、北海道では富良野地域での

あり、これは先述した撮影したい地域でもある関

撮影希望者が最も多く、続いて札幌である。北海

西での施行数が多いことによる。続いて、服装の

道は地理的に広大で魅力のある地域が分散して
存在していることが魅力となっている。しかし、
今後北海道の集客が減少する傾向も否定できず、
その対策として、景観だけではなく食文化や人々

選択、日本人で賑わっている場所などで、チャペ
ルでの挙式の魅力も見逃せない。もちろん、これ
らの選択はプランの内容との価格に影響される
ことは否めない。これに対して、アルバム、キャ

との触れ合いを総合的に組み合わせた誘致戦略

ンパスでの撮影等はそれほどウエイトは高くな

の分析が求められる。また、関西地域に対する顧

い。この結果は、香港の顧客を対象としたもので

客の多くは、地域景観の魅力に加えて古い市街地

あり、中国大陸の顧客が同様な趣向を示すとは一
向としては、こうした顧客の動向を正確に把握し
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て、上述した前撮り撮影と結婚式の総合化に向け
た戦略開発が不可欠である。
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概には言えない。提供するサービスや商品開発方
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図 7 A 社商品を選んだ理由

参考：香港婚博会の調査データによる筆者を作成

参考：香港婚博会の調査データによる筆者を作成
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く、その需要を的確に把握し分析することが不可

⑥ 情報収集の手段
情報収集の手段としては、図 8 に示すように、

欠である。また、宣伝戦略も重要で、特にネット

香港フェアの広告からの情報入手が一番多く、イ

上の宣伝方法の改善策としては、チャペルでの挙

ンタネットによる捜索、雑誌からと続く。意外に

式希望が多いことから、これまでの衣裳とプラン

も、A 社自らの宣伝は効果が低いことがわかった。

の提供だけではなく、各地域における推薦できる

宣伝の内容や手段の改善や新たなアイデアが求

チャペルを紹介するなどしてその潜在市場の可

められる結果となった。また、中国大陸では口コ

能性を探ることが必要である。

ミの効果が高いが、香港はそれ以外の宣伝方法が

最後に、中国大陸における需要の発掘には、香

求められることも明らかになった。顧客の情報収

港の実績を参考にしつつ、顧客の年齢層や所得層、

集の手段の的確な把握は提供するサービスや商

また地域の慣習や趣向の違いを考慮したプラン

品の開発とその宣伝にとって不可欠で、上述の各

の作成、予算額の設定、特典の差別化などについ

調査項目の結果と相まって企業戦略の重要な要

て再分析し、多様性に富んだサービスや商品開発

素であることが再確認できる。

が前提となる。
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者は 20〜40 代の年齢層に集中し、前撮り予算額
は香港ドルで 20,000〜39,999 の範囲、撮影した
い地域、季節および風景は日本固有の地域の特性
を反映する結果となった。しかし、一方で前撮り
と同時に結婚式を希望する顧客は少なかった点
は注目すべき結果である。
今後の顧客誘致の戦略として、中国大陸の顧客
に対しては単なる前撮りだけの訪日よりも「前撮
りフォト＋挙式フォト」の総合的なプランの提供
を検討することが重要である。中国大陸における
顧客のニーズは香港と異なっている可能性が高
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地域の伝統文化の地域振興への活用に関する考察
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矢田部
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暁

海外の旅行見本市等における伝統芸能を活用し
た地域の PR に関わる課題
昨今、地域振興に関わり地域の伝統文化資源へ
の注目が高まっている。東京オリンピックを 3
年後に控え、日本固有の、その地域固有の伝統文
化への関心が高まり、その保存継承の重要性を
認識する一般国民が増えているとの統計もある。
私が関わる財団法人では、日本全国の地域伝統
芸能等を活用した行事の実施支援等による、地

若い来訪者で賑わう自治体ブース（筆者撮影）

域の観光及び商工業の振興を図るための事業を
行っている。その主要業務は伝統芸能の全国大

伝える工夫をこらしていた。

会の開催であり、伝統芸能を披露する機会を設

祭囃子の舞台公演には多くのベトナム人が集

けることにより、一般市民への認知、関心を高め

まり、若い世代を中心に興味深そうに見入って

るとともに演者のモチベーション向上に努めて

いた。一方ブースも盛況で、実際に法被を着て

いる。また、海外の旅行見本市等への派遣も行っ

記念撮影できるというインターンシップ生の

ており、2016 年 11 月に開催されたベトナム・ホ

アイデアが好評を博していた。これらを目の当

ーチミンでの見本市への祭囃子保存会の派遣に

たりにして、特に SNS が発達した昨今におい

おいては行程管理として同行した。

て、しかるべき海外の見本市等における PR は

同見本市は日越両国相互の伝統・文化の理解を

相当な広報効果が見込めるであろうことを認

目的として、観光・物産・技術の紹介や交流を行

識した。

う官民一体型のイベントであり、ブース出展と

しかしながら、同時に 2 つの課題も認識するこ

ステージ公演の 2 つより構成されている。祭囃

ととなった。一つは、祭囃子保存会の公演内容

子保存会は 20 分間の公演機会が 3 回あり、半纏

である。同見本市では 20 分間の公演が 3 回あ

姿で行った。一方、同保存会が所在する自治体は

り、最初と最後の公演は背景にスクリーン設備

ブースを出展し、地域の紹介を行った。ブースで

がないステージで行われた。最初の公演は、基

はインターンシップの大学生が来訪者への対応

本的に同じリズムの和太鼓と和笛の音色が 20

を行ったが、事前に地域のことを調べ、手作りの

分間続き、見せ物としてはかなり単調であった。

ポストカードを作成したり、地域で毎年開催さ

2 回目は背景にスクリーン設備があるステー

れる夜祭りと花火のイメージを模造紙で作成し、
それを背景に来訪者に法被を着て記念撮影をし
てもらうアイデアを考えるなど、地域の魅力を

137

べても大きな特徴を持つものではない祭囃
子の公演では本来のお祭りを伝えることは
難しく、派遣先での舞台公演という形でお祭
りを再現することの難しさを実感した。
二つ目は、自治体が出したブースと祭囃子保
存会の関わり方である。インターンシップ大
学生の工夫によって、ブースには多くのベト
ナム人が訪れ盛況であったが、祭囃子保存会
との連携をより密にすることによって、更に
地域の PR 効果を高めることが出来たのでは

祭囃子保存会ステージ公演の様子（筆者撮影）

ないかと考えられる。同見本市における祭囃
ジで実際の祭りの映像を流しながらの公演で

子保存会の主目的は 3 回の舞台公演ではあっ

あったので、映像がなかった初回よりは幾分よ

たが、自由行動の時間もあり、ブースで積極

く思われた。この見本市後に日本で実際にこの

的に PR に加わることも可能であった。数名

祭りを観に行ったが、国重要有形文化財に指定

は 1 回目の公演後に実際にブースへ出向き、

されている大きく華やかな山車が複数基曳き

半纏姿で和笛を奏で、ブースを訪れたベトナ

回され、その背後には盛大な花火があがり、大

ム人との記念撮影に応じるなど大変盛況で

勢の観客とともに盛り上がる祭りの空気を体

あったが、その時以外は祭囃子保存会メンバ

感して、初めてその魅力を知ることとなった。

ーがブースで来訪者と交流する機会を積極

肝心の祭囃子はといえば、山車から音色は聞こ

的に作ろうという動きは見られなかった。ブ

えてくるのだが、その姿は見えない。録音を流

ースの出展は自治体が行い、祭囃子保存会の

しているのかとも思いながら特設の観光案内

公演については同財団法人の派遣事業とし

所で尋ねてみると、山車の中で実際に演奏を行

て行ったが、自治体と祭囃子保存会がともに

っているとのことであった。このお祭りにおけ

同じ見本市で活動するにあたり、
地域の PR と

る祭囃子は、山車の中からその音色で側面的に

いう目的の共有を事前に図っておくことに

祭りを盛り上げる役割を担っているというこ

より、より有意義な機会とすることができた

とがわかったのである。

ものと考えられる。

つまりは、同見本市においては、山車を含め
たお祭り全体を伝えることができるのがベ

祭り主催者と祭り担い手のマッチングサイ

ストであったが、運搬の関係等々もあり、お

トからみた課題

祭りの代表として祭囃子の舞台公演となっ

同財団法人は、伝統文化が行われている地域

たのである。地域における伝統文化の幅広い

へ外部から足を運ぶ人を増やし、その地域の

認知を図るべく、地域でのお祭り以外にも公

伝統芸能の担い手を外部から募ることで、そ

演の機会を設けることは、同見本市における

の保存継承を図るとともに交流人口を増や

祭囃子公演自体の注目は十分にあったこと

すことによる地域振興を目的として、祭り主

を考えると、広報効果は十分にあったものと

催者と祭りに参加したい人をマッチングさ

考えられる。一方で、地域における実際のお

せるサイトを立ち上げた。受け入れ側が安心

祭りの際には表舞台での公演を行う存在で

して参加者を受け入れられるよう、参加登録

はなく、日本各地で行われている祭囃子と比
138

者には生年月日、住所等の個人情報の登録を

ないためか、なかなか早い段階からその意

課した。一方、祭り主催者側の登録について

義を認識し、その保存と活用に動く地域は

も、当該団体の信用度の確認にあたり、自治

少ないとも考えられるが、その地域のお祭

体、観光協会、商工会議所等の捺印を得た申

りは、その地域のまさにアイデンティティ

請書の提出を求めている。いかにその伝統文

であり、それこそがその地域固有の魅力と

化を保存しつつ、それに理解のある参加者を

なって、外部の人たち、ひいては海外の人

募るかということに留意した。

たちの関心をも惹きつけるものになりうる。

立ち上げから 2 年弱が経過したが、サイトの

祭り主催者と参加希望者のマッチングサイ

運用状況は芳しくない。その要因の一つは、

トプラットフォームは、それだけでは十分
に機能せず、そういったツールを活用して
いく意義を喚起していく活動の必要性を認
識した。
おわりに
地域の伝統芸能は、その地域で長年にわたっ
て育まれてきた固有の特徴、魅力があり、地
域、国籍を超えて人々に響くものであると考
えられる。地域外の旅行見本市等での公演に

祭り主催者と参加者のマッチングサイト（筆者撮影）

おいては、実際の祭りと同様に再現すること
は難しいため、それをいかに伝えるかという

サイトを使う上での登録の煩雑さもあろう

課題はある。しかし、そのような機会を積極

が、そもそも祭りをその地域の重要な資源

的に活用したり、その地域の自治体が出展す

と位置付けて、それをいかに保存継承、活

るブースとの連携を図ること等によって多

用していくべきかということを真剣に考え、
そのことに取り組んでいこうとしている地

くの人々に伝える機会を得られれば、それが
SNS 等を通して拡散し、その土地の魅力の認

域がまだかなり少ないという状況もあると

知度が上がり、日本はもとより海外でも認知

考えられる。祭り保存団体は毎年の祭りを

され、注目されるようになろう。そういった

従来どおりやっていくということのみをや

意義を既に認識している地域もあるが、伝統

り、自治体は祭りに関して文化財課は文化

文化は伝統文化、観光での誘客は観光での誘

財課の業務に関わる保存、観光課は観光資

客、農業は農業、土地の食は土地の食、とい

源としての活用等のみに終始している。そ

うようにバラバラのままで、それを取りまと

の地域の活性化のために、何かをしていっ

めて地域外へ訴求し、それによって地域外部

た方が良いという漠然とした思いはそれぞ

の人たちの誘客につなげるための積極的な

れ持っていても、それらを横断的に捉えて

行動をしている地域は、同財団法人のマッチ

地域活性化を図るに至っていない地域が多

ングサイトが十分に活用されていない状況

いが、毎年 10 万とも 20 万ともいわれる地

から考えても、まだまだ少ないものと考えら

域の祭りが消えていっていると言われてお

れる。地域のお祭りを紹介し、その参加者を

り、存続の危機に直面している地域も多く

募るサイトを作っただけでは地域の伝統芸

あると考えられる。地域の祭りというもの

能の保存、継承とその活用促進は難しい。地

は、絶対になくてはならないという感覚も
139

域の伝統芸能の保存、継承にあたっては、外
部から参加者を募る考え方もあり、その方法
としてマッチングサイトを活用するという
選択肢があることを、自治体の文化財保存担
当部署や祭り保存団体等へより細やかに伝
えていくことが必要であり、それを持続的に
行うためには、交流人口の促進を担う観光担
当課にも併せてその認識を高めることが肝
要であると考えられる。
海外公演への祭り団体の派遣も、祭りのポー
タルサイトによって地域外から祭りの担い
手を募ることも、どちらも地域で以前より行
われてきた本来の祭りの形とは異なる要素
はあるが、少子高齢化が進む現在において、
祭りの存続・継承と地域振興の観点より、そ
の伝統文化の形守りながらも、その貴重な伝
統文化自体を絶やさぬように、外部からの担
い手や訪問者を受け入れる選択肢も考慮し、
より幅広い視点から当該地域における伝統
文化の保存、継承および地域振興の在り方を
考えていくことが重要となってきているも
のと考えられる。
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日本のクルーズのあり方についての考察
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博士後期課程
成実

信吾

Research on appropriate style of cruise in Japan
それゆえ、クルーズは費用対効果が高く、手軽

1. 研究の背景と目的
クルーズは、船を使った観光旅行であり、その

に楽しめる旅行商品と認識され、全世界、とりわ

起源は古代に遡ることが出来る。しかし、古代の

け米国で人気がある。世界のクルーズ人口は、米

クルーズは特権階級が自らの楽しみのために行

国の大手クルーズ船社の団体クルーズ・ライン・

っていたものである。それに対して、現在日本や

インターナショナル（Cruise Line International

米国で行われている現代のクルーズは、一般大衆

Association、略称 CLIA）の推計によると 2015

が楽しむものであり、かつそれがビジネスとして

年は約 2,400 万人であり、その内の約半分 1,200

成り立っているものである。更に、現代のクルー

万人は米国人である。

ズには、船に乗って観光地を巡るだけではなく、

日本ではまだクルーズは高額なものと認識さ

船の上での生活を楽しむという特徴がある。クル

れているが、米国では、若いファミリー層でも気

ーズにとって、観光地を巡るのはその楽しみの半

軽に乗れる安くて短期間のカジュアルなもの（3

分に過ぎず、残りの半分は船の上での生活を楽し

泊 4 日で一人 US$300 程度、カジュアルクラスと

むものである。

称する）や、高サービスで長期間の高級（ラグジ

通常の旅行であれば、観光地まで移動し、その

ュアリークラスと称する）なもの、そして両者の

土地を観光し、ホテルにチェックインして一泊し

中間（プレミアムクラスと称する）のもの、と色々

たのち、翌日はホテルをチェックアウトして、再

あり、
選択の範囲が広い。
一人 US$300 であれば、

び移動する、という繰り返しである。慌ただしく、

子供一人を連れたファミリー層ならば、US$900

疲れるものである。

の出費で 3 泊 4 日のクルーズが楽しめる。それゆ
え、米国のクルーズ人口の年齢分布を見ると、高

しかし、クルーズは船が目的地に連れて行って

齢者に次いで 30 代が多い。

くれるので、船に乗ってしまえば、下船するまで
荷造りの必要はない。乗船時に衣類を船室の引き

日本でクルーズが本格的に始まったのは、新造

出しに仕舞えば、スーツケースは押入れに入れ、

クルーズ船の竣工が相次いだ 1989 年（平成元年）

下船時まで引き出すことはない。

と言われているが、国土交通省の推計によると、

食事は乗船中一日 3 回提供され、ショーなどの

クルーズ人口は以来長年 17～18 万人に止まり、

エンターテインメントプログラムは洗練してい

最近になって漸く 20 万人に達した。日本は四方

て豊富にあるので、退屈することはない。ほとん

を海に囲まれているので、日本人は船には馴染み

どの食事やエンターテインメントプログラムの

深いはずであるが、船を利用した娯楽であるクル

料金は、クルーズ料金に含まれている。一般の旅

ーズの人口は長年増加していない。

行のように、良いレストランや劇場を求めて町を
さまよう必要はない。
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いるが、それでも米国のものと比較すると高価格
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と言える。米国のマイアミからバハマ諸島往復の
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ズ料金は、米国のラグジュアリークラスとプレミ

年

図 1

円となり、米国の 3～4 倍になる。日本のクルー
アムクラスの中間に位置しており、若いファミリ

日本のクルーズ人口の推移（出典：国交省

ー層が気軽に楽しめるものにはなっていない。

海事レポート他を基に筆者作成）

それゆえ、
日本のクルーズ参加者の年齢は 50 歳

一方、米国は大陸国であるにも関わらず、クル

以上が 7 割以上を占めている。

ーズ人口は右肩上がりで推移しており、1989 年
の 328 万人から 1914 年には 1,121 万人と 3 倍に
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増加している。これは、現代のクルーズのビジネ
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図 4 日本のクルーズ参加者の年齢分布（出典：
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（公財）日本生産性本部の「レジャー白書 2016」
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によると、2015 年一年間に日本人が参加した 108

年

の余暇活動種目の内、クルーズは第 86 番目に位

米国クルーズ人口の推移（出典：CLIA の

置している。そして、
「将来参加してみたい」とい
う種目としては、クルーズは 35 番目に位置して

データを基に筆者作成）

いる。 つまり、日本の余暇活動でクルーズは将

30%
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24%
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24%

来参加してみたい、と思う人はいるものの実際に
参加者した人の数は少なく、まだ一部の愛好家の

17%

15%
10%

もの、と言わざるを得ない状況にある。
8%

日本のクルーズ人口が長年増加しないのは、そ
4%
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の増加を阻害する要因があると考え、その阻害要
因を探ったところ、日本のクルーズ船社が提供す

75~

年齢層

る商品は市場が求めているものとは異なってい

図 3 米国のクルーズ参加者の年齢分布（出典：

るのではないか。即ち、米国のクルーズのように

CLIA のデータに基づき筆者作成）

低価格で短期間のクルーズが提供されていない

日本のクルーズ船の料金は、
2002 年頃は一人一

ため、クルーズ人口が拡大しないのではないか、

泊当たり 6 万円前後であったが、2016 年には一

という結論に達した。

人一泊当たり 3～4 万円となり値段が下がっては

しかし、低価格を追求するためには、米国のク
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ルーズ船社が行ってきたようにクルーズ船を大

なるので、合併が必要となる。嘗て米国のクルー

型化する必要がある。現在日本籍のクルーズ船は

ズ船社カーニバル・クルーズ・ライン（Carnival

3 隻あるが、2 隻は 2 万総トン、乗客定員 400 人

Cruise Line）が、10 万総トン以上のクルーズ船

型、
1 隻は 5 万総トン、
乗客定員 800 人型であり、

の建造をスタートさせるとほぼ同時に同業他社

世界的に見て小型から中型の船である。一方、現

の吸収合併を行い、世界最大のクルーズ船会社グ

在世界最大のクルーズ船は 22 万総トン、乗客定

ループを作り上げた経緯や、第二のグループであ

員 5,400 人型が 3 隻あり、更に 10 万総トン、乗

るロイヤルカリビアングループが、自社の船隊を

客定員 2,500 人以上の大型船は 63 隻が運航され

拡充し、世界最大のクルーズ船を建造しているの

ている。

で、これらの事業展開やマーケティングなどを分
析し、日本に適用できるか検討し、日本に相応し
いクルーズはどのようなものかを調べ、それを実
現するためには何が必要かを研究する。
１． 研究方法
(1) 先行研究の分析
日本のクルーズ研究は、クルーズ自体の不人気
を反映してほとんど無い。
一方、クルーズ大国である米国は、論文が大変多
いので、米国の論文を分野別に分類し、研究する。

図 5 世界最大のクルーズ船アリュールオブザシ

(2) テーマ別研究

ーズ号（Allure of the Seas）
（筆者撮影）

a.

米国クルーズ船社の事業展開の分析
米国のクルーズ船社が行って来た同業他社の

クルーズの特徴として、寄港地周辺へ大きな経
済効果を与えることも挙げられる。上述の通り、

吸収合併や自社の船隊拡充などの事業展開を調

クルーズ船は大型化しており乗客定員 2,500 人以

査し、分析し、日本での利用の可能性について検

上の大型船が多数運航されている。更に乗組員も

討する。

1,000 人から 2,000 人必要となり、これらの人々

b. 船員問題の研究
既述の通り、近年クルーズ船の巨大化が進んで

が下船して買い物や観光に出るため、大きな観光
消費が発生する。この直接の観光消費以外にも、

おり、5,000 人以上の乗客を乗せることが出来る

観光消費のための原材料の仕入れによる関連産

巨大船が出現しているが、そうなると乗組員も

業の発展等が期待できる。

2,000 人を超えることになり、コスト削減要求か

日本では近年中国から大型のクルーズ船が九

ら多国籍化は避けられない。しかし、船という閉

州の各港に寄港しており、2015 年の外国船寄港

鎖空間で数か月連続勤務しなければならないた

回数のトップは博多港となった。これによる経済

め、対人関係等の問題が出てくる。米国ではこの

効果は直接の観光消費だけでも 196 億円ある、と

面の研究も進んでおり、今後日本でクルーズ船を

推計される。

巨大化する際にはどのようなことが必要になっ

本研究においては、日本におけるクルーズはど

ていくか、検討する。

ういうものが良いか、を検討する。具体的には、

c.

マーケティング手法の分析

クルーズ料金の低価格化には上述の通り、クルー

米国のクルーズ船社のマーケティング手法を

ズ船の大型化が必要だが、今の日本のクルーズ船

分析し、その手法が日本でも利用可能かを検討す

会社 3 社が自社船を大型化すると競争がはげしく

る。
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d. 米国におけるクルーズ船巨大化の経緯の調査

日閲覧
http://www.mlit.go.jp/common/001080681.pdf#s

と日本の港湾の現状についての分析
米国ではクルーズ船が巨大化したが、クルーズ

earch=%27%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83

人口もそれにつれて増加しているので、その推移

%BC%E3%82%BA%E6%8C%AF%E8%88%88%

を分析する。また、クルーズ船は大きいと入港で

E3%82%92%E9%80%9A%E3%81%98%E3%81

きる港も限られることから、日本の港湾の現状に

%9F%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%89%B5%

適した大きさのクルーズ船を探る。

E6%88%90%27

３．本年度の取り組み

3)（公財）日本生産性本部編「レジャー白書 2016」
、
（公財）日本生産性本部、2016 年 7 月 14 日

昨年は、研究の計画を立案し、日米の先行研究
の分析を行った。日本ではクルーズの人気があま

4)福岡市経済観光文化局「平成 27 年博多港寄港

りない事から日本のクルーズに関する論文は僅

クルーズ船乗客実態調査（概要）」
、平成 28 年 1 月

か 7 本しかなかった。どの論文も日本のクルーズ

発表、2016 年 12 月 15 日閲覧

についての問題点の指摘はあったが、解決策の提

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/5

示はほとんどなかった。

2066/1/cruise.pdf#search=%27%E5%B9%B3%E

一方、クルーズ人気が高い米国は論文も多く、

6%88%9027%E5%B9%B4%E5%8D%9A%E5%

400 本強あった。それらの論文を分類し、筆者の

A4%9A%E6%B8%AF%E5%AF%84%E6%B8%A

研究テーマである、米国クルーズ船会社の事業展

F%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3

開、船員問題、マーケティング、クルーズ船巨大

%82%BA%E8%88%B9%E4%B9%97%E5%AE%

化等に関連するものをピックアップし、分析した。

A2%E5%AE%9F%E6%85%8B%E8%AA%BF%

４．今後の計画

E6%9F%BB%27
5)森本三男「北米及び日本の外航クルーズ事業展

米国クルーズ船会社が合併を繰り返し、巨大化
していった経過を、米国の関連する論文を使用し

開と企業の適応戦略」白鴎大学『白鴎大学論文集』

て調査する。また、船員問題について、多国籍化

第 17 巻第 1 号、2002 年 9 月、13 頁～51 頁

のメリットとデメリットを米国の論文から読み

6) CLIA Asia Cruise Trends 2016、2016 年発表、2016

とき、日本のクルーズ船に適合できるか、調査す

年 11 月 28 日閲覧

る。そしてマーケティング手法についても米国の

http://www.cruising.org/docs/default-

例より日本への適用の可否を検討する。最後に日

source/research/clia-2016-asia-cruise-trends-

本の港湾の状況を見た上で、日本の港に相応しい

report-.pdf?sfvrsn=0

クルーズ船の大きさについて検討する。

7) CLIA 2014 North American Cruise Market Profile,
2015 年 1 月発表、2016 年 7 月 25 日閲覧

これらを総合して、日本に相応しいクルーズ船

http://www.cruising.org/docs/default-

会社とクルーズ船のあり方について検討する。

source/research/clia_naconsumerprofile_2014.p
df?sfvrsn=2
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1)国土交通省海事局プレスリリース「2015 年の我
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月発表、2016 年 12 月 6 日閲覧
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2)国土交通省港湾局「クルーズ振興を通じた地方
創生」平成 27 年 2 月 13 日発表、2016 年 4 月 13
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Ⅲ．インクルーシブ・アフリカ

１．活動概要

平成 28 年度国際共生社会研究センター 研究概要

アフリカ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

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）
志摩

准教授
憲寿

Inter-disciplinary Study for Inclusive Development in Africa
1. はじめに
(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、そして、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ということであろう。
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、まさに「言
うは易く行うは難し」で、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、分野横断的に現場から研究を進めてゆくこととしたい。
(2) 昨年度までの活動
昨年度は、研究員らによる個別研究に加え、アフリカ開発銀行より専門家を招聘して国際ワークショ
ップ「Sustainable Development and International Contribution for African Countries」
（2016 年 1
月 8 日、於：東洋大学白山キャンパス・スカイホール）を開催した。昨年度の活動から、本年度につな
がる研究の枠組みに対する有益な示唆が得られた。
2. 本年度の活動
研究員は昨年度より継続的に個別研究に取り組んだ。本年度は、特に、国際シンポジウム及び国際ワ
ークショップを通じて、ジョモ・ケニヤッタ農工大学との協力関係が約束され、現地調査を実施するこ
ととなった。
(1) 国際シンポジウム「Development and Environment in Africa: Human Resource Development on
Technology and Society」
去る 11 月 11 日に、ケニアのジョモ・ケニヤッタ農工大学と東洋大学との学術協定調印式ならびに国
際シンポジウム「Development and Environment in Africa: Human Resource Development on Technology
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and Society」を東洋大学井上円了ホールにて開催した。
ジョモ・ケニヤッタ農工大学はケニアのナイロビ郊外に立地する大学で、1977 年以来 JICA の支援を
受けて拡充し、今や 3 万人以上の学生数を有する総合大学である。東洋大学としては、今回初めてアフ
リカの大学との大学間学術協定を結ぶこととなった。調印式では、ジョモ・ケニヤッタ農工大学副学長
ロマヌス・オディアンボ・オティエノ先生と東洋大学副学長・国際共生社会研究センター長の北脇秀敏
先生が調印された。
シンポジウムは、この新しい学術協定を推進すべくアフリカをテーマとし、第一線で取り組んでいる
5 名の研究者・実務家より講演をいただいた。司会は杉田研究員が務めた。
① 「シンポジウムによせて」
（アフリカ開発銀行アジア代表事務所・所長 横山正氏）
アフリカの近年の高い経済成長とその背景、課題などを概説した上で、アフリカ開発銀行の役割と活
動を紹介した。
② 「ジョモ・ケニヤッタ農工大学と凡アフリカ大学の役割と人材育成」
（ジョモ・ケニヤッタ農工大学・
副学長 ロマヌス・オディアンボ・オティエノ氏）
オディアンボ先生の講演は、ジョモ・ケニヤッタ農工大学の歴史と現在について紹介するもので、東
洋大学が今後パートナーシップを組む中で、多様な分野での協働の可能性があることを示唆するもので
あった。また、同大学は、アフリカ全体の高等教育を推進する Pan African University （PAU）プログ
ラムにおいて、PAU の東部拠点としてアフリカの科学技術イノベーション分野の産業人材を育成する役
割を担っている。
（独立行政法人国際協力機構・安全対策総括役
③ 「アフリカにおける人材育成」

加藤正明氏）

加藤氏は、第 6 回東京アフリカ開発会議（TICAD VI）を概要し、アフリカの人材育成における JICA
の取り組みを紹介した。特に、長年の人材育成支援の好事例がジョモ・ケニヤッタ農工大学への支援で
あり、現在は上記の PAU の支援も実施している。さらに、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラ
ム（SATREPS）を通じた研究協力や ABE イニシアティブを通じたアフリカ人留学生の支援も JICA のアフ
リカにおける人材育成の一環であることを説明した。
（ジョモ・ケニヤッタ農工大学生化学・環境工学部・准教授
④ 「アフリカにおける農業と技術」

パト

リック・ホメ氏）
ホメ先生は、アフリカの環境における農業や食料の安全保障の脆弱性を説明した上で、その克服には、
アフリカの環境にあった技術革新が必要であることを訴えた。また、ジョモ・ケニヤッタ農工大学では、
そうした草の根で役に立つ技術や情報伝達方法を開発していることを具体例を交えつつ紹介した。

写真 1 国際シンポジウムにおける講演（左から横山氏、オディアンボ先生、加藤氏）
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⑤ 「民間主導のアフリカ経済」
（東洋大学国際地域学部・学部長

坂元浩一氏）

坂元先生は、アフリカのマクロ経済の状況について、経済が低迷している国も少なくない一方、ナイ
ジェリアや南アフリカなど経済成長を遂げている国もあり、ケニアやエチオピアは 2017～2021 年で 6
～7％の年経済成長率が予測されていると指摘した。また、アフリカへの投資も増えており、近年、中
国もアフリカへの投資を拡大させており、日本の企業もまたアフリカでの展開をみせていることなどを
紹介した。
本シンポジウムには、学内外のアフリカからの留学生も多くを含め延べ 800 名を超える参加があり、
最後には参加者を交えた活発な議論が交わされた。
(2) 国際ワークショップ「Toward International Collaborative Research between JKUAT and TOYO」
国際シンポジウムに続く 11 月 14 日には、白山キャンパスにて、国際ワークショップ「Toward
International Collaborative Research between JKUAT and TOYO」 を開催した。本ワークショップは、
センターとジョモ・ケニヤッタ農工大学との間の協力関係の具体的な第一歩として共同研究の可能性を
検討することをねらいとするものであり、ジョモ・ケニヤッタ農工大学よりパトリック・ホメ先生が出
席し、センター研究員らと議論を交わした。
ホメ先生による講演「Recent Research Focus of JKUAT」で
は、ジョモ・ケニヤッタ農工大学における研究活動が紹介され
た。同大における研究は「経済開発に向けた科学、技術、イノ
ベーションと起業家精神（Science, Technology, Innovation and
Entrepreneurship for Economic Development）」を重視してお
り、その下で 10 項目の重点研究分野に取り組んでいること、ケ
ニアにおける同大の位置付けや学内組織、研究費をはじめとす
る同大における研究実施体制などが説明された。また、具体的
な研究事例も紹介された。
続いてセンター研究員による話題提供「A Concept Mapping of
Education Diplomacy」
（花田研究員）
、
「Water×Micro-topography

写真 2

国際ワークショップにお

×Settlement」
（志摩研究員）
、
「How did better access to water

けるホメ先生の講演

change people’s life in 15 years?」
（杉田研究員）において、
個別研究の論点が紹介され、ジョモ・ケニヤッタ農工大学における研究との接点を探った。
本ワークショップを通じて、2017 年 2 月末に現地にて実施する共同調査のテーマや具体的なロジまで
が検討されるなど、共同研究への第一歩が開かれた。
(3) 研究員による個別研究
研究員による本年度の主たる研究成果は次の通りである。
① 途上国経済の内発的発展に関する研究（坂元浩一）
本研究は、内発的発展を総合的に分析し、グローバル化・自由化の中で、発展途上国の経済全体と産
業を対象として、内発的発展のための方策を提案するための基礎とするものである。
本年度は、これまで同様にアフリカ全体の経済を対象として、貿易や投資など国際経済関係のミクロ
情報を集めた。加えて、日本と中国の経済協力の動向について、サーベイを行った。
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② 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）
本研究では、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」の事例から、そ
の展開可能性を探ることを目的としている。
本年度は、持続可能な開発目標やニュー・アーバン・アジェンダなどのグローバルな開発目標とイン
フォーマル市街地のまちづくりとの接点を整理した上で、ルサカ及びジャカルタにおける現地調査をふ
まえつつ、インフォーマル市街地の居住環境の改善において「三方一両損」的な発想に基づく空間形成
が重要であることなどを指摘した。
③ アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究（杉田映理）
アフリカ諸国における地方給水や衛生改善をテーマとする本研究では、特に、水アクセス向上による
生活への影響と変容、Menstrual Hygiene Management、さらに、日本におけるトイレ・手洗い問題に
も着目する。
本年度はマラウィにおける水アクセス向上による社会的な影響、とくにジェンダーに焦点を当てて
JICA と調査し、女性や子どもへの生活変化が正のインパクトのみならずジェンダー関係や社会関係に
も影響することを指摘した。また、ウガンダおよび日本国内にて、水利用、生活、衛生、月経をキーワ
ードに現地調査を継続的に行った。
④ アフリカ諸国と先進諸国間における高等教育パートナーシップに関する研究（花田真吾）
本研究は、アフリカ諸国と先進諸国間の高等教育パートナーシップが、アフリカ諸国の高等教育の発
展に対してどのような効果をもたらしているかについて探求することを目的としている。
本年度は、高等教育パートナーシップの 4 類型（地域公的機関型、コンソーシアム型、機関型、大学
型）に基づき、アフリカ地域を対象としたコンソーシアム型および大学型パートナーシップについて、
アフリカ現地での人材育成が積極的に展開されていることを明らかにした上で、海外ブランチキャンパ
スの展開において、既述のメリットを認めつつも、アフリカ地域の高等教育の持続的可能な発展に向け
た課題を指摘した。
3. 来年度に向けて
本年度の活動において、国際シンポジウム及び国際シンポジウムを通じてジョモ・ケニヤッタ農工大
学との間の協力関係が具体化されようとしている点は特筆に値しよう。研究員らは 2017 年 2 月末には
ジョモ・ケニヤッタ農工大学にてワークショップを開催した後に、オディアンボ先生やホメ先生をはじ
めとする同大研究者らと共に、タンザニアとの国境の町ナマンガ（Namanga）のマサイ・コミュニテ
ィにおいて共同調査を実施することとなった。共同研究の成果は、まず、センターより出版される書籍
としてまとめ、続いて学術誌等においても積極的に報告しつつ、引き続き協力関係を深化させてゆきた
い。
注）本稿の一部は、国際共生社会研究センター・ニューズレターにおける杉田研究員の寄稿及び拙稿を加筆・修正したも
のである。
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２．研究報告

平成 28 年度国際共生社会研究センター

研究概要

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
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）

准教授

志摩

憲寿

A Study on Machizukuri-based Urban Planning in Asia and Africa
フリカ都市に焦点を当て、インフォーマル市街地

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、

における「まちづくり」の事例から、その展開可

多くの場合、旧宗主国に由来する近代都市計画は

能性を探ることを目的とするものである。昨年度

事実上機能不全に陥っており、スラム等のインフ

は、ヨハネスブルグ、ケープタウン、ルサカ、ケ

ォーマル市街地の形成と拡大が続いている。しか

ニア、ダカールなどこれまでに実施した現地調査

しながら、近代都市計画の軛を外してこうしたイ

での知見を交えつつ、アフリカ都市の形成経緯と

ンフォーマル市街地を改めて眺めると、すべてが

現状を整理したが、本稿では、都市をめぐるグロ

否定的にとらえられる訳ではない。無論、貧困や

ーバルな開発目標が次々と打ち出されたことを

劣悪な居住環境をはじめとしてインフォーマル

ふまえつつ、こうした目標とスラムのまちづくり

市街地には深刻な問題を抱えていることも事実

との接点を論じ、ジョモ・ケニヤッタ農工大学と

ではあるが、そこに住まう人々による「手づくり」

共同で実施するケニアでの現地調査に向けた論

の「まちづくり」もまた見られるようになった点

点を探ることとしたい。

は評価すべきであろう。
2. グ ロ ー バ ル な 開 発 目 標 と ス ラ ム の ま ち づ

こうした「手づくりのまち」という空間は、家

くり

族、生活、仕事、教育といったコミュニティにお
ける人々の生活が現れた空間であり、人々の営み、

持続可能な開発目標における「持続可能な都市

とりわけ、こうした空間を改善しようとする営み

とコミュニティ」（目標 11）や「ニュー・アーバ

は、フォーマルな市街地において近代都市計画と

ン・アジェンダ」をはじめとして、都市をめぐる

その基礎を成す近代的土地所有権とが想定する

グローバルな開発目標が次々と打ち出されてい

「土地所有権の確定→都市マスタープランの確

る。例えば、先のミレニアム開発目標では、都市

定→都市計画規制の確定→計画・建築許可→開発

に関する目標はスラムの居住改善が中心であっ

→居住」という一意的かつ単線的なプロセスでは

たことを考えると、これらはより総合的な内容と

なく、まちづくりのプロセスでは、行きつ戻りつ

なったが（表 1）、スラムの問題を等閑視してはな

を繰り返しながら「コミュニティ・ガバナンス」

らない。確かに世界的にみて都市におけるスラム

が漸進的に展開してゆく。このようなまちづくり

の人口は、国連ミレニアム宣言の採択された 2000

のプロセスにこそ、近代都市計画の限界を克服し

年から 2014 年までの間に割合として減少しては

得る、アジア・アフリカ地域における都市計画の

いるもののスラム人口は 1 億人近く増加しており、

ありようを見出すことができるのではなかろう

さらに、今後の都市化の趨勢を考え合わせると、

か。本研究の問題意識はここにある。

スラムへの対応は、引き続き、急速な都市化の進
んだアジア・アフリカ・ラテンアメリカの都市に

このような立ち位置の下で、本研究は、特にア
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表 1

持 続 可 能 な 開 発 目 標 に お け る 目 標 11

からスラムを捉える功利主義的なアプローチは、

「持続可能な都市とコミュニティ」
（ 出 典：文

スラムに対して望ましい結果を導くとも限らな

献 1）

い。近年では「気候変動」が都市全体からのアプ
ローチにおける常套句となっているのか、例えば、
マニラ首都圏全体では気候変動に伴う洪水対策
が必要であり、河川や運河の両岸 3 メートルの違
法建築物を撤去したが、その多くがスラムであり、
筆者の訪ねたところでは、クリアランスされた跡
地に建設されたのは、皮肉にもコミュニティセン
ターであった（写真 1）。
3. イ ン フ ォ ー マ ル 市 街 地 の ま ち づ く り か ら
学ぶこと：ルサカとジャカルタから
折しも、ニュー・アーバン・アジェンダでは、
フランス人の社会学者アンリ・ルフェーベルらが
唱える「都市への権利（Right to the City）」など
も受け、「現在及び将来にわたって、誰も排除す
ることなく全ての人々が等しく都市や居住の恩
恵に預かる」ことが謳われているが、この関連で
は、スラム住民にとっては「エンパワメント」の
重要性が長く指摘されており、近年は、スラム住
民の土地所有権を正規化するという手法がスラ
ムの居住環境改善策として多く採用されている。
土地所有権が正規化されることにより、スラム住
民にとっては安定した居住が約束され（その結果、
住宅を含む居住環境の改善が期待される）、また、
土地を担保にしたローンなども利用可能となり、
それがスラム住民のエンパワメントへとつなが
るという論理である。
ザンビアの首都ルサカでは、2000 年代初頭よ
り未計画居住地「コンパウンド」の居住者に対し
て 土 地 所 有 権 の 正 規 化 を 図 る 「 Lusaka Land

写真 1

Tenure Initiative」が進められ、事業実施地区で

気候変動対応の一環としてクリアラ

は、土地所有権を得た者は立ち退きに対する恐怖

ンスされたスラム（マニラにて）

を感じることが少なくなったり、また、土地所有
権を有する女性は地区の環境改善活動にも積極

おける喫緊の課題である。
また、グローバルな開発目標が総合的な内容で

的に関わり女性のエンパワメントへと繋がるな

あるからといって、経済学で言うところの「ヒッ

ど、教科書的な成果もみられたが、地区の居住環

クスの楽観主義」にも似た発想の下での都市全体

境に目を向けると、必ずしも望ましい結果という
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訳でもなかった。土地所有権が確定したことによ

に設置したり、庇は路地の中心線を限度とするな

り、住民はそれぞれの敷地をブロックやフェンス

どの建築ルールがあり（写真 2）、かつ、それは明

で囲み、その中で次々と家屋を建て始めるなど、

文化されている訳ではなく、カンポン内の様々な

地区の高密化が（徐々にではあるが）進むことが
懸念された（図 1 の(1)）。一方、土地所有権の正
規化が進められていないコンパウンドでは、土地
所有権は「ヘッドマン」と呼ばれる世襲制のコミ
ュニティ・リーダーによって付与されるもので、
居住権は安定していない。実際、筆者の訪ねたコ
ンパウンドでは、次期ヘッドマンが当該コンパウ
ンドを民間事業者に売却して再開発するとの噂
もあった。しかしながら、地区の居住環境には近
隣同士で互いを慮る姿勢が伺えた点が印象的で
あった。住民は自らの土地を囲い込むことはせず、
近隣住民が通行できる抜け道を空けていたり、ま
た、家屋を建てる際には近隣と相談せねばならな
い（これはトイレを設置する際にとりわけ深刻で
あるという）。その結果、コンパウンドはあまり
高密化せず豊かな居住環境が維持されていた（図
1 の(2)）。
近隣を慮ることは、ジャカルタ中心部チキニ地
区の「カンポン」（自然発生的市街地を言い、都
市化の圧力のもとで多くが高密化している）にお

写真 2

いてもみられた。住戸の新築や改修にあたって、

半公共的空間のテラスでくつろぐ住民（ジャ

例えば、窓は隣家のプライバシーを損ねないよう

カルタ・チキニ地区にて）

(1) 土 地 所 有 権 を 正 規 化 し た コ ン パ ウ ン ド

(2) 慣 習 的 な 土 地 所 有 権 の 下 に あ る コ ン パ ウ ン

（ Chaisa 地 区 ）
図1

道路中心線を守って設置された庇と

ド （ Chazanga 地 区 ）

土 地 所 有 権 の 違 い に よ る 土 地 の 囲 い 込 み （ 出 典 ： 文 献 2）
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classified as Objective Tenure Security (OTS), while other types of land ownership, like Inherited
Right to Build (B1), Girik Letter11 (B2), Contract of Sale12 (B3), Receipt of Land Transaction13 (B4)
and Inheritance Letter14 (B5), issued under the customary law or religious law, can be classified as
Subjective Tenure Security (STS).
表2
Type of Tenure Security
A)

B)

チ キ ニ 地 区 に お け る 土 地 所 有 権 の 状 況 （ 出 典 ： 文 献 3）

Table-2 Status of Land Ownership

Number of Respondents
(persons/ %)

Objective Tenure
Security (OTS)
Subjective Tenure
Security (STS)

C)
Decline to Answer
Number of Respondents (persons)

2

Type of Land Ownership

Number of Respondents
(persons/ %)

2.53%

A1)

Right of Ownership

2

2.53%

74

93.67%

B1)
B2)
B3)
B4)
B5)

Inherited Right to Build
Girik Letter
Contract of Sale
Receipt of Land Transaction
Inheritance Letter

8
11
4
9
42

10.13%
13.92%
5.06%
11.39%
53.16%

3

3.80%

3
79

3.80%
100.00%

建設行為をとりしきる棟梁のような人物によっ

近隣を慮りつつ、皆が少しずつ我慢する、いわば

て運用されていた。無論、彼と親しいかどうかで

「三法一両損」的な発想に立つことが重要なので

このルールの運用状況も異なろうし、近代的な制

はなかろうか（但し、スラム住民はしばしば社会

度観の下では公平性の問題もあろうかと思われ

的に弱い立場に置かれていることから、これらの

るが、ここで特筆に値するのは、ルールの根底に

諸権利は保護された上での話であるが）。

近隣を慮るという原則があり、かつ、それが住民
それでは、居住環境を保つ上で「三方一両損」

によって守られているということであろう。
さらに、このチキニ地区の土地所有権をみてみ

的な発想に基づいて、どのような空間を形成すれ

ると（表 2）、政府によって土地所有権の正規化が

ばよいのだろうか。自然発生的に形成・拡大して

奨励されてはいるものの、インドネシアの土地基

きたインフォーマル市街地は、根底的には、自然、

本法において慣習的な所有権が否定はされてい

とりわけ水、との関係から読み解くことができる

ない状況も重なり、殆どの住民が有するのは、イ

のではなかろうか。ケニアでの現地調査をはじめ

スラム教に基づく相続などの慣習的な土地所有

として続く研究課題としたい。

権である。再び教科書的に言うならば、居住環境
参考文献

の改善は望めないということになるが、実態をみ
ると、住民は上述のような建築ルールの下で住宅
の改修を行っているのである。他方で、正規の土
地所有権を取得した数パーセントの者の中には、
土地の売却をねらった登記もみられた事実は皮
肉ですらある。
4. お わ り に
ルサカの例に見るように、土地所有権の正規化
によるエンパワメント効果には一定の評価が与
えられるが、それが居住環境ということになると
別の論点があるように思える。すなわち、スラム
の居住環境改善においては、個人個人が権利を主
張しつつ「Win-Win」の解決を目指すのではなく、
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1. 本研究の概要

Book Proposal on Aid to Africa
List of Contents

研究期間全般に渡って、内発的発展を総合的に
分析する。すなわち、内発的な部分のみならず、

Chapter 1 Aid to Sub-Saharan Africa by Major

外国主導の部分も分析する。重要な分析項目とし

DAC Countries

て、政府の政策について政策評価を行う。グロー
Chapter 2 Aid to Sub-Saharan Africa by Japan

バル化・自由化の中で、発展途上国の経済全体と
産業を対象として、内発的発展のための方策を提

Chapter 3 Aid to Sub-Saharan Africa by China

案するための基礎となる研究である。
主な対象地域はアフリカであるが、アジアの経
済も対象とし、また先進工業国や中国からの投資

Chapter 4 Rivalry in Aid between China and

や援助も含めることとする。

Japan

アフリカについては、経済規模の大きい主要国
Explanations of Contents of Each Chapter

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

Chapter 1 Aid to Sub-Saharan Africa by Major
DAC Countries

２．これまでの研究の進捗と成果

As an introduction, history of aid to Africa
by major DAC countries is explained. The

以下に国別・地域別の研究の進捗と成果を説明

policies and their achievements are

する。

summarized. Much attention is paid to aid
reforms since the end of Cold War, which

２．１ 日本と中国の対アフリカ援助

culminated in Paris Declaration on aid
2017 年 5 月に向けて、米国の World Scientific

effectiveness in 2005, and to debt relief for

社の出版物として、日本とアフリカの対アフリカ

low income countries (HIPCs) led by European

援助の動向と政策について、原稿を作成中である。

donors in 1999 and 2005..

出来上がりは 200 ページの予定である。
Chapter 2 Aid to Sub-Saharan Africa by Japan

2016 年秋に筆者が提出したプロポーザルの要

An overall analysis is made of Japan’s aid

点は下記の通りである。

policies and their achievements for Africa. A
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careful analysis is made of its independent

２．２ フランスと日本の対アフリカ共同政策

policies and a forced adoption of Western-led
2016 年 12 月に上海とパリで行った現地調査を

aid reforms mentioned in Chapter 1 above.
China has followed Japan’s history of aid to

踏まえて、両国協調の政策の小論を作成した。骨

some extent.

子は下記の通りである。

Chapter 3 Aid to Sub-Saharan Africa by China

（小論骨子）

A comprehensive analysis is made of China’s

2017 年 5 月の大統領選挙結果にかかわらず、我

aid policies and their achievements for Africa.

が国は、経済自由化を進める仏国と、二国間の協

Aid is analyzed in the context of economic

力体制を維持していくべきである。2013 年のオ

cooperation, namely ODA, OOF, private fund,

ランド大統領の訪日の際に、共同声明として「安

and of external trade. Substantive data are

全保障・成長・イノベーション・文化を振興す
るための特別なパートナーシップ1」が打ち出さ
れている。付属文書として、「日仏間協力のた
めのロードマップ（2013－2018 年）」が発表さ
れた。

captured, using government publications and
those of OECD and of other international
organizations.
Also included are short analyses and
observations by Chinese scholars as well as

本年 1 月 6 日，パリを訪問中の岸田外務大臣及

Western specialists with whom the author has

び稲田防衛大臣は、第 3 回日仏外務・防衛閣僚

interviewed. In the past 10 years, the author

会合（
「2＋2」
）に出席した。本紙 1 月 7 日（夕

has interviewed with Chinese scholars who

刊）に、日仏が防衛連携を拡大すると報道され

belonged to a national think tank in
international relations in Beijing, and to

ている。2岸田大臣は、フィガロ紙にこの面での

BRICS Institute of Fudan University in

協力拡大を投稿した。3

Shanghai. The Western specialists belong to

仮に野党（FN）が総選挙でも投票率で躍進した

OECD and French Aid Agency.

としても、経済の自由化とフランス企業の国際化
は進んでいくであろう。欧州の盟主として、欧州

Chapter 4 Rivalry in Aid between China and

および世界への展開を推進することが同国の生

Japan

きる道である。

First, recent developments in aid policies by
two countries are reviewed. Statements of the

次に対外直接投資については、同期間に欧州 69％、

meetings of TICAD (Tokyo International

中国 5％、日本 4％である。しかし、旧植民地の

Conference on African Development) since 1993

アフリカを含む各地域に幅広く展開している。

and FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation)
since 2000 are reviewed with their

筆者は、昨年末に仏国外務省の関係者と面会す
る機会があったが、2013 年の共同声明における
アフリカ支援を強調していた。「戦略・経済対

achievements.
Second, based on foreign policies of the two
countries as well, future policy directions

1

are surveyed and projected.

Partenariat d’exception

昨年 12 月に、第三国輸出向けの共同開発を進める防
衛装備品及び技術の移転に関する協定が発効している。
3 東アフリカの小国ジブチは旧仏領であるが、
中国と日本
が軍事的に港を使用している。
2
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話」を毎年実施する米国と中国のアフリカへの
大規模な進出の現実を前に、仏国は日本との協
力を重視しているとのことである。

今後、本稿冒頭の英語書籍のために、中国の援
助政策についてサーベイを行う予定である。2016
年 12 月のパリにおける文献サーベイで、最新の
アフリカの経済状況の文献を収集できた。

昨年からアフリカ開発会議（TICAD）を、中国の

最大の収穫は、旧仏領アフリカにおける中国の

FOCAC に対抗して、3 年に 1 回開催することにな

援助の分析報告書である。アフリカ人研究者によ

り、日仏の協力の重要性はより高まっているとい

る詳細な分析であり、中国の援助機関の援助内容

4

が網羅的に書かれている。中国における調査に限

える。

界がある中で、貴重な文献として今後十分に活用
したい。

民間活動では、在アフリカの日仏企業のネットワー
キングが進められている。高度成長が続くアフリカ

また、2016 年 12 月の上海と、帰途立ち寄った

への日本の投資は近年進んでおり、例えば豊田通商

北京の空港において、中国の経済に加えてアフリ

は、植民地時代に設立した仏最大の商社 CFAO を

ア政策に関する雑誌のバックナンバーを多数収

2012 年に完全買収。英語圏を含むアフリカ全域で、

集することができた。

車両の販売と保守、医薬品販売を展開してきた。5

２．４ アフリカ
２．３ 中国
2013 年度においては、5 年に 1 回、日本政府主
中国を代表するシンクタンク、社会科学院と国

催で開催されるアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）

際関係学院の研究員、教授とは 2005 年から毎年

が横浜で開催された。

交流し、中国の経済や経済協力について意見交換

筆者は同地域に関して長い研究・調査歴があり、

をしてきた。

外部機関の依頼と独自の研究を、一年間を通じて

省庁別のデータ、及び費目項目別のデータを既

行ってきた。

に入手した。一部のデータを使って、中国中央政

また、2016 年においては、AFP 通信社の記者の

府の財政に関する小論を、専門の業界誌「国際開

インタビューを受けて、その結果が配信された。

発ジャーナル」の 2013 年 3 月号に掲載した。

日本を中心としてアフリカに対する援助政策に

2016 年 12 月には、
上海の復旦大学を訪問した。

ついて全般的に話したが、配信された内容は日本

BRICS 研究所が当職のためにワークショップを

と中国の対アフリカ援助政策に関するものであ

開催してくれた。日本と中国の経済協力について

った。

意見交換を行うことができた。

以下が、最近の研究成果である。

4筆者は、昨年末にパリに行く直前に上海で中国の経済協

（１）アフリカ開発会議に対する貧困国への対応

力政策について意見交換を行った。1993 年から 5 年に 1

の在り方についての小論（国際開発ジャーナルに

回実施した TICAD を、2000 年から 3 年に 1 回開催されて

掲載）

きた中国の FOCAC に対抗して、昨年から 3 年に 1 回開催さ

タイトル： アフリカ開発会議‐真のアフリカ支
援を‐

れることとなった。
5一方、2014

年には、CFAO は世界の流通業 2 位のカルフ

（２）アフリカの展望とアプローチ

ールと合弁会社を設立し、ナイジェリア、コートジボワー

本成果は、2014 年 1 月に、日本経済新聞の経済

ル、コンゴ（キンシャサ）など８か国でスーパーを展開し

教室』に掲載された。タイトルは、「アフリカへ

ていく。

の総合的なアプローチを」である。
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要約：

行い、資料や情報の収集を行うことができた。

１）対アセアン規模の投資

具体的な成果としては、財務省図書室で専門家

日本の企業の投資はアジア地域に対して多い

のアドバイスにしたがって、予算書を総合的に理

が、アフリカの資源と高い成長に呼応して、外国

解して、必要な情報を収集した。具体的には、予

民間投資が拡大している。分野はエネルギー、鉱

算 案 で あ る NATIONAL

物などと異なるが、その投資額は、アセアンの主

PROGRAM と、予算書である APPRORIATIONS。

要国に対する金額に匹敵する。

両方とも 1 千ページの大部のドキュメントである。

EXPENDITURE

後者を中心とした具体的な収集情報は以下のと
２）中国等新興国の急速な参入

おりである。

世界経済において新興国、特にＢＲＩＣＳの台
-政府の省庁全体の予算値と予算配分

頭が大きい。

-主要 10 章それぞれの予算内訳と地域別配分

先進工業国のみならず、中国を筆頭とする新興

-フィリピンの主な地域の予算内訳

国も莫大な投資や労働力の動員を行っている。中
国については、2012 年末に 15 万人の経済協力関

追加的に、2013 年 11 月の台風によって影響を

係者がアフリカに長期滞在している。

受けた地域に対する予算措置の詳細を収集した。
３）貧困国の多い同地域に対して、総合的なアプ

この情報は、本研究に加えて、他の研究員の研究

ローチが必要

にも資する。

第 1 に、未知の大陸アフリカの経済・金融分析

予算庁などの WEB の情報の利用の仕方を、財

が十分に行われるべきである。第 2 に、経済協力

務省専門家に教わり、PC でも詳細なサーベイを

を総合的に見る必要があり、西側の一員として、

行ってきた。今後その成果をまとめて研究発表す

貧困削減など被援助側の真の開発に役立つよう

る予定である。

な体制構築に貢献するべきである。
２．５ フィリピン

主な参考文献
外務省（2011）
『中国の経済協力』報告書。
（筆者

フィリピンには過去 15 年間のうち 5 回マニラ

がアドバイスを行い、主要部分を執筆した）

を訪問した。

坂元浩一（2012）『教養系の国際経済論』大学教

日本における経済企画庁の研修で講師を何年

育出版

間か務めたことがあり、中央の経済官庁とフィリ

矢内原 勝編（1996）
『発展途上国問題を考える』

ピン大学にコネクションがある。財務省、工業省、

勁草書房

経済計画庁に加えて、アジア開発銀行とフィリピ
ン大学のエコノミストと継続的に意見交換を行

IMF, World Economic Outlook, various issues.

い、同国の経済・開発と貧困の問題を研究してき

World Bank, International Debt Statistics 2017,

た。

December 2016.

重要な成果として、地方政府水準の財政支出の
データを掲載したレポートの一部を入手できた。

その他、African Business や仏語圏のアフリカ関

フィリピン大学教員などからアドバイスを受け

連雑

て進めてきている。

誌を参照した。また、中国の Chinaafrique 誌の

さらに、2014 年 9 月に再度マニラを訪問した。

バックナンバーを参照した。

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

准教授
映理

Social Development Related to Water, Sanitation and Hygiene in African Societies
基盤・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推
進室とともに行ったものである。
その結果、以下のような影響が女性や子ども
の生活において見られた。
① 子どもの下痢症の軽減
② 女性の水汲み労働の軽減と収入向上
③ 水管理委員会の活発化、徴収した水料
金の活用でコミュニティの活性化
④ 女性の水管理委員会への参加
⑤ 子どもの水汲み労働については、状況
によって軽減した場合と増加した場合
あり
⑥ ジェンダー間や社会関係にも影響あ
り
①から④については、当初より想定された正
のインパクトであった。しかし、⑤や⑥につい
ては必ずしも正のインパクトとは即断できな
い影響が確認された。たとえば、子どもの水汲
み労働については、以前は水源が遠すぎたり危
険であったりしたために子どもは水汲みに行
かせなかった家庭も、村内にポンプ式の井戸が
できたことで、子どもが水汲みを手伝うことに
なったという。しかし、これによって母親の水
汲み労働は軽減されているため、単純にインパ
クトを正負で決めつけることのできない現実
が把握できた。また、ジェンダー関係について
も、女性の水汲み労働が軽減され、水へのアク
セスが良くなったことにより、夫や家族からは
きちんと洗濯をすることや、時間通りに昼食を
用意すること、その他 家事をこなすことが期
待される状況も、調査の結果わかった。こうし
た状況は、ジェンダー関係の再固定化に繋がら

１．研究内容
国際共生社会研究センターの全体的なテー
マである「アジア・アフリカにおける地域に根
差したグローバル化時代の国際貢献の手法の
開発」に資するために、筆者は以下に示す 3 つ
のサブテーマをもって研究を進めている。
1) 水アクセス向上による生活の影響、生活
変容についての研究
2) Menstrual Hygiene Management に係る研
究
3) 日本におけるトイレ・手洗い問題の研究
以下に平成 28 年度に実施した研究内容とその
成果について報告する。
また、筆者は発展途上国、なかでも特にアフ
リカにおける衛生改善を専門としており、それ
に関連して行った国際貢献活動についても、本
センターの主題に関連することからここに報
告したい。
２．活動報告
2.1 水アクセス向上による生活の影響、生活変
容についての研究
(1)マラウィにおけるジェンダーインパクト調
査
給水施設の設置による社会的インパクト、特
にジェンダーに焦点をあててマラウィ村落部
（ムチンジ県）の現況の調査を 2016 年の 3 月
末～4 月頭にかけて実施した。これは、JICA の
無償資金協力および技術協力プロジェクト（い
ずれも安全な水へのアクセス改善のプロジェ
クト）によって支援された村落について、プロ
ジェクト終了後のインパクト調査を JICA 社会
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ないとも限らない。
「水」は人々の生活の全般に
関わるものであるため、水アクセス向上による
生活への影響は多面的であり、生活変容そのも
のにつながっていく様子が理解できた。
この調査の結果は、JICA 社会基盤・平和構築
部ジェンダー平等・貧困削減推進室の益田信一
副室長および調査に同行したアジア経済研究
所の佐藤寛研究員とともに、JICA の出版物『水
とジェンダー～開発途上国の水と衛生、ジェン
ダー平等推進に向けて～』
（杉田ほか 2016）と
してまとめた。また 2016 年 7 月にジェトロ・
アジア経済研究所主催のアジ研専門講座にお
いて「水、トイレ、ジェンダーと SDGs」として
研究成果の一部を発表した。

Menstrual Hygiene Management に係る
2.2
研究
(1)ウガンダ農村部の女子中学生の月経観につ
いて
昨年度までに調査・分析したウガンダ農村部
の女子中学生の月経観について、紀要論文とし
てまとめた。
研究背景としては、近年、女性の月経への対
処が国際的に注目されるようになってきたこ
とがまず挙げられる。「持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goals: SDGs）
」に
おいても月経対処の必要性が示唆されており、
月 経 衛 生 へ の 対 処 を MHM (Menstrual
Hygiene Management)と呼ぶ略称も開発業界
では定着をしはじめている。しかし月経は隠さ
れたことの多い領域で、文化によって多様な諸
相があるだけに、開発支援が大規模に入る際に、
配慮すべきことがあるのではないかと考えら
れる。
投稿論文では、ウガンダの農村部（マナファ
県）の女子中学生が月経をどのように捉え、経
験しているか、公立中学校に通う女子生徒を主
な対象者として聞き取り調査した結果を一事
例として報告している。そこから、月経をめぐ
る多くのタブーが存在する一方、48％の女子生
徒たちが初潮まで月経について知らないなど、
十分知識を得る機会がない実態が浮かびあが
ってくる。また月経用品の取り扱いについても、
いろいろな懸念を抱いていることが理解でき
た。こうした調査結果をもとに問題提起と提言
に結び付けている。
本論文「月経はどのように捉えられ経験され
るのか―月経対処が開発アジェンダになる中
で、ウガンダの事例から考える―」(杉田 2017)
は、2016 年度東洋大学大学院紀要第 53 集に掲
載される。

(2) ウガンダにおける水と生活に関する調査
2015 年に引き続き 2016 年 8 月にウガンダ東
部のブドゥダ県において人々が利用する水源
（保護湧水、自然流下型共同水栓）の状況につ
いて現地調査を行った。また、ブドゥダ県の調
査村の生活の状況をより理解するために、人々
の幸福度や価値観に関する質問票調査を学生
の協力を得て実施するとともに、ブドゥダ県の
主要民族であるギス民族の男性にとって人生
で最も重視されている割礼の成人儀礼につい
ても参与観察および聞き取り調査を行った。
(3)ケニアのマサイの村落における水と生活に
関する調査
今年度、大学間協定を結んだジョモ・ケニヤ
ッタ農工大学との共同研究の可能性を検討す
るために、2017 年 2 月の下旬に、国際共生社会
研究センターのインクルーシブ・アフリカの研
究チームとしてケニアを訪問する。その際、ジ
ョモ・ケニヤッタ農工大学の提案した村落、ナ
イロビより 160Ｋｍほどのマサイ民族の村落を
プレ調査する予定である。その際に、水・衛生
のアクセスへの現状把握、および生活における
水利用について聞き取りを行うことを考えて
いる。

(2) ウガンダ農村部における成人女性の月経
の経験についての現地調査
上記(1) の調査村と、地理的には異なるが（ブ
ドゥダ県）同じギス民族の農村において、すで
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に出産を経験した成人女性の月経の経験につ
いて、学生の協力を得て質問票調査を行った。
また、いわゆる生理用ナプキンの販売状況につ
いても訪問調査を行った。
その結果、マナファ県の状況と共通する様相
が浮かびあがる一方で、成人になっても月経に
ついては友人ともあまり話したがらないとい
う状況があることが確認された。
(3)ケニアのマサイの村落における月経管理に
関する現地調査
上記のとおり、ジョモ・ケニヤッタ農工大学
との共同研究のプレ調査としてマサイ民族の
村落を訪れた際、可能であれば女性に対して月
経への対処についても聞き取り調査を実施し
たい。
月経時に女性を隔離する月経小屋や月経中
の女性に関するタブーは、狩猟社会に起源ある
という説がある(武谷 2012)。すなわち、血（経
血）の臭いが狩猟に影響をするからではないか
と推測されている。牧畜民であるマサイの村で
は、伝統的には季節に応じて移動する生活を送
っており、筆者がこれまで調査を実施してきた
定住型の農耕民の村落とは異なる生活様式を
とっていると考えられる。そこで、比較検討の
ためにも、これまでウガンダの農村で研究して
きた調査項目について、概要なりとも把握でき
ればと考えている。
（今回は、村での調査は 2～
3 日と限定されるため、あくまでも今後の研究
のための枠組み作りという位置づけになる。）
2.3 日本におけるトイレ・手洗い問題の研究
今年度は、日本の各地でトイレ環境や排泄に
関する活動に取り組む人や組織を発掘するた
め、日本トイレ研究所が主催した「日本トイレ
ひと大賞」の企画、審査等に当初より関わった。
本件自体は社会貢献活動であって、研究ではな
いが、現在の日本における衛生改善活動事例の
「データ」として捉えることもでき、今後の研
究にとっても示唆の多い活動となった。
特に、大賞を受賞した小学校における長期的
な排便教育や、ノミネートされた岩手県のコン
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ポストトイレ、企業の後援を得た小学校のトイ
レ改善事業などは、アフリカにおける衛生改善
にも適応可能なアプローチである。
また、首都圏の駅トイレの実態観察調査、外
国人から見た日本のトイレ利用に関する聞き
取り調査、日本人（高齢者女性、女子大学生、
男子大学生）の月経観や経験についての質問票
調査を、学生の調査プロジェクトとして実施し
指導した。これらの調査から、日本の抱えるト
イレ・衛生問題の一端が浮かびあがり、今後の
研究へのステップとなった。
2.4 アフリカ「水の防衛隊」に対する研修
JICA は 2008 年の TICADIV において、日本の
アフリカ支援構想の新機軸の一つとして、安定
した水の供給を目指すために村落給水や水道
管理のボランティアや技術者をアフリカに派
遣を拡充することを表明した。そのボランティ
アや技術者は「水の防衛隊」
（(W-SAT: The Water
Security Action Team)と呼ばれている。2016
年時点でもアフリカ 10 か国に水の防衛隊であ
る青年海外協力隊員が派遣されている。彼らは
任期 2 年間の派遣前にも派遣前技術研修を受け
るが、実際に派遣されてみて任地で色々な問題
に直面することも多い。
そこで、JICA の青年海外協力隊事務局と地球
環境部水資源グループは、アフリカの各地に派
遣中の水の防衛隊をモザンビークに召集して
「W-SAT 広域研修」を 2016 年 8 月に実施した。
筆者は、衛生改善分野の講師としてこれに招聘
された。研修には 7 カ国から 22 名の水の防衛
隊員が参加し、村落給水施設の維持管理と衛生
改善について 4 日間にわたるプログラムに参加
した。講義、現場視察、地域住民からの聞き取
り、ワークショップ、協力隊員間のディスカッ
ション、講師への Q&A セッションを含むプログ
ラムであったが、筆者自身も、モザンビークに
おける給水プロジェクトの現状や水の防衛隊
が各国の現場で直面している問題について理
解することができた。
研修後も、ルワンダおよびウガンダの水の防
衛隊員から連絡があり、手洗い指導や水に関す

把握する貴重な機会となった。次年度も機会が
あればこうした活動も実施する意義は高いと
考える。

る社会調査の方法について技術的なアドバイ
スをした。
JICA 課題別研修「アフリカ地域村落飲料
2.5
水管理コース」の講義およびワークショップ
JICA の主催する課題別集団研修（実施団体は
アースアンドヒューマンコーポレーション）に
おいて、衛生改善についての研修を担当した。
研修にはアフリカ 12 カ国から 15 名が参加して
いた。各国の中央もしくは地方政府の中級の水
担当者が大半を占めたが、各国における衛生政
策や CLTS（コミュニティ主導型トータルサニテ
ーション）手法の受け入れ状況などをディスカ
ッションすることができ、相互の学びあいにな
った。講義・PHAST（Participatory Hygiene and
Sanitation Transformation）手法のワークショ
ップ・手指衛生検査の演習を織り交ぜた研修を
実施したが、講義においては日本の衛生改善の
歴史やアプローチについて研修員の関心が高
く、改めて、上記 2.3 の課題の研究の重要性を
認識させられるものであった。
３．今年度の研究成果と今後の方向性
今年度は以上のように、1) 水アクセス向上
による生活の影響、生活変容についての研究と
して、マラウィのジェンダーに焦点をあてた調
査 お よ び そ の 成 果 の 発 信 、 2) Menstrual
Hygiene Management に係る研究として、これま
でのウガンダにおける調査の小括としての紀
要論文への投稿を行った。1), 2) ともにウガ
ンダ、さらにジョモケニアッタ農工大学との協
定が結べたことによってケニアにもフィール
ドを広げ、比較研究をしながら、
「国際貢献の手
法」を抽出することを目指したい。
また、3) 日本におけるトイレ・手洗い問題の
研究については、今年度は掘り下げたデータ収
集はできなかったが、問題点の炙り出しはでき
たので、次年度の調査につなげたい。
社会貢献活動・国際貢献活動としてアフリカ
「水の防衛隊」に対する研修や JICA 課題別研
修も、本センターのテーマである「国際貢献の
手法の開発」を検討する上で、現地のニーズを
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アフリカ諸国と先進諸国間における高等教育パートナーシップに関する研究
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研究員

国際地域学部

講師

花田

真吾

Transformative Research and Education Partnerships
between Developed and African Countries
1. 研究テーマ

して、同地域の政府における研究開発分野

本研究は、アフリカ諸国と先進諸国間の

への財政支出は、アフリカ地域全体の平均

高等教育パートナーシップが、アフリカ諸

で GDP 比 0.3%であり、世界平均の 1/6 程度

国の高等教育の発展に対してどのような効

である（Jowi et al., 2013）
。また、同地域の

果をもたらしているかについて探求するこ

人的資源を示す１つのデータとして、科学

とを目的としている。

者人口は、
人口 100 万人あたり 35 人であり、
アメリカ合衆国の 4103 人、
欧州連合の 2,457

2．これまでの検討状況

人、ブラジルの 168 人と比較しても極めて

（1） 検討の背景と目的

少ない（Jowi et al., 2013）
。さらに、1999 年

アフリカ諸国では、1960 年代以降、大学

から 2008 年の間に、世界の学術ジャーナル

等の高等教育機関の設立が推進されたもの

において出版された学術論文のうち、同地

の、特に 90 年代における世界銀行やユネス

域の研究者が著者となっている論文は全体

コなどの国際機関による教育開発支援の議

の 1.5%にすぎず、その数はアフリカ 54 カ

論の中心は初等教育の充実にあった。この

国でオランダとほぼ同等の 27,600 本であっ

背景には、国民の識字率の向上など基礎教

た（Jowi et al., 2013）
。

育分野への支援の必要性が高かったこと、

こうした状況の改善に向けては、財政・

初等教育の投資収益率が教育分野において

人的資源をはじめとする高等教育資源の確

最も効率的であるという認識が高かったこ

保という点で、アフリカ諸国が独自におこ

とがあげられる。

なっていくことが極めて困難な状況である。

しかし、グローバル化時代においては、

そこで、その打開策として、先進諸国との

様々な発展途上国において高度知識人材の

教育・研究パートナーシップが有効な手段

開発の必要性が議論されるようになり、高

として注目されている。以上を踏まえ、本

等教育の改革が主要な教育改革のテーマと

研究では、アフリカ諸国と先進諸国間の教

なってきている。アフリカ地域においては、

育・研究に関わるパートナーシップに焦点

アフリカ連合が発表した“Second Decade of

を当て、その内容、効果および課題を分析

Education for Africa Action Plan (2006-2015)”

することを目指す。

において、教育プログラムの質的向上、研
（2） 平成 28 年度の調査対象地域

究活動の質的向上、アフリカ地域内外の高
等教育機関との連携強化を具体的な取り組

平成 28 年度の調査は、平成 27 年度の文

み課題として位置づけている。その背景と

献調査を通じておこなった高等教育パート
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ナーシップの４つ類型化（地域公的機関型、
コンソーシアム型、機関型、大学型）に基
づき、アフリカ地域を対象としたコンソー
シアム型および大学型パートナーシップに
ついて文献調査およびケニアでの現地調査
をおこなった。その結果のうち、一部事例
を報告する。
①コンソーシアム型パートナーシップ
コンソーシアム型パートナーシップは、
複数の高等教育機関・研究機関によるコン
ソーシアムを基盤とするパートナーシップ
である。その事例として、Academic Model
Providing Access to Healthcare（AMPATH）が
あげられる。
AMPATH は、ケニアにおける公衆衛生の
改善に向けて、北米の大学・研究機関とケ
ニアのモイ大学医学部との間で形成されて
いるパートナーシップである。1989 年に
United

States

Agency

for

International

Development (USAID)の支援の下、アメリカ
合衆国のインディアナ大学メディカルスク
ールとケニアのモイ大学医学部により締結
された。主に、ケニアにおける公衆衛生の
改善、公衆衛生に携わる人材育成、モイ大
学医学部の教育・研究力の強化を目的とし
ている。その後、アメリカ合衆国・カナダ

図１：AMPTH プログラム概要 (Obamba et al. 2013 より抜粋)

の計 10 大学

1が加わり、コンソーシアムを

形成している（AMPATH, 2016）。AMPTH

②大学型パートナーシップ

の１つの特徴は、ケニアの持続的可能な公

大学型パートナーシップは、先進諸国と

衆衛生の改善に向けて、モイ大学医学部の

アフリカ諸国の 2 大学間により形成される。

教育・研究強化（Education Programme and

長年に渡り、学生の留学や研究者の研究交

Joint Research and Dissemination Programme）

流を目的としたものが中心であったが

に注力している点にある
（図 1）
。その結果、

（Teferra, 2010）
、2000 年後半以降新たな取

2016 年時点での最新データとして、すでに

り組みが行われている。

1,200 名の加盟大学の学生が AMPATH によ

その１つの例として、海外ブランチキャ

る教育プログラムに参加し、その成果とし

ンパスがあげられる。海外ブランチキャン

て、450 本を超える研究論文を発表するに

パスとは、A 国の大学が B 国にキャンパス

至っている。

を設置し、学位プログラムを提供するもの
を指す。その設置数は、2004 年には世界全
体で 24 校だったが、2010 年に 162 校、2012

1

ブラウン大学、デューク大学、マウントサウナイ医科大学、リーハイバレーヘ
ルスネットワーク、ポートランドメディカルセンター、パデュー大学、カリフ
ォルニア大学サンフランシスコ校、マサチューセッツ大学、ノートルダム大学、
トロント大学

年に 200 校、2016 年には 311 校と急増して
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いる（C-BERT, 2017）
。設置大学は、北米、

学型パートナーシップの事例調査から、次

ヨーロッパの大学が多く、受入国はアジア、

の点が指摘される。第一に、アフリカにお

中東が中心であるが、近年ではアフリカ地

いては、アフリカ現地での人材育成が積極

域においても海外ブランチキャンパスの設

的に展開されている点である。高等教育に

置が進んでおり、2016 年 10 月時点で、ア

おける海外の人材育成支援の１つの柱は、

フリカ 11 カ国に 17 校が設置されている
（図

現地の学生・研究者を自国の大学・研究機

2）。アフリカにおける海外ブランチキャン

関で受け入れることで、自国・自大学の最

パスの特徴としては、例えばケニアの

新の教育・研究を提供することある。しか

Mount Kenya 大学がソマリアに進出してい

し、2010 年にアフリカ大学協会（AAU）と

るように、アフリカ地域内で海外ブランチ

欧州大学協会(EUA)が発表した共同調査結

キャンパスの展開が一部見られることであ

果によると、アフリカから欧州に留学した

る。西洋型の教育を取り入れるだけでなく、

学生のうち、留学終了後に帰国せず欧州に

アフリカ地域内での教育交流もおこなわれ

とどまる学生が多いことが明らかとなった。

ていることが見受けられる。

そのため、いわゆる頭脳流出を防止しなが

海外ブランチキャンパスを設置する受入

ら両地域間の学生移動をいかに活性化させ

国のメリットとしては次の点が指摘される。

るかが課題となっている（EUA, 2010）
。こ

第一に、大学設置や教育・研究活動の展開

の点において、現地での人材育成を強化す

に関わるインフラ整備、諸経費、教員等の

ることは、解決策の 1 つとして期待される。

人材確保を設置大学に委ねられることであ

第二に、海外ブランチキャンパスの展開

る。高等教育分野における十分な財政・人

については、既述のメリットがある一方で、

的資源の確保が難しい発展途上国にとって

アフリカ地域の高等教育の持続的可能な発

は高等教育のキャパシティを拡大するため

展に向けてはいくつか課題がみられること

の１つの効率的な手段となっている。第二

である。海外ブランチキャンパスでの教

に、国内でありながら外国の教育を提供で

育・研究活動は、本校の研究者によるもの

きることにある。これにより、教育プログ

は相対的に少なく、多くは現地ないし近隣

ラムの多様化が推進できるともに、留学費

諸国で雇用された任期制教員が主体となっ

用の負担なしに外国の最新の教育・研究を

ている。そのため、その質については、多

国内の学生に提供することを可能にする。

くの大学が宣言している本務校と同等とい
えるのかについては疑問が残る。また、大

Host Countries

Home University

学運営については財政的自立が重視されて

Mauritius

Amity (India), Middlesex (U.K.), Wolverhampton(U.K.),
Aberystwyth (U.K.)

おり、持続的に現地で教育・研究活動を実

Ghana

Lancaster (U.K.), Webster (U.S.A.)

Nigeria

Shenyang Chemical Tech (China) , Business School Netherlands
(Netherlands)

Tunisia

ESMOD (France), Dauphine Université Paris (France)

Kenya

Kampala International Univ. (Uganda)

Botswana

Limkokwing Univ. of Creative Technology (Malaysia)

Egypt

Technical Univ.of Berlin (Germany)

施できるのかについては不透明な部分が大
きい。また、現地の大学との教育・研究連
携についても、管見の限りでは、それほど
積極的展開されていない。これまでは、海
外ブランチキャンパスの量的拡大が世界中

Senegal

Suffolk (U.K.)

Somaliland

Mount Kenya (Kenya)

Tanzania

Kampala International Univ. (Uganda)

で推進されてきたが、現地の教育・研究の

Rwanda

Carnegie Mellon (U.S.A.)

発展に向けてどのように活用していくのか

図 2: (C-BERT,2017)をもとに筆者作成

については、今後の課題となると考える。

2．調査から見えてきたこと
コンソーシアム型パートナーシップと大
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3．今後の研究計画

Study.

In

Sehoole

Internationalisation

本研究では、以下のとおり研究活動を計

&
of

Knight.
African

(e.d.).
Higher

Education – Toward Achieving the MDGs.

画している。

Rotterdam: Sense Publishers.
6)

2017 年度：



パートナーシップに関するケー

for Higher Education in Africa. International

ススタディの積み上げ

Higher Education, January 2011, pp.1-4.

アジア地域の発展途上国と先進
諸国間のパートナーシップの調
査（比較対象として）

2018 年度：


支援国側の現地調査



調査した教育・研究パートナーシ
ップの形態別、目的別比較分析を
通じた効果および課題分析

2019 年度：


研究成果報告書ないし学術論文
の執筆、学会発表等
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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

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
１
２
３

平成18年４月１日
平成22年５月17日
平成27年４月１日

研究センターの事業期間は、平成27年度から平成31年度までとする。
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、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。

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業概要

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）

・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）

