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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
的研究基盤形成支援事業として採択され 26 年度まで実施してきた。平成 27 年
度からは、センターのこれまでの知見や経験を活かし拠点形成を拡大させてい
く活動計画が再採択され、さらに 5 年間の予定で新たに始動した。以下、便宜的
に平成 13 年度～17 年度を「第一期」、平成 18 年度以降から終了に至る 20 年度
までを「第二期」、平成 22 年度～26 年度までを「第三期」、平成 27 年度から終
了に至る平成 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
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ェクトを１本とし、新たなプロジェクト「環境共生社会の形成方策とその新たな
展開」の下に課題・研究グループを置いた研究体制としている。すなわち第一期
の３つのプロジェクトを「課題１：環境共生社会の形成方策の研究」として集約
し、これまでの研究路線を継承してさらに深く研究している。課題１の中には環
境共生社会形成手法の基礎的な研究を行うグループと、個々の課題を応用的に
研究するグループに分けて効率的な研究を進める体制をとっている。これに加
え、第二期の新課題として「課題２：国際共生社会形成のための新たなパラダイ
ムに関する研究」を設定し、複雑さを増す国際社会において対応を迫られる重点
要支援段階の国々や重点要支援地域に関する研究を行っている。すなわち昨今
の世界情勢から必要性が増している「紛争集結国などの変遷・移行期における共
生社会実現のための研究」に加えて「重点要支援地域における共生社会実現のた
めの研究」においてアフリカ地域の支援や途上国の農村開発に関する研究を行
った。
平成 21 年度は同事業の実施期間終了に伴い一時活動を休止したが、平成 22
年度になり、センターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支援
事業として採択され、５年間の予定で新たに始動した。新たな研究テーマは「ア
ジア開発途上地域における内発的発展支援手法の開発」であり、このテーマのも
と「研究拠点を形成する研究」の研究観点からアジア諸国を中心とする国内外の
研究拠点の形成と連携とに重点を置いた活動を行った。より具体的には、開発途
上国を自立的に発展させるためには先進国からの外部援助に頼る構造から脱却
し、途上国内部の人的・物的資源を活用した内発的発展の考えに基づくことが重
要であり、第三期センターはその支援手法を開発・実践することを主目的とし
た。第三期センターには常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研
究助手、事務局員等から構成され、３つの研究サブグループがあった。これらの
組織を中心に、センターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国
際シンポジウム／ワークショップを毎年開催し、また国内に向けた市民や実務
者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ
ースレターの発行、年次報告書の発行を行った。最終的には、アジアにおける内
発的発展の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展支援の実施、
研究成果の社会への還元などを実施した。
第四期センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにおける地域に根ざし
たグローバル化時代の国際貢献手法の開発」のもと「研究拠点形成する研究」の
観点からアジア・アフリカ諸国を中心とする国内外の研究拠点の形成と連携と
に重点を置いた活動を行う。さらに途上国協力においてポスト MDGs の新たな指
標となる、持続可能な開発目標（SDGs)の実施に向けた国際貢献のあり方に関す
る研究と実践とを行うことを目標としている。研究対象地域も従来から活動し
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てきたアジア地域にアフリカ地域も加え、グローバル化時代に即した内発的発
展を社会インフラの充実を通して実現する普遍的手法の開発を目指している。
センターは常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研究助手、事
務局員等から構成され、３つのテーマを持っている。これらの組織を中心に、セ
ンターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国際シンポジウム／
ワークショップを毎年開催する予定としている。また国内に向けた市民や実務
者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ
ースレターの発行、年次報告書の発行を行う。さらにアジア・アフリカにおける
SDG 支援や国際貢献の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展
支援の実施、研究成果の社会への還元などを構想している。
3. 拠点形成
当センターは、当該テーマに関するアジア地域の研究拠点形成を推進する目
的から、平成 23 年度において、バングラデシュ工科大学、タイ国・コミュニテ
ィ組織開発機構との学術交流協定を締結した。平成 24 年度においては、インド
ネシア国シア・クアラ大学付属津波災害復興研究センターと学術交流協定を締
結した。平成 25 年度においては、河南科技学院と学術協定を締結。平成 26 年
度は、四川大学香港理工大学災后重建与管理学院（中国）との学術交流協定を結
んだ。
4. 人事
（１）センター長
センターは東洋大学大学院国際地域学研究科に本拠を置くため、センター長
は原則として国際地域学研究科内の者が担当している。すなわち第一期は松尾
友矩（現常務理事、発足当時国際地域学研究科委員長）、第二期、第三期、第四
期は北脇秀敏（現副学長）となっている。
（２） センター研究員
センターの研究員数の変化は以下の通りである。
・平成 13 年度に国際地域学研究科の 12 名（藤井、赤塚、北脇、坂元、山下、小
浪、長濱、中嶋、古田、橋本、松尾、金子）で発足。
・平成 14 年度に国際地域学専攻から１名（高橋）、国際地域学部より１名（安）
を追加、計 14 名。平成 14 年度末をもって２名（赤塚、中嶋）退職。
・平成 15 年度に国際地域学専攻から３名（池田、太田、久留島）、国際観光学専
攻から２名（薄木、佐々木）追加、国際観光学科より１名（松園）追加、計 18
名。平成 15 年度末をもって２名（小浪、山下）退職。
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・平成 16 年度は研究員の構成に変化なし。
・平成 17 年度末をもって２名（古田、佐々木）任期終了。
・平成 18 年度に国際地域学専攻から３名（吉永、張、中挾）追加 計 16 名。
・平成 19 年度に国際観光学専攻から２名（堀、東海林）追加 計 18 名。
・平成 20 年度に国際観光学科から１名（松本）追加 計 19 名。
・平成 22 年度に国際地域学専攻から１名（稲生）追加 計 20 名。
・平成 23 年度末をもって２名（秋谷、川澄）退職。平成 24 年度に国際地域学専
攻から１名（岡村）、国際地域学部から１名（眞子）追加。
・平成 24 年度末をもって２名（松園、吉永）退職。平成 25 年度に国際地域学
研究科より松丸、藪長、国際観光学科から１名（金）追加 計 21 名。
・平成 25 年度末をもって２名（金子、薄木）退職。平成 26 年度に国際地域学
研究科より２名（志摩、中島）、国際観光学科から１名（藤稿）追加。
・平成 26 年度のメンバーは以下の通り。国際地域学研究科より荒巻、安、池
田、稲生、岡村、北脇、久留島、坂元、髙橋、張、バレスカス、藤井、国際
地域学部より眞子、国際観光学科より薄木、島川、古屋、堀、金 計 19 名。
・平成 27 年度からは以下の通り、メンバーを再構成した。国際地域学研究科
より荒巻、岡村、岡本、北脇、バレスカス、松丸、藪長、志摩、坂元、杉
田、島川、藤稿、徳江、堀、国際地域学部より花田、眞子、金 計 17 名。
・平成 28 年度は研究員の構成に変化なし。
・平成 29 年度からは、３名（金、杉田、マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカ
ス）退職。国際地域学部より１名（柏崎）、経営学部より１名（石井）、情報連
携学部より１名（花木）が追加。計 17 名。
・平成 30 年度からは、１名（坂元）退職。国際地域学部より３名（沼尾、藤本、
中村）、国際観光学部から１名（永井）追加。計 20 名。
（３） 研究助手
研究助手は 1 名を常時採用している。現在までの研究助手は以下の通りであ
る。
・平成 14 年 4 月～平成 14 年 9 月：薬袋奈美子（平成 14 年 10 月より福井大学
工学部建築建設工学科）
・平成 15 年 4 月～平成 16 年 3 月：國分圭介（平成 16 年 4 月より国際経済労働
研究所）
・平成 16 年 4 月～平成 17 年 3 月：近藤久洋（平成 17 年 4 月より東京国際大学
国際関係学部）
・平成 17 年 4 月～平成 19 年 3 月：伊藤徹哉（平成 19 年 4 月より立正大学地球
環境学部講師）
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・平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月：松本尚之（平成 20 年 4 月より本学国際地域
学部助教）
・平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月：高林陽展（平成 21 年 4 月より学術振興会特
別研究員）
・平成 22 年 8 月～平成 25 年 3 月：高林陽展（平成 25 年 4 月より清泉女子大学
文学部史学科講師）
・平成 25 年 4 月～平成 27 年 3 月：岡崎匡史（平成 27 年 4 月より麗澤大学）
・平成 28 年 4 月～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
・平成 29 年度：貫、Thapa Sakhila、井上、森、成實、Le Truc、加藤、Puri
Bhakta、松島、柴田
・平成 30 年度：Le Truc、Puri Bhakta、周、松島、柴田、湯浅
（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（環境工学部准教授）
・平成 16 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms. Yasmin
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Suriansjah（建築学部上級講師）
・平成 17 年度：ディリ大学（東ティモール）の Mr. Martin Benjamin（土木工
学科専任講師）
・平成 18 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms.
Bernadetta Kwintiana Ane（工業技術学部上級講師）
・平成 19 年度：社会労働とコミュニティ開発調査相談センター（ベトナム）の
Ms. Ay My Tran（上級職員）
・平成 20 年度：ベトナム国立大学情報工科大学（ベトナム）の Dr. Nguen Phi
Khu（博士）、ウズベキスタン科学アカデミー水問題研究所環境医療・衛生研究室
長（ウズベキスタン）の Dr. Dilorom Fayzieva（医学博士）
・平成 23 年度：タイ・タマサート大学イノヴェーション・カレッジ プロジェ
クト・スペシャリストの Kanokrattana Netlomwong 氏
・平成 24 年度：インドネシア津波・災害対策研究センターの Dr. Muhammad
Dirhamsyah センター長
・平成 26 年度：ミャンマー連邦共和国畜水産村落開発省村落開発局の Dr.
Zarni Minn 副局長
・平成 28 年度：ジョモケニアッタ農工大学（ケニア）の Dr. Patrick G. Home
准教授
・平成 30 年度：サンパウロ総合大学（ブラジル）の橋本りか教授
（６）客員研究員
センターでは第二期より積極的に客員研究員を任命し、共同研究を行ってい
る。平成 18 年 10 月には（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在
員である片山恵美子氏を客員研究員に任命した。平成 19 年までに招聘した外国
人研究員（６を参照）に加え、ベトナム国立大学情報工学大学の Dr. Nguyen Phi
Khu（科学運用・国際協力学部長）を任命した。
第三期においては、研究拠点形成の目的の下、客員研究員の積極的な任命を行
い、
（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在員である片山恵美子
氏、横浜国立大学教育学部准教授松本尚之氏、バングラデシュ工科大学教授 M.M.
ラーマン氏等を平成 22 年度に客員研究員に任命した。平成 23 年度においては、
大阪大学学際融合教育研究センター准教授松行輝昌氏、寧夏大学講師蔵志勇氏、
本学博士号取得者周慶生氏を任命した。平成 24 年度においては、本学博士号取
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
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（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（横浜国立大学博士後期課程修了）、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（元関西学院大学法学部准教授）を平成 29 年 3 月 31 日まで任命した。
同年度は、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。平成 29 年度は藏志勇（寧夏大学）、岡田未来（国際協
力機構）、杉田映理（大阪大学准教授）、マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス。
平成 30 年度は加藤聡（株式会社長大）、Thapa Sakhila（東洋大学大学院博士後
期課程修了）、岩崎真紀、松藤康司、松本重行（独立行政法人国際協力機構）、井
上常史（東洋大学大学院博士後期課程修了）、小野悠（豊橋技術科学大学講師）、
坂元浩一（ノースアジア大学教授、東洋大学国際学部元教授）、呉海鍾（東洋大
学国際学部非常勤講師）、朴美善（東洋大学国際学部非常勤講師）を任命した。
（７）事務局職員等
事務局の運営については、第一期、第二期、第三期、第四期を通してフルタイ
ムのアルバイト事務要員を通年で雇用し、適宜学生アルバイト等を追加雇用し
た。
5. 活動内容の概要
（１） 事務運営
これまで、センターの研究活動の運営を円滑に行うべく、週 1 回、研究員若干
名、研究助手および事務要員で構成される事務局会議を、また月 1 回、研究員、
研究助手、事務要員、大学教学課職員等で構成される全体会議を開催してきた。
なお「東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱」に記載されている「運
営委員会」とは、両会議の総称である。
（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

17

平成 14 年度～20 年度に各年１回ずつ開催してきた当センター主催の国際シ
ンポジウムは、国際共生社会に関する理解を深める場として定着している。平成
22 年 12 月にはセンター活動再開記念シンポジウム「アジアの内発的発展のため
に」、平成 23 年 10 月には、国際シンポジウム「観光と内発的発展：持続可能な
観光地づくりを目指して」を開催した。平成 24 年 7 月には「アジア地域におけ
る震災復興と内発的発展」を開催した。平成 25 年 7 月には「ソーシャルビジネ
スと内発的発展-カンボジアと世界の経験から-」を開催した。平成 26 年 10 月
10 日には、国際シンポジウム「国際開発と内発的発展」、平成 27 年度 12 月 11
日に、国際シンポジウム「グローバル化時代の国際貢献」を開催した。平成 28
年度 11 月 11 日に、国際シンポジウム「アフリカにおける開発と環境-技術と社
会の連携を目指した人材育成」を開催した。平成 29 年 11 月 25 日に、国際シン
ポジウム「国際的なネットワーキングによる広域的な人材を通した SDGs の実現
に向けて」を開催した。平成 30 年 11 月 23 日に、「アジアとラテンアメリカに
おける SDGs の実現に向けて－日本とブラジルの絆」を開催した。
②研究成果物の刊行
平成 15 年度に図書『環境共生社会学』出版、平成 17 年度に続編『国際環境共
生学』を朝倉書店より出版、さらに平成 20 年 8 月には、3 冊目となる『国際共
生社会学』を同書店より刊行した。平成 24 年度 8 月には『国際開発と環境－ア
ジアの内発的発展に向けて』を同書店より刊行した。平成 26 年 9 月には『国際
開発と内発的発展―フィールドから見たアジアの発展のために』を同書店より
刊行した。平成 29 年 9 月には『持続可能な開発目標と国際貢献―フィールドか
ら見た SDGs―』を同書店より刊行した。
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 年度 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 年度
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」
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を開催した。平成 26 年度 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 年度 10 月 7 日に「アジアにお
ける国際貢献手法の開発－ミャンマーにおける NGO の活動事例‐」、同年 11 月
14 日には国際ワークショップ“Toward International Collaborative Research
between JKUAT and TOYO”、平成 29 年 2 月 23 日には国際ワークショップ
“Sustainable Development and Tourism –Case in Cambodia-”を開催した。
平成 29 年度 6 月 24 日と 25 日には国際ワークショップ” What Can We Do for
Sustainable Development? Sharing Experiences between Kenya and Japan” 、
同年 7 月 4 日には”Disaster Resilience and Recovery -Asian Experience and
Research Opportunities in Italy –“を開催した。平成 30 年 3 月 7 日から 9
日までミャンマーにおいて“インレー湖における環境教育ワークショップ”を
開催した。平成 30 年 11 月 29 日には、特別セミナー：SDGs と社会的包摂「社会
的不利な状況にいる人のエンパワメント」を開催した。
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
の足をみんなで考える全国フォーラム 2016」を後援した。
平成 29 年 10 月 28 日と 29 日は「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム 2017」を後援し、平成 29 年 11 月 25 日と 26 日は国際開発学会第 28 回全国大
会を共催した。平成 30 年 10 月 27 日と 28 日は「くらしの足をみんなで考える
全国フォーラム 2017」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
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の活動内容を紹介している。
⑥ホームページの運営
センターの活動を紹介・公表する目的で平成 14 年度にホームページを立ち上
げ、第四期の初年度にあたる平成 27 年度は、英文サイトを構築、全面的にリニ
ューアルした。毎年度、最新情報を掲載・更新している。
（４）センター活動の外部評価
センターでは学内外の有識者に委嘱し、外部評価委員会を組織している。評価
委員会は年１回開催され、センターの運営に対してアドバイスを行う諮問機関
としてその任に当たってきた。
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Ⅱ．研究組織

東洋大学

国際共生社会研究センター研究員（2019 年 2 月 10 日現在）

名前 Name

専門分野／Profession

国際貢献（テーマコーディネーター：松丸亮）

◎

荒巻 俊也
Shunya ARAMAKI

都市環境工学
Urban and Environment Engineering

岡村 敏之
Toshiyuki OKAMURA

都市計画
Urban Planning

岡本 郁子
Ikuko OKAMOTO

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

柏﨑 梢
Kozue KASHIWAZAKI

都市計画
Urban Planning

藤稿 亜矢子
Ayako TOKO

自然環境学
Natural Environmental Studies

沼尾 波子
Namiko NUMAO

経済学、経済政策
Economics, Economic Policy

松丸 亮
Ryo MATSUMARU

災害マネジメント
Disaster Management

藪長 千乃
Chino YABUNAGA

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

持続可能なビジネス（テーマコーディネーター：北脇秀敏）

◎

石井 晴夫
Haruo ISHII

公益企業論、公共経営論、交通政策論
Local public corporations and public private partnerships

北脇 秀敏
Hidetoshi KITAWAKI

途上国協力環境協力

島川 崇
Takashi SHIMAKAWA

観光学
Tourism Study

徳江 順一郎
Jun-ichiro TOKUE

ホスピタリティ・マネジメント
Hospitality Management

永井 恵一
Keiichi NAGAI

社会工学、人的資源論
Social Engineering, Human Resources Theory

花木 啓祐
Keisuke HANAKI

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

堀 雅通
Masamichi HORI

交通経済学
Transport Economics

Environmental Cooperation for Development Countries

インクルーシブ・アフリカ（テーマコーディネーター：志摩憲寿）
◎

志摩 憲寿
Norihisa SHIMA

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

中村 香子
Kyoko NAKAMURA

文化人類学
Anthropology

花田 真吾
Shingo HANADA

比較・国際教育学
International Comparative Education

藤本 典嗣
Noritsugu FUJIMOTO

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

注） ◎ テーマコーディネーター
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名前 Name

専門分野／Profession

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

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

MD. Mafizur Rahman

バ ン グ ラ デ シ ュ に お け る 水 供 給 に 関 す る 研 究 Study on water supply in
Bangladesh

久留島 守広
Morihiro KURUSHIMA

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

劉 蘭芳
Ranho LIU

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

島野 涼子
Ryoko SHIMANO

途上国の防災能 力強化における障害者支援 のあり方に関する研 究 Study
on disability support in the ability for disaster prevention of the developing countries

矢田部 暁
Satoru YATABE

インバウンド・ツーリズム
Inbound Tourism

村上 淑子
Yoshiko MURAKAMI

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

其其格
Qiqige

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

劉 励敏
LIU Limin

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

Heiko Fritz

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

マリア・ロザリオ・ピケロ・
途上国におけるジェンダーとコミュニティー開発に関する研究 Gender and
バレスカス
Maria Rosario Piquero- Sustainable Community in Developing Countries
BALLESCAS
藏

志勇

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

杉田 映理
Elli SUGITA

ア フ リ カ に お け る 水 ・ 衛 生 環 境 と 社 会 開 発 に 関 す る 研 究 Research on Social

岡田 未来
Miku OKADA

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

坂元 浩一
Koichi SAKAMOTO

ア ジ ア ・ ア フ リ カ に お け る 内 発 的 発 展 に 関 す る 研 究 Research on Inward
Development in Asia and Africa

松藤 康司
Yasushi MATSUFUJI

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

小野 悠
Haruka ONO

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

松本 重行
Shigeyuki MATSUMOTO

途上国における水道事業の経営改善と無収水削減に向けた望ましい国際協力
の研究 A Study on International Cooperation for Improvement of Water Supply
Utilities and Non-Revenue Water Reduction in Developing Countries

Development Related to Water, Sanitation and Hygiene in African Societies
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加藤 聡
Satoshi KATO

アジアの開発途上国における地域開発の手段としての PPP に関する研究 A
Study on PPP as a New Means of Regional Development in Asian Developing
Countries

岩崎 真紀
Maki IWASAKI

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

タパ・サキーラ
Sakhila THAPA

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

呉海鍾
HaeChong O

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

朴美善
Meishan PIAO

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

井上 常史
Tsuneshi INOUE

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

リサーチアシスタント／Research Assistant
Le TRUC

適切な廃水関税構造の研究-ベトナムのホーチミン市を事例に A Study on
Proper Wastewater Tariff Structure Applied for Ho Chi Minh City - Case Study in
HCMC

Puri Bhakta

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

松島 恭範
Kiyonori MATSUSHIMA

ケニア農村地域における零細企業の持続的な経営手法に関する研究 A Study on
the Sustainable Business Operation of Micro and Small Enterprises in the Rural Area
of Kenya

柴田 京子
Kyoko SHIBATA

ミャンマーの農村開発における住民組織化に関する研究 Study on the Rural
Development and Self-Organization in Myanmar

周可
Ke ZHOU

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

湯浅 岳史
Takashi YUASA

開発途上国の湖沼を対象とした環境改善意思決定メカニズムの解明に関する
研 究 ： ミ ャ ン マ ー 国 イ ン レ ー 湖 を 対 象 に Study on Elucidation of the
Environmental Improvement Decision-Making Mechanism for Lakes in Developing
Countries: A Case Study of the Inle Lake, Maynmar

事務局/Secretary
板倉 由利子
Yuriko ITAKURA

事務運営
Secretary

連絡先：cesdes@toyo.jp
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Ⅲ．平成 30 年度活動記録

1.

国際シンポジウムの開催

テーマ：アジアとラテンアメリカにおける SDGs の実現に向けて―日本とブラジルの絆
日 時：2018 年 11 月 23 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：
・フラビオ・ウルノー 教授（サンパウロ総合大学）
・橋本りか・シルレイ 教授（サンパウロ総合大学）
・紀葉子 教授（東洋大学社会学部）
・吉田憲 氏（独立行政法人国際協力機構 中南米部次長）
・山本美香 氏（独立行政法人国際協力機構 青年海外協力隊 事務局長）
参加者：約 580 名
2.

特別セミナーの開催

テーマ：Discussing Social Inclusion from the perspective of SDGs: Empowerment to the persons
in social disadvantage
日 時：2018 年 11 月 29 日（木）
会 場：東洋大学白山キャンパス 125 記念ホール
講演者：
・ビョルン・ヴィンデン 教授 （ノルウェー・オスロ首都大学）
・久野研二 氏（JICA 国際協力専門員：社会保障）
・島野涼子 氏（国際共生社会研究センター客員研究員）
・ンゾ・ズキスワ 氏（学生パネリスト、ABE イニシアティブ研修生）
参加者：約 100 名
3.

国際ワークショップの開催

テーマ：インレー湖における環境教育と研究報告
日 時：2019 年３月７日（木）
、８日（金）
会 場：ニャウンシュエ市内
＊年度本報告書作成時では未開催のため、詳細は割愛する。
4.

2019NEW 環境展への出展

テーマ：国際共生社会研究センターの研究報告
日 時：2019 年３月 12 日（火）～15 日（金）
会 場：東京ビッグサイト
＊本報告書作成時では未開催のため、詳細は割愛する。
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5.

調査・研究活動

(1)

眞子 岳

平成 30 年８月 11 日～17 日
目的：地下水ヒ素汚染地域における安全な水供給に関する研究
場所：カンボジア
(2)

松丸亮

平成 30 年８月 31 日～９月４日
目的：インレー湖における環境保全に関する研究
場所：ミャンマー
(3)

眞子 岳

平成 30 年８月 26 日～９月７日
目的：インレー湖における環境保全に関する研究
場所：ミャンマー
(4)

金子 彰

平成 30 年９月７日～９月９日
目的：計画行政学会第 41 回全国大会への参加
場所：福岡県
(5)

藤本 典嗣

平成 30 年９月７日～９月９日
目的：計画行政学会第 41 回全国大会への参加
場所：福岡県
(6)

岡本 郁子

平成 30 年９月 19 日～９月 20 日
目的：岩手県紫波町における PPP の取り組みに関する調査
場所：岩手県
(7)

沼尾 波子

平成 30 年９月 19 日～９月 20 日
目的：岩手県紫波町における PPP の取り組みに関する調査
場所：岩手県
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(8)

岡本 郁子

平成 30 年 11 月 25 日～12 月１日
目的：インレー湖上における経済調査
場所：ミャンマー
(9)

藤稿 亜矢子

平成 30 年 11 月 25 日～12 月１日
目的：インレー湖における環境評価
場所：ミャンマー
(10)

久留島 守広

平成 30 年 11 月 24 日～11 月 28 日
目的：独エネルギー機関 DENA 主催・エネルギー転換会議出席、および欧州における
同技術動向・途上国への技術移転可能性調査他
場所：ドイツ
(11)

島野 涼子

平成 30 年 11 月 27 日～12 月 12 日
目的：スリランカの発達障害のある人の実態調査（知的障害者・精神障害者の調査と
ともに）
場所：スリランカ
(12)

島野 涼子

平成 31 年１月 12 日～１月 20 日
目的：コロンボ市における学校に通っていない障害者に関する実態把握
場所：スリランカ
(13)

藪長 千乃

平成 31 日１月 27 日～２月２日
目的：北欧諸国における社会福祉分野の途上国支援に関する聞き取り調査
場所：ノルウェー、フィンランド
(14)

岡本 郁子

平成 31 年１月 30 日～１月 31 日
目的：住民主導型地域活性化の取組みに関する調査
場所：佐賀県
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(15)

岩崎 真紀

平成 31 年２月１日～２月 12 日
目的：鹿島学術振興財団研究助成「モロッコのアルガン油精製女性協同組合の活動に
みるイスラーム的伝統に沿った持続可能な地域開発と女性のエンパワーメント
に関する複合的研究」に関わるモロッコ南部の現地調査およびフランスでの資
料収集調査
場所：モロッコ
(16)

小野 悠

平成 31 年２月４日～２月 16 日
目的：
（１） ケニア国ナイロビのスラムにおけるパブリックスペースの空間特性と活
用実態に関する調査
（２） マレーシア国ペナンのまちづくりに関わる民間企業の視察
場所：ケニア、マレーシア
(17)

柏崎 梢

平成 31 年２月 15 日～２月 21 日
目的：イタリア中部地震被災地であるイタリア中部の都市カメリーノを訪問し、カメ
リーノ大学の研究者と意見交換を行うとともに、カメリーノおよび周辺の小規
模集落にて聞き取り調査を行い、復興状況を確認する。
場所：イタリア
(18)

荒巻 俊也

平成 31 年２月 19 日～２月 25 日
目的：廃棄物収集・処理状況の調査と、ごみ問題や適切な排出に関する市民意識の調
査のため
場所：セーシェル共和国
(19)

藤本 典嗣

平成 31 年２月 19 日～２月 27 日
目的：
「グローバル都市の持続可能性~カイロの事例」をテーマに調査を行う。近東・
北アフリカの都市システムの中で、カイロの成長が、現状（世界都市の拠点と
して多国籍企業のブランチオフィス立地による成長）で、どの程度の持続可能
性があるのかを、調査する。さらに、ドバイにてカイロと対比した金融市場の
発達度を調査する。
場所：エジプト
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(20)

岡本 郁子

平成 31 年２月 23 日～３月 10 日
目的：チン州南部における農業の実態及びシャン州インレー湖に関する調査研究
場所：ミャンマー
(21)

松丸 亮

平成 31 年２月５日～２月９日
目的：カンボジア国シェムリアップ市における水衛生環境および家庭における衛生教
育状況を市役所や NPO などの関係機関及び家庭訪問を基に把握すること。
場所：カンボジア
(22)

井上 常史

平成 31 年２月 26 日～３月８日
目的：中国の廃棄物プラスチック輸入禁止に伴う動向等調査のため
場所：タイ
(23)

眞子 岳

平成 31 年３月１日～３月 11 日
目的：ミャンマー・インレー湖における環境保全に関する研究
場所：ミャンマー
(24)

松丸 亮

平成 31 年３月５日～３月 12 日
目的：ミャンマー国インレー湖環境改善プロジェクト（地球市民の会と共同実施中）
での現地ワークショップ実施及びインレー湖周辺環境調査
場所：ミャンマー
(25)

志摩 憲寿

平成 31 年３月 28 日～３月 31 日
目的：第 2 回 IASUR (International Alliance for Sustainable Urbanization and Regeneration)
国際会議に参加・論文発表を行う。
場所：中国

33

第二部

研究報告

Ⅰ．国際貢献
Ⅱ．持続可能なビジネス
Ⅲ．インクルーシブ・アフリカ
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Ⅰ．国際貢献

１．活動概要

平成 30 年度国際共生社会研究センター 活動概要

活動概要

国際貢献

国際共生社会研究センター

1.

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

はじめに
東洋大学国際共生社会研究センターが「アジア・アフリカにおける地域に根ざしたグロ

ーバル化時代の国際貢献手法の開発」を全体テーマとして掲げ、
「国際貢献」がサブテーマ
の一つとなってから、本年度末で４年が経過する。本年度においても、各研究員は、昨年
度までの研究を継続し、研究成果の発信に努めるとともに、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。
国際貢献テーマグループとしての活動は、NPO 法人地球市民の会との共同で昨年度より
継続している「ミャンマーのインレー湖の住民参加型環境改善プロジェクト」
（三井物産環
境基金による研究助成）に加え、
「2016 年イタリア中部地震からの復興に関する研究」を行
っている。ここでは、グループとしての活動の概要を示すとともに、各研究員の研究状況
の概要を示す（紙幅の都合により、客員研究員および RA の研究概要は割愛している）。
なお、研究員・客員研究員・RA の研究状況の詳細は、本報告書の「各研究員からの報告」
部分に示している。
2.

国際貢献テーマグループとしての活動

① 「ミャンマー・インレー湖における環境悪化要因の分析と住民主体の参加型環境改善
手法の構築プロジェクト」
（三井物産環境基金による研究助成）
昨年度より、特定非営利活動法人地球市民の会（以下、TPA）と共同で実施中のプロジェ
クトで、
本年度は 3 年のプロジェクト期間中の 2 年目にあたる。
3 年間の研究期間において、
１）事業予定地であるインレー湖の環境汚染の状況、環境改善にかかる住民意識を明らか
にし、２）環境改善に係る全体ビジョンおよび個別の改善目標を設定したうえで、３）イ
ンレー湖の環境改善対策にかかる住民参加型で実践的な循環型環境改善手法の構築を目指
すものである。
本年度も昨年度に引き続き、表に示すように全５回（第 5 回目は、本校執筆時は実施予
定）の現地調査を行い、インレー湖の水質、農業やホテルやレストランなどの水質に影響
を及ぼす可能性のある産業等に対して意識調査などを行った。
その結果、インレー湖の汚染状況や住民や観光産業従事者の環境意識などが次第に明ら
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かになってきているところであり、今年度の結果をもって、環境改善に係る全体ビジョン
の設定を行い予定でいる。
表 現地調査の概要
回
1

期 間
2018 年 8 月 11 日
～17 日

内
容
水質調査（乾期）
コミュニティ調査
流域調査

2

2018 年 8 月 26 日
～9 月 7 日
2018 年 8 月 31 日
～9 月 4 日
2018 年 11 月 25
日～12 月 1 日
2019 年 3 月 1 日
～11 日

水質調査（雨期）
コミュニティ調査
流域調査

眞子

コミュニティ調査
観光開発調査
環境教育ワークショップ
・水上コミュニティ
・ホテル協会など

岡本、藤稿

3
4
5

参加メンバー
眞子

松丸、湯浅

松丸、岡本、眞子、湯浅

水質については、インレー湖の有機汚濁と濁度について、汚濁が進行している割には濁
度が低いという日本の湖沼にはあまり見られない関係がみられ、そのメカニズムについて
の推論を進めている。この結果については、3 月末の学会発表にて公表の予定である。また、
インレー湖の環境に影響を与える要因である、流域の農地利用パターン、就業形態の変化、
観光事業者などの環境意識などが次第に明らかになりつつあり、これらが、環境改善に係
る全体ビジョンを設定するうえで重要な部分になると考えている。
② 「2016 年イタリア中部地震からの復興に関する研究」
この研究は、昨年度より松丸研究員と柏崎研究員が個別に進めているが、本年度より、
国際貢献グループとしての活動として実施することとした。
今年度は、2 月中旬に両研究員が同じ日程でイタリアを訪問し、復興政策、復興コミュニ
ティと被災者の居住寛容などをテーマにそれぞれの専門の立場から現地調査を行う予定で
ある。なお、この現地調査には、国内外において災害支援を行っているジャパン・プラッ
トフォームのプログラムコーディネーターも参画する予定であり、外部からの知見も取り
入れながら研究を進めていきたい。
3.

各研究員の研究テーマと研究活動

 荒巻俊也 研究員
荒巻研究員は「低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究」をテーマ
に引き続き研究をおこなっている。
今年度は、ハノイ市郊外やスリランカ・ゴール市での水利用実態と適切な水供給インフ
ラ形態の検討のほか、ハノイ市およびセーシェルにおいて廃棄物の適正処理に関する関係
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者の意識と行動の調査を実施してきており、これらの成果は、2018 年 7 月に松山で行われ
た Water Environmental Technology Conference などにおいて公表されている。
来年度以降は、これまでの研究成果を取りまとめるとともに、廃棄物の削減や分別収集・
リサイクルに関するテーマについて、セーシェル，ベトナム等での現地調査を進め、地域
住民の意識や認識と影響を与えている要因について分析を進めていく予定となっている。
 岡本郁子 研究員
岡本研究員は「途上国農村開発における住民組織化と地域社会」をテーマに研究を行っ
ている。本センターにおける本年度の主たる活動は、国際貢献グループのとしての研究活
動であるミャンマー・インレー湖プロジェクトにおいて、同地域での農業生産や土地利用
がインレー湖地域の環境にどのような形で負荷を与えているかに関し、インレー湖周辺及
び流域のいくつかの村において調査を行うことであった。
その結果、インレー湖周辺・流域の村々では、土地利用、農業生産、就業などにいくつ
かの特色がみられ、それが環境負荷を考えるときに必要となる要因であることを示唆した。
 柏崎梢 研究員
柏崎研究員は、もともと「アジア都市におけるコミュニティ開発およびガバナンスに関
する研究」をテーマに研究を進めていたが、昨年度より、2016 年イタリア中部地震の被災
地において、被災コミュニティの再生に係る研究を行っている。この研究では、復興が長
期にわたることが想定される、2016 年イタリア地震被災地であるカメリーノとアマトリー
チェを対象に、緊急対応・復興に係る制度などについての調査を行い、日本やアジアへの
知見を導こうというものである。
今年度は、特に、復興初期段階のプロセスについて、昨年度行った現地調査での聞き取
り調査結果や文献を詳細に分析し、同じイタリア国内でもいくつかのパターンがあること
を明らかにした。また、本年度はこれまでに明らかになったことをベースに 2 月中旬に現
地での調査を行うことを予定している。


藤稿亜矢子 研究員

藤稿研究員は「環境保全型ツーリズムの開発手法に関する研究」をテーマに研究を行っ
ている。藤稿研究員は、国際貢献グループのとしての研究活動であるミャンマー・インレ
ー湖プロジェクトにおいて、インレー湖の保全施策と周辺の観光産業との関連性調査を担
当しており、この研究活動が本年度の本センターにおける主たる研究活動となっている。
具体的には、基礎情報の収集を意図して、観光事業者におけるインレー湖保全のための
施策と意識について、アンケート調査およびインタビュー調査などを行い、事業者の咸鏡
配慮行動の傾向や観光協会と環境保全対策の実態などを明らかにしつつある。


沼尾波子 研究員

沼尾研究員は「地域における経済学、経済政策」をテーマに研究を行っている。本年度
は、地域において生活の維持を可能とする社会経済基盤の構築が課題となる中、人口減少
が進む地方圏にあって、独自の地域づくり政策を推進し、人口減少の抑制とともに持続可

43

能な社会経済システムの構築を図る自治体について、ガバナンスとマネジメントの両面か
ら、成果を上げるための要件について考察を行うこと目的に、岩手県紫波町を対象に調査
を行った。その結果、紫波町におけるオガールプロジェクトを中心とした一連の事業展開
の背景には、町役場による「協働のまちづくり」の実践に向けた取組みがあることが明ら
かになったとしている。
 松丸亮 研究員
松丸研究員は「防災・災害復興分野における国際貢献手法に係る研究」をテーマに研究
を行っている。本年度の主たる活動は、インレー湖プロジェクト、2016 年イタリア中部地
震からの復興に関する研究であった。インレー湖プロジェクトについては、他の研究員と
ともに現地調査を行い、特に、水質形成機構の検討を行った。検討結果については前述の
通りである。
 藪長千乃 研究員
藪長研究員は「社会福祉の新たな展開に関する研究：北欧の取組事例」をテーマに研究
を行っている。本年度は、これまで北欧で行ってきた研究成果等の公表のため、ノルウェ
ー・オスロ首都大学よりビョルン・ヴィンデン教授を招聘し特別セミナー「Discussing Social
Inclusion from the perspective of SDGs: Empowerment to the persons in social disadvantage」を開
催した。障害者支援の在り方などについて議論を実施し、その成果報告書は本センターの
ウェブサイトに掲載されている。
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、複数の研究員が参画するプロジェクトが、インレー湖プロジェクトとイ
タリア中部地震からの復興研究と二つに増やすことができた。昨年度末に、研究員が共同
で実施できるプロジェクトをさらに増やしていきたいとした目標を最低限クリアできたの
ではないかと考えている。
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 30 年度国際共生社会研究センター 研究概要

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

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
荒巻

俊也

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

工学大学の Le Quynh Chi 博士，および東京大学

1. はじめに
開発途上地域においては、水供給や衛生施設の

大学院工学系研究科の窪田亜矢教授の研究グル

整備、廃棄物管理の高度化などにより生活環境の

ープとの共同で実施している。

改善が求められているが、省エネや省資源、温室
効果ガスの排出削減など今日的な地球規模での

2．公共水道の導入による水利用に関する意識や

環境問題への対応も同時に考えていく必要があ

行動の変化

る。このような中で、水供給や排水・廃棄物処理

（1） 研究背景と目的

などの環境インフラの形成において、行政側から

公共水道などの水供給インフラは、先進国では

のトップダウン的なアプローチだけでなく、地域

多くの地域で既に整備が終わり高度化と維持管

住民の意識や選好などを考慮したボトムアップ

理が課題となっているが、途上国ではまだ不十分

的なアプローチのもとに問題を検討していくこ

な地域も多い。特に人口の集中が進む大都市圏で

とも求められている。

は慢性的な水不足に悩んでいる地域もあり、迅速

そこで、途上国における低炭素社会・循環型社

かつ適切な水供給システムの整備が主要な課題

会、あるいは健全な水循環の構築に向けて、内発

となっている。特に適切な整備という観点では、

的発展という視座のもと、地域住民の主体的な

地域住民の水量、水質に対する要求と、水供給に

（ボトムアップの）取り組みによる可能性や課題

対する支払い可能額を考慮しながら、地域住民に

について検討を行うことを目的として研究を進

とって最も適切なシステムを選択しなければな

めている。

らない。

具体的な事例として，ハノイ市郊外やスリラン

そこで，ここではハノイ都市圏において，公共

カ・ゴール市での水利用実態と適切な水供給イン

水道が導入されていない地域と導入されてまも

フラ形態の検討のほか、ハノイ市およびセーシェ

ない地域を対象として水利用の実態および水利

ルにおいて廃棄物の適正処理に関する関係者の

用に関する意識の調査を行い，水利用に対する意

意識と行動の調査を実施してきた。ここでは、そ

識がどのように異なっているかを検討する。

れらの成果のうち、ハノイ市郊外での水利用実態
に関する調査の結果を紹介する。

（2） 研究対象地域

なお、ここで紹介する成果は 2018 年 7 月に松

対象としたハノイ市は人口約 650 万人のベトナ

山で行われた Water Environmental Technology

ムの首都であるが、急速な人口の流入と経済発展

Conference にて発表した内容

1)を要約したもの

が進んでいる。これまで地下水を水供給の水源と

である。これらの調査および検討は，ハノイ土木

していたが、地盤沈下が深刻な問題となるととも
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なっている。

に、地下水のアンモニア性窒素やヒ素による汚染
も問題となっており、表流水への転換が課題とな

本研究では表 1 に示す Sai Son(以下 SS)，Mau

っている。近年西部の山岳地帯に河川水を水源と

Luong(以下，ML)の 2 つのコミュニティを対象と

する浄水場を建設して市の一部地域に供給して

した。SS はハノイ中心部から約 30km 西にある農

いるが、今後の水需要の増加に対して、新たな表

業コミュニティである。高速道路が近くを通って

流水源の開発を計画している。

おり，ハノイ市内へのアクセスは良く，また有名

しかし、ハノイ市近辺にある河川上流では近年

な寺院があり観光客も訪れる地域である。公共水

少雨傾向が続いて渇水が頻発しているとともに、

道はまだ導入されていない。ML は中心部から 10km

国際河川であること、また水力発電用水としての

南西にあるコミュニティで近隣の環状道路沿い

利用が既に行われていることから、表流水を安定

に商業施設や大規模な住宅団地が開発されてい

に確保することについてもさまざまな課題があ

る地域である。公共水道が導入されてからまだ 10

る。よって、水資源の有効利用と適切な水供給イ

年経っていない地域である。両コミュニティの詳

ンフラの整備が市の発展に向けた重要な要素と

細は表 1 を参照されたい。

表 1 対象コミュニティの概要
Sai Son (SS)
without public water supply

Mau Luong (ML)
with public water supply

Main income source

Agriculture: 57%
Small business: 24%
Gov. official: 10%

Agriculture: 54%
Small business: 24%
Employed: 21%

Level of monthly Income
(1M VND
=45 USD

<2M VND: 9%
2-5M VND: 33%
5-10M VND: 36%
10-15M VND: 17%

2-5M VND: 22%
5-10M VND: 48%,
10-15M VND: 22%
>15M VND: 6%

Community
Average family size (children)

Water source

Water appliance

5.3 (1.7) /household

Rainwater for kitchen
Groundwater for others
Washing machine: 77%
Shower: 83%
Flush toilet: 91%
Purification: 31%

5.1 (1.7) /household

Public water for in-house use
Rainwater use in some houses
Groundwater is polluted, and
limited use
Washing machine: 92%
Shower: 100%
Flush toilet: 97%
Purification: 57%

(4) 水利用に対する意識と行動

(3) 調査方法
SS は 2016 年 8 月に，ML は 2017 年 8 月に現

図 1～4 に両コミュニティにおける意識や行動

地調査を行い，コミュニティの状況を確認すると

の分布を示す。節水意識は公共水道が入り料金徴

ともに，約 60 軒を対象に調査を行った。

収が行われる ML 地区の方が高く（図 1），一方で

調査では，水利用の状況や意識，行動，意見に

水量が十分ではないと考える人の割合は公共水

ついて，タブレットによる聞き取り調査を行うと

道が導入されていない SS 地区の方で高かった

ともに，水利用機器の確認のほか炊事に利用して

（図 3）
。SS 地区では利用している地下水に汚染

いる水について，電気伝導度の他，アンモニア態

の懸念があるが，水の安全性についての意識はほ

窒素や硝酸態窒素，大腸菌群などの指標について

ぼ同じレベル（図 2）であった。また，ML 地区も

の簡易水質調査を行った。

含めて多くの家庭で従来利用されてきた貯水槽
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(5) 水利用に関する意見や選好

が公共水道導入後も利用されているケースが多
かったが，貯水槽を清潔に維持することの意識に

図 5 には SS 地区で水利用に対する意見を尋ね

ついてはやや ML で高いものの大きな差はなかっ

た結果を示す。水道導入による水質改善への期待

た（図 4）
。

が大きいこと，コミュニティによる管理の重要性
への理解はあるが，行政主導での導入への期待が
大きいこと，などが見て取れる。

図 1 設問“Are you trying to save water in your

図 3 設問” Do you feel you don’t have enough

life?”への回答の分布

water?”への回答の分布

図 2 設問” Do you worry about safety of water

図 4 設問” Are you carefully take water from

currently used?”への回答の分布

tank to avoid contamination of water?
”への回答の分布

図5

SS における水利用についての意見や選好

49

図6

ML における水利用についての意見や選好

表 2 現在公共水域を利用するかどうかと他の要

されてきた。そこでここでは，ML 地区において

因とのクロス集計表

公共水域の利用が公共水道導入に伴いどのよう
Yes

No

に変わったかを調査した。
表 2,3 に示す通り，10 年前は約 3 分の 2 が利

Help maintain the public
water sites?

Yes

9

10

No

11

33

Agriculture
is
income source

Yes

17

17

No

3

26

Yes

12

17

水域の清掃など維持管理への参加も少なくなっ

No

8

26

ている状況であった。

Yes

4

28

No

16

15

major

Use rainwater in Kitchen
Worry about safety of
water currently used

用していたが，現在は約 3 分の１と減っている。
特に農業従事者以外，水質への不安を表明したも
の，雨水を現在利用していないものが公共水域を
利用していない状況であり，10 年前と比べて公共

3．今後の計画
今後は、ハノイで実施してきた調査の成果を取
りまとめるとともに、廃棄物の削減や分別収集・

表 3 10 年前に公共水域を利用していたかどう

リサイクルに関するテーマについて、セーシェル，

かと他の要因とのクロス集計表

Help maintain the public
water sites 10 years ago

Yes

No

Yes

26

7

No

15

15

ベトナム等での現地調査を進め、地域住民の意識
や認識と影響を与えている要因について分析を
進めていく。
参考文献

図 6 には ML 地区で結果を示す。約 8 割が水道

1) Toshiya ARAMAKI, Quynh Chi LE, Tomohiro ITO

の導入による水量および水質の安定性や安全性

and Aya KUBOTA, Residents’ Attitude and

への効果について肯定的な意見を持っているが，

Behavior on Water Use in Rapidly Urbanizing

その分費用も増えたと回答する家庭も多かった。

Communities in the Suburb of Hanoi City, Vietnam,
Water and Environment Technology Conference

(6) 公共水域の利用についての変化

2018, Matsuyama, July 2018.

ハノイ都市圏においては，コミュニティには公
共水域が整備され，伝統的にさまざまな形で利用
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1. 平成 30 年度の活動報告

環境劣化の原因が複合的であること、それにも関

東洋大学国際社会共生センターは、三井環境研

わらず行政の横の連携が弱いこと、また環境劣化

究基金の助成を受け、ミャンマーで活動する NPO

に関する具体的なデータがステークホルダー間

法人地球市民の会と共同研究「ミャンマー・イン

で共有されてこなかったことなどから、環境改善

レー湖における環境悪化要因の分析と住民主体

の本格的な取組みとして具体化されてこなかっ

の環境型環境改善手法の構築」を実施している。

た。

筆者は主に同地域での農業生産や土地利用がイ

インレー湖の環境劣化の一つの大きな理由と

ンレー湖地域の環境にどのような形で負荷を与

して指摘されるのが、インレー湖をとりまく周辺

えているかに関する調査を担当している。

山 間 部 か ら の 土 砂 流 入 で あ る （ MOECF 2014,

2018 年度は、11 月 26 日～28 日にかけて、土砂

Furuichi 2007）
。土砂流入の原因は、山間部での森

流入が特に著しいとされるインレー湖西岸の上

林伐採の拡大と農地利用の拡大によるとされる。

部に位置する山間村で農業生産や生業に関する

森林伐採は日常的な燃料確保だけでなく、インレ

聞き取りを行い、住民の生計活動と土砂流入の関

ー湖東岸の山間部ではタナペ2 加工用の薪用目的

係に関する基礎情報の収集を行った1。

でも行われている。また、インレー湖西岸の山間
部では森林地と区分されている土地で移動耕作

2．研究背景と目的

（Shifting Cultivation）が行われていることも原因
として指摘されている。この地域はもともと土壌

ミャンマー東部、シャン州ニャウンシュエ郡に
位置するインレー湖は風光明媚な有数の観光地

が浸食されやすい赤土であることも要因である3。

として有名であるが、近年同湖及びその周辺地域

ニャウンシュエ郡の森林面積の変化をみると、

の環境劣化が著しいとされる（MOECF 2014）
。こ

2005 年から 2010 年という短い期間で 5.6％とい

うした環境劣化に対してはミャンマー政府、シャ

う 急 速 な 森 林 減 少 が 見 ら れ る （ MOECF 2014

ン州政府、さらには地域住民のコミュニティ組織

Table 5）
。その背景には人口圧力がある。ニャウン

の間でこれまで以上に危機意識が高まっている。

シ ュ エ 郡 の 人 口 は 1990 年 代 半 ば 以 降 年 平 均

しかしながら、前年度報告書で整理したように、

11.5％で増加しているが、これを地理的区分（湖

1

時間火をくべる必要があり、日常生活用の薪に
比べ太いものを大量に必要とする。
3 表面浸食からリル浸食、さらにガリ浸食が発生
していったとされる。1999 年の FAO のコンサ
ルタントの報告書にはすでに深刻なガリ浸食が
起きていると示されている。

同調査ではインレー湖西岸農村の農地利用調査

だけでなく、ニャウンシュエを中心とする観光業
者（ホテル、銀細工、機織り）に対する聞き取り
も実施した。
2 ビルマ葉巻用の葉。葉を乾燥させるために 24
51

上村（Inside the lake）
、湖畔村（Wetland）
、内陸村

うん機を使用すれば作業は半日で終わるところ、

（Upland）
）に応じてみると、人口増加率は内陸村

水牛では１エーカーあたり 4-5 日かかり、費用も

で年平均 14％と最も高くなっている（MOECF

さして変わらないためである。

2014 pp.24-25）
。そうした人口の増加が薪需要、農

住民は森林減少が進んでいるという認識を共

地需要を高め、森林減少が加速化していったと考

有しているようであった。こうした森林減少の結

えられる。

果、近年、雨季の期間が短くなってきていると同

以上のような背景から、インレー湖の流水域の

時に、降水量も減少しているとする4。森林減少の

山間部地域の住民の生業・生活の実態の把握は、

要因としては、人口圧力に加え、薪を売って生計

インレー湖の土砂流入量の軽減策を考えるうえ

をたてざるを得ない人がいることが一因として

で不可欠である。本調査は今後詳細な個別世帯調

あげられていた。以前は木炭づくりを行っている

査を実施するための予備調査として位置づけら

世帯もいたが、森林の減少に危機感をいだいた隣

れる。
調査対象村はニャウンシュエ郡の 2 ヶ村
（イ

の村（タウンチャー村）の村長の呼びかけで近隣

エウー村、ゴー村）
、カロー郡の 2 ヶ村（チャウナ

４－５村の間で 2 年前に木炭づくりの禁止を決め

ー村、アウンベイ村）である。

たという。
（２）ゴー村

3．調査村の概要―土地利用と生業を中心にー

ゴー村は 130 世帯からなるパオー族の村である。

（１）イエウー村

この内 35 世帯は耕作する農地を保有しない土地

イエウー村は南北に位置する３つ集落からな

なし層である。1 人あたり平均保有区画は、６～

るパオー族の村である。北が 8 世帯、南が 23 世

10 区画である。同村の農家は土地権証書をすでに

帯と小さな村である。北村の世帯はもともと南村

取得済みとのことだが、具体的な保有面積（エー

に住んでいたが、川をはさんだ北側に畑地があっ

カー）を村民は回答できなかった。村民はこれら

たため 30 年前に 4 世帯が移り住んだという。

おｎ土地を「先祖代々の土地である」と認識して

同村の農家が耕作する土地（聞き取り対象農家

いる。農地の売買はこれまで行われていないとの

の保有面積は３エーカー）にはすでに土地権証書

ことである。

が供与されていた。主な作物はラッカセイ、トウ

主な作物は陸稲、とうもろこし、じゃがいも、

モロコシ、ひまわり（搾油用）
、菜の花（搾油用）

トマト、菜の花である。ある農家の耕作地は 1 区

であり、トウモロコシは約 10 年前から栽培が開

画のみで、陸稲→とうもろこし→じゃがいも→ラ

始された。以前はキマメを栽培していた農家もい

ッカセイを順に栽培し、休閑期はもうけていない。

たが、虫害が起きてから栽培しないようになった

陸稲を栽培しない場合（また栽培する年でも不足

という。特に休閑期をもうけてはおらず、連作を

する場合）にはアウンバンの市場（村から 20 マイ

している。

ル離れている）で米を購入する。また別の農家は

この村の世帯の現金収入源として重要なのは

３つの区画で耕作しており、過去３年の作付けパ

牛の肥育であり（8 世帯のうち５世帯が平均８頭

ターンは①じゃがいもーとうもろこしーとうも

の牛を保有）、これらの牛は国内市場向けではな

ろこし、②休閑―陸稲、③菜の花―とうもろこし

く中国やタイに向けて輸出されている。

ー落花生 であった。市場条件以外に何が作付け

ただし、畑の耕うんに水牛は使用されておらず

パターンの決め手になっているのかは今後確認

小型耕うん機が利用されるようになっていた。耕

が必要である。

たとえば、以前は雨を待って 4-5 月に播種をし
ていたところ、現在は 7 月に入ってから行うこ

ともあるという。

4
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同村では農業以外の生計手段としては竹かご

頻繁に起こり、2 年連続で収穫できないことすら

作り、大工業などがあるが、国内外に出稼ぎにで

ある。米以外のその他の作物も保有面積にすべて

ている住民はいないとのことであった。

に毎年作付けするわけではない。村長によれば当

調理用の主な燃料は薪である。村民間の暗黙の

該年度の作付面積は農作業に充当できる労働力

合意として枯れた木を切ってもよく、村民は徒歩

によって決まる。彼の場合、現在の主な現金収入

で行ける範囲内で薪を収拾している。現在はとう

は竹細工の代金であり（年間合計 100 万ｋ程度に

もろこしの芯も燃料として利用するようになっ

のぼる）、そちらに労働を割く選択をしている。仮

ため以前よりも薪の利用量は減ったという。

に農作業に雇用労働力（日雇い男性 6000 チャッ

（３）チャウナー村

ト、女性 4000 チャット）を用いるとすると、竹細

チャウナー村は世帯数 40 のタウンヨー族の村

工の利益が相殺されることになるという。

Forest）内

指定林地内に村があることもあり、森林官も時

にあり5、農地利用されている土地はすべて土地区

折同村を訪れる。直近では土砂流出防止プロジェ

分としては森林地である。したがって、土地証書

クトの一環でアボガド植林（段々畑方式）を推奨

は発行されていない。ゴー村と同様、各世帯が耕

するための訪問であった。同プロジェクトに関心

作する土地は「先祖代々の土地」と認識がされて

をもった世帯は 3-4 世帯だったという6。他の世帯

いる。

もアボガドの植林そのものには関心があるもの

である。この村は指定林地（Reserved

ある農家（村長）の耕作面積は 1.5 エーカーで

の、段々畑の場合水牛での作業が難しくなるため

ある。父は 2～3 エーカー、母は 4～7 エーカーの

に敬遠したという。

先祖代々の土地を保有していた。村長の兄弟の現
在の耕作面積は以下の通りである。
① 兄

2 エーカー（母方の土地）妻の分は不明。

② 姉

1.5 エーカー（父方の土地） 夫はヘーホ

ー出身で、ヘーホーの土地は売却。
③ 本人 1.5 エーカー（母方の土地） 妻はピン
ダヤ出身なのでこの地域に農地はなし。
1.5 エーカー（母方の土地） 夫 1.5 エ

④ 妹

ーカー
妹

1.5 エーカー（母方の土地） 夫 1.5 エー

カー。

図１ タウンヨー族の畑

父方の残りの土地は兄弟で順番に耕作するこ

出所：筆者撮影

とになっており、
5 年に 1 度順番がまわってくる。
これまでの作付けパターン（過去 3 年）はしょ

（４）アウンベー村

うが→陸稲→とうもろこしで、翌年何を栽培する

アウンベー村もタウンヨー族の村であり、世帯

かは雨の降り始めの時期をみて決めるという。休

数は 63 である。全世帯が農業に従事している。出

閑年は設けず毎年何らかの作物を栽培する。ただ

稼ぎ者がいるのは 3 世帯のみである。チャウナー

し、陸稲は作付けても収穫が全くできないことが

村同様、村及び農地は指定林地内に位置する。世

2018 年にローカル NGO の働きかけで村の居
住地のみ指定林地から除外された。将来的には
耕作地も指定林地から外れるよう働きかけてい

6

5

くとのことであった。
プロジェクトの対象は 2 世帯ということだった
ので、くじで決められた。
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と位置づけられ慣習的な利用が続いている。さら

帯の平均耕作面積は約４エーカーと見られる。
村民のひとりは 畑を 8～10 エーカー、
水田
（低

にいえば、アウンベー村での認識のように森林は

地）に 3 エーカー保有する。畑地での作付けパタ

「自由に」開拓できるものとして位置づけられて

ーンは、菜の花 4～6 エーカー、ショウガ 2 エー

いる。
環境保護森林省の報告書には、これらの地域で

カー、そこにサヤエンドウを少し混作している。
彼が畑地で栽培する作物は基本的にこの３種で

は移動耕作が中心であり、圃場を固定した農業を

あるが、しょうがは 3 年栽培後 1 年休閑する。休

すべく森林局が説得しているがそれが成功して

閑のパターンは人によって異なるという。水田を

いないという記述がある（MOECF 2014

10 年前に購入（１エーカー50 万ｋ）以前は、陸稲

しかし、ここで想定されている移動耕作と、現在

も栽培していた。20 年前に比較すると菜の花の収

これらの村で実際に行われている耕作パターン

量が半減しているとのことである7。

とは異なるとみたほうがよい。すなわち、各世帯

両親の農地は約 10 エーカーであった。
兄弟 9 人

p.56）。

は決まった「先祖代々の土地」で耕作を続けてお

でその土地を引き継ぎ耕作している。各区画の大

り、その意味ですでに固定化しているのである。

きさは異なるが、区画を合わせると兄弟が平均し

とはいえ、人口圧力で各世帯の先祖代々の土地が

て同程度の面積となる。彼の場合は、両親、妻の

「拡大している」可能性はもちろんあり、それが

先祖代々の土地を耕作している。

「移動耕作」として位置づけられているのかもし
れない。

同村から１～２マイルに拡がる森林は農地と

一方で、チャウナー村の事例のように、非農業

して開墾の余地があるという。村民ならば誰の許
可もなく開墾ができるという暗黙の了解がある8。

就業の拡大によって農地利用のパターン（必ずし

村有林として保護されている森はなく、個々の

もすべての面積に作付けをしない）ということが

世帯が畑の周りの森を保護している。森林局との

起きてきている。それは生計手段の多様化によっ

間で何か特段の問題が起きたことはこれまでな

て農地利用圧力を緩和する可能性があることを

いという。森林局に植林の苗木の供与を求めたと

示唆している。

ころ、アボガド、ユーカリ、メザリなどの苗木の
供与があったという。イエウー村同様、近年降雨

参考文献

パターンが変化しているとの認識があり、その原

1) Furuichi, Takahisa. 2007. “Soil erosion and

因として森林減少があげられた。

sedimentation in the Lake Inle Catchment, Myanmar
(Burma)” Unpublished theses submitted for the degree
of Doctor of Philosophy of the Australian National

４．まとめ

University.

インレー湖西岸地域の湖から離れた地域、特に
タウンヨー族居住地域においてはいまだ農業（平

2) Ministry of Environmental Conservation and

均的に生産性の低い）が生計活動の中心である。

Forestry（MOECF）.2014. Inle Lake:Long Term

平地の農村部が非農業就業の拡大、また機械化の

Restoration & Conservation and Forestry.Nay Pyi

進などここ数年で急激な変化が起きているのと

Taw

は対照的である。また、農地は「先祖代々の土地」

3

7

先祖代々の土地だからと断ったことがあるとい
う。

農地が酸性になってきていることを原因として
指摘していた。
8 カロー郡出身の人が開墾したいと言ってきたが
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Study on the Process of Disaster Recovery from 2016 Central Italy Earthquake

characteristics of recovery process in Central
Italy through case study in Camerino and
Amatrice, and aim to learn the advanced
programs especially on the housing and
commercial activities on the process.

1. Research activities in 2018
Based on the initial survey in 2017,
follow-up survey has been conducted through
interviews with Prof. Lucia Ruggeri who was
officially invited by Faculty of Global and
Regional Studies in April 2018. The integrated
outcome was presented at the International
Conference of Asia-Pacific Planning Societies
2018 in Ho Chi Ming City in Vietnam on 24
August 2018. Secondary survey is planned in
Camerino in Italy in February 2019.

（2） Targeted Field 1: Camerino
Camerino is a municipality of
Macerata province, Marche Region with an
area of 130 km2 and a population of
approximately 7,007 local residents (2010),
with another 6,299 residents (2015/2016)
affiliated with the University of Camerino. The
town is called “Medieval University Town”
since he University of Camerino was founded
in 1363 with the historical building-lined
complex is located in the town’s center. The
center is surrounded by the long wall which is
build by Giovanni da Varano in 1382. Inside
the wall, there are historical buildings such as
Ducal Palace in 1460.
After the Central Italy earthquake, the
old city center was designated as a “Red Zone”
(no entry permitted), and so only the university
complex’s outer buildings, constructed 20 years
ago, are currently in use. In June 2017, the
university was conducting classes with
assistance from the national government, and
the students who were continuing their studies

2．Conducted Research
（1） Background and Objectives
Addition to the large earthquake
centered no L’Aquila in 2009, successive
earthquake, the largest in the past 36 years
struck Norcia in the neighboring Umbria region
in August and October 2016 lead not only
human damage, but also devastating damage
was caused to heritage buildings that had been
constructed over centuries in mountainous
areas of the central region, and the people are
facing many issues in their endeavors to carry
out reconstruction. How to recover the historic
city is common issue not for Italy and Japan in
this world where the large-scale disaster is
increasing under the global change.
This research focuses on the
55

were exempted from paying tuition fees.
Immediately after the earthquake
struck, approximately 5,000 people evacuated
to evacuation centers and container temporary
housing. However since it has become apparent
that reconstruction will take time, many
residents have begun living temporarily in
apartments on the east coast about 100 km
away. Some residents traveling to and from
Camerino by bus every day. Currently
approximately 300 people are living in
temporary housing in three locations around the
town.
Even in the old city center where
damage was especially bad, around 10% of the
buildings were partially or fully destroyed,
preserving the townscape on first glance.
However, buildings have sustained more
damage inside than they appear to have on the
outside and have been deemed to be dangerous,
and even now building inspections to ascertain
the level of damage are continuing. Heaps of
rubble are piled around building with
significant damage, and while schools and
shops facing plazas can be seen to have
undergone partial reinforcement measures,
virtually no building have undergone repair
work as yet. A common recurring theme in the
damage is the damage to the upper sections of
old buildings such as churches, which were
built by stacking stones or bricks, and to the
exterior walls of relatively newly constructed
housing made of reinforced concrete.
Furthermore, since many of the buildings are
connected, standing in rows, even buildings
that do not appear to have been damaged
cannot escape the impact of damage to
neighboring buildings. The zone is patrolled by
soldiers and with the permission of the fire

department. Residents may go into the zone
accompanied by soldiers to collect items they
need for everyday living or merchandise.

Figure 1: Spatial Situation in Camerino (July 2017)

Mario Cuccinella Architects team has
started the workshop for the proposal for the
reconstruction
plan
assigned
by
the
municipality of Camerino since 2017. Based on
the examination of damages and consulting
with the residents of the city, they suggested the
“Urban Unit” plan. Even though the
reconstruction is not started, the process with
consulting with victims for the future plan lead
resident’s hope for the future. Addition to the
plans, organization of City Park with temporary
shops keeps businesses and traditional
celebrating festival was held inside the center
of the city.
（3） Targeted Field 2: Amatrice
Amatrice is located in the basin of
mountains, Appennini, which lies in the middle
of Italy from north to south in the Italian
Peninsula. The town scale is compacted with
174.43km2 and 2,660 populations. Historically
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alloggiamento di emergenz; Emergency
Housing Solution), supported by the central
government since December 2016. Each unit of
the terrace houses have 40m2 to 80m2 floor

Amatrice is focused as the wealthy culture and
natural resources. Through several strife with
other communes, the town was independent
and kept the rich culture and architectures.
Including tourists who visited the town, more
than 200 people dead. Three forth of houses
were completely destroyed in the center city
area. Half of the population, approximately
1,200 residents, lost their living houses. The
center area is protected as red-zone and
dismantling and removal of debris has just
started in July 2017. As figure 2 is showing, the
historical area was shut down as red zone. The
temporary municipally offices was constructed
immediately inside the part of park next to the
red zone. Most of hotels and restaurants along
the regional road (SR577) were partially
destroyed and waiting dismantling one by one.
By the earthquake in 24 August 2016, Amatrice
got sever damage physically and socially.
Addition to the damages of buildings,
infrastructure were also damaged including
road. In July 2017, the accessible road and
bridges were limited and it tends to lead
isolation of the reconstruction in the beginning
of the process.

space with kitchen, bedrooms, toilet and bath.
Living furniture such as beds, tables, chairs,
sofa, laundry machine and TV is installed from
the beginning. Even though the each unit has
terrace and gardening space, residents may
front the enough open spaces with public
facilities such as benches, common garden and
play ground within the area.
One of the residents, elderly lady,
explained that there is not problem to live here
without any trouble with neighbors. Even
though the life style is different, they may feel
sense of belongings of the town and it leads
positive expectation for the recovery of
historical area more than ten years.
Residents who may live in the S.A.E
temporary house are selected by the lottery
with priority for the elderly, disable and small
children or expected mother family. Until July
2017, 180 units as S.A.E were constructed in
Amatrice. In case of this town, large scale of
donation and support enforced the construction
of temporary houses, commercial buildings and
schools out side of red-zone. The continuous
construction led connection with residents to
come back to this town and lead new center
with new workers with keep long-term
reconstruction of historical area.
3．Result of Research
By the survey in Camerino and
Amatrice in 2017 and 2018, the process of
recovery was examined focused on situation of
their damage and temporary construction since
July 2017. Through the whole reviewing, the

Figure 2: Spatial Situation in Amatrice (July 2017)

For the housing support, Amatrice
started the latest construction of temporary
houses,
called
S.A.E
(Soluzioni
di
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following findings were obtained:
1. Although the damage level is different in
the two cases, Amatrice and Camerino,
social and economic impact is both big by
closing down the historic area as a red
zone. It is one of characteristics of
earthquake in the Central Italy where have
many ancient town.
2. Not only quality of building, but also
speed of construction is relatively fast in
the case of temporary housing and
commercial buildings. Such long-term
temporary facilities, especially S.A.E,
make possible to sustain the resident’s
sense of belongings and hope for recovery
even though it takes long-term
reconstruction.
3. Accumulation of areas including red zone,
temporary
house
and
commercial
buildings was possible in the compacted
town between mountains. It led keep the
community by keeping higher quality of
temporary buildings, quick construction
time, distance between red zone and
victims.
Figure 3 is showing the process of
recovery in two cases with general strategy by
Italian government. The actions are separated
by houses/days, weeks, months and years.
Comparing with the framework, the two cases
in Camerino and Amatrice are closer to the
general strategy. However more important
aspect is the each action by different phase is

continues in succession within the city
concurrently. In the meaning, expected period
of usage of temporary housing and commercial
building is depend on the length of recovery.

Figure 3: Recovery Process by Government’s
General Strategy and two Cases

These result was presented as “Study
on the Process of Disaster Recovery in Historic
City Centers: Cases of Amatrice and Camerino
from 2016 Central Italy Earthquake” at the
International Conference of Asia-Pacific
Planning Societies 2018 in Ho Chi Ming City
in Vietnam on 24 August 2018.
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Study on the relation between conservation and sustainable tourism of Inle Lake, Myanmar
2．研究の目的と方法

1. 平成 30 年度の活動報告

本研究では、インレー湖周辺の観光事業者が、

東洋大学国際社会共生センターとミャンマー
で活動する NPO 法人地球市民の会との共同研究

現在実施している環境保全施策を調査するとと

によって受託している「ミャンマー・インレー湖

もに、保全に対する意識を調査し、観光産業と保

における環境悪化要因の分析と住民主体の環境

全の関連性における現状の課題を明らかにする

型環境改善手法の構築」
（三井環境研究基金助成）

ことを目的とする。調査結果は、今後のインレー

の一環として、筆者は、インレー湖の保全施策と

湖における保全施策の強化、持続可能な観光の実

周辺の観光産業との関連性調査を担当している。

現の一助となることを目指す。
今回行った調査は、主に以下のふたつである。

ミャンマー東部のシャン州ニャウンシュエ郡
に位置するインレー湖は、その美しい自然と伝統

1) インレー湖周辺の観光関連事業者の、環境配慮

的文化が融合した稀有な景観から、ミャンマーで

行動に関する基礎情報を入手するため、対面式ア

も最も人気の高い観光地のひとつとなっている。

ンケート調査を実施した。観光関連事業者のうち、

もともと、野生生物保護区（Wildlife Sanctuary：

特に「廃水」
「廃棄物」が発生するような施設が重

1985 年指定）やアセアン遺産（ASEAN Heritage：

要であるため、ホテル、飲食店、土産物店（織物

2013 年指定）
、さらには UNESCO の生物圏保護区

業者、銀細工事業者）を対象とし、大、中、小規

(Biosphere Reserve：2015 年指定)にもなっており、

模の事業者をランダムに選択した。統計的サンプ

「人と自然の共生」を実現していかなければなら

リングのためには、インレー湖周辺の観光事業者

ない保護区でもある。このような場所では、保護

の全リスト（母数）の入手が必要であるが、現在

を最優先とした観光のみが行われなければなら

までのところ、そのような公式な情報は得られて

ない。しかし、近年その環境悪化から、インレー

いないため（そもそも情報が存在していない可能

湖そのものの存続と観光産業の持続可能性の双

性も高いため）、本調査においては、全体的な傾向

方に懸念が出てきている(MOECF, 2014)。インレ

をみることを最優先とし、出来るだけさまざまな

ー湖にとっては、観光産業は保全のための資金調

種類の規模の事業者に聞くこととした。調査項目

達、および周辺の地域振興に欠かせないものと考

は、
「持続可能な観光」の世界基準 GSTC (Global

えられるが、昨年度末に行った現地視察からも、

Sustainable Tourism Criteria)の『ホテル事業者向け

観光事業者に保全の意識が希薄であることが示

基準』
（GSTC, 2016）における環境的持続可能性指

唆された。そこで本年度は、より具体的な基礎情

標を参考とし、特に廃水、廃棄物に関する項目を

報の収集を意図して、観光事業者におけるインレ

設定した。具体的には、①水源、②水の消費量把

ー湖保全のための施策と意識について、アンケー

握、③廃水管理、④廃棄物管理、⑤節水、⑥リユ

ト調査およびインタビュー調査などを行った。

ース、リサイクル、⑦化学物質の使用、などにつ
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いての設問に対し、事業者 1 件ずつを回って対面
式で回答を得た。この現地調査は、2018 年の 10
月に、前述の現地 NPO 法人地球市民の会の協力
を得て行われた結果、計 33 件（宿泊施設 15 件、
飲食店 15 件、織物業者 2 件、銀細工業者 1 件）か
らの情報を収集した。
2) 1)の結果を参考に、環境に配慮している傾向
のある事業者と、環境に配慮していない事業者と
の双方において、代表的なサンプルの現地調査を
2018 年 11 月に行った。主に、施設内の視察、オ
ーナー（あるいはそれに近い役職のもの）へのイ
ンタビューを行ったほか、インレー湖の観光管理

図１

排水前の固形物を取り除く調理員（筆者撮影）

の重要なステークホルダーである観光協会、森林
省環境保護局などにもインタビューを行った。

また、トイレについては特に規模の大きいホテ
ルなどはバイオトイレやバイオフィルターを導

3. 結果

入しているところも見られた。これは、ホテル・

結果の詳細については、今後論文でまとめるが、

観光省が出している一定規模の事業者向けのラ

ここでは抜粋して報告する。

イセンス規定に、その項目（バイオトイレ）が含

3-1. 全体的な環境配慮行動の傾向

まれているからと考えられる。化学物質が多く排

観光事業者への対面式アンケート調査からは、

出されるであろう織物業者でも、ほとんどが廃水

インレー湖周辺の観光事業者の多くが、ほとんど

は一度土に染みこませるだけで流しているよう

環境に配慮していないことが浮き彫りとなった。

であったが、一方で Weaving Waste Water Treatment

これは、発展途上国における多くの観光事業者が、

という機械を購入してきちんと処理していると

そのような余裕も知識もないことが多いため、想

ころもあった。ただし、後者へのインタビューに

定された結果ではある。たとえば、水の消費量に

よると、インレー湖周辺の織物業者でこのような

ついては、1 件を除いてすべての施設で把握され

機械を導入しているのは、彼ら 1 件のみだという

ておらず、また廃水管理については、多くの事業

ことである。銀細工業者についても特に廃水管理

者がそのままどぶに流しているとのことであっ

はなされていないが、インタビュー結果によると、

た。どぶに流す際には「網でゴミを取ってから流

銀を鉱石から取り出したり、洗ったりするなど化

している」との回答が多かったが、実際に現地調

学物質を大量に使う行程は、主にヤンゴンで行わ

査でどのような方法か確認したところ、水切りカ

れているとのことであった。いずれのインタビュ

ゴで固形物のみ取り除くような簡易な方法であ

イーも、排出されている化学物質の組成の詳細な

った（図１）
。

どはわかっていない様子であった。
3-2. 観光協会と環境保全対策

一方で、生ごみについては、コンポスト化して
肥料に使ったり、豚の餌として業者に売ったりな

南シャン州観光協会は 2004 年に設立されたが、

どしているところも多かったほか、缶や瓶などは

その頃は観光客はそれほど多くなかったようで、

分別して売れるものは売っているなど、廃棄物の

ホテル・観光省がこの時期より観光促進に力を入

ほうが廃水よりも再利用しているケースが多く

れ始めたとのことである。当時は、ホテルも 100

認められた。

件程度だったが、現在は 240 件となり、ニャウン
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シェ付近では 70 件程度で、そのうち 2016 年以降

出たことはないようだ。直近で話し合われたこと

に出来たホテルが 40 件だという。営業ライセン

は、
「観光客が減っている」という問題だったそう

スの更新には、同観光協会の推薦が必要であるた

だが、実際に今回の調査中も、多くの観光事業者

め、基本的にはこの協会に入らないとホテルは営

から、観光客が減っているとの話は出ていた。イ

業できないことになっている。ホテル・観光省が

ンレー湖全体で 40%くらいは減っているとのこ

出している「ライセンス規定」には、例えば、生

とだったが（数字の証拠はなし）、あるホテルオー

ゴミや排水環境に関する規約もあるが、これらが

ナーも、売り上げが 50％近く減っていると話して

発動したのは、2016 年からであるため、2016 年よ

いた。原因は、特にロヒンギャ問題で欧米人が減

り前のホテルは規約に対応していない可能性も

っていることのようであるが、どの観光地でも観

ある。規約を守っているかどうかは、森林省の環

光客が減ると、その対応策として観光促進の話ば

境保護局（シャン州に州事務所あり）が定期的に

かりになるので、インレー湖でも環境の話はより

チェックすることになっているようで、もし出来

いっそう置き去りになる可能性が危惧される。

ていないところが発見された場合は、3〜4 ヶ月の

3-3. インレー湖の観光管理

猶予通達が環境保護局（前述）からきて、その間

一般的に、UNESCO の生物圏保護区や、ASEAN

に対応できなければライセンスは剥奪されるこ

Heritage においては、その保全施策を実施する行

とになっている。しかし、あるホテルオーナーの

政主体が、観光管理も行っていなければならない。

話によれば、ライセンス取得時に一度見にくるほ

そこで、インレー湖の環境保全を担当する部局で

かは、ほとんどチェックには来ていないとのこと

ある森林局自然野生保全課においてもインタビ

で、その結果、環境に関する規約を適当にやって

ューを行ったが、具体的かつ総合的な観光管理施

いる事業者はかなりいるのではないかとのこと

策は出てこなかった。これは、観光管理が出来て

である。

いないという以前に、そのための政策（戦略や計

観光協会の会合は、１ヶ月に１回開催され、主

画）が、まだきちんと設定されていないように見

にどういうことをしたか、何か問題はなかったか、

受けられた。すでに保護区としての Protected Area

ホテル・観光省と今後何ができるか、などを話し

Law はあり、それによって入域料や規制などが決

合うという。議論は多くがホテル経営の話のみで、

められているとのことであるが、入域料は、学校

環境に関する話が出ることは少ないようだ。ホテ

建設、ゴミ収集、道路、橋の建設などに使用され

ルの集まりでは、水の質とかそういった話はほと

ており、環境関係には割当はないとのことである。

んど出ないが、その理由は、皆あまり知らないの

通常、保護区における観光の入域料は、必ず環境

ではないか、とのことであった。以前に、環境の

保全（あるいは自然保護）の資金に配当されるべ

話が出たのは、廃水管理の問題で水の品質が落ち

きとされているが、他の多くの途上国と同様に、

ているということで、それに対してどういうこと

インレー湖でも人的支援、厚生面の支援が最優先

をやっているという発表をあるホテルがしたこ

となっていた。これでは、環境保全や観光管理の

ともあったが、参加者はあまり興味がない様子だ

取り組みに対して恒常的に資金が不足するはず

ったという。

で、保全を最優先とした持続可能な観光の実現に
は困難が伴う。湖周辺には、284 村、20 万人が暮

前述に加えて、２ヶ月に１回程度、森林省主催
の環境に関する会議があり、州政府各支局のオフ

らしているが、保全課のインタビュイーによると、

ィサーや、民間からは、ホテル、レストラン、観

地域の人々は自然環境の重要性について認識し

光協会、などが参加している。しかし、この会合

ていないという。UNESCO の生物圏保護区の特性

からも、何か実際に環境保全への動き（実働）が

を考えると、政府が強制的に規制をおこなってい
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くよりも、地域住民自らの環境意識の向上が最重

たというホテルにも遭遇した。こうした先進的な

要であるとの考えであった。そのことから、たと

事業者が、現れ始めているのは非常に良い兆しで

えばローカルガイドに対しては、湿地の便益（い

あるが、このような事業者は比較的大規模であり、

わゆる湿地の多面的機能）について教育するなど

資金も豊富にあるものと考えられ、問題は、数多

のトレーニングも行っているとのことであった。

く存在する中小の観光事業者でも実践していけ

3-4. 持続可能な観光を目指す事業者

るような具体策を模索していけるかであろう。

先にみたように、インレー湖周辺のステークホ
4. まとめ

ルダーにおいては、環境保全型の持続可能な観光
の実現には、まだほど遠いのが実情であった。し

多くの発展途上国における保護区では、環境保

かし、いくつかの観光事業者は、環境保全に配慮

全のための財的資源、人的資源が慢性的に不足し

することが重要な責任と考え、パイオニアとして

ているが、インレー湖のケースも同様であった。

そのような施策を実践していることもわかった。

このような状況において、経済的発展を最優先と

ここではそのひとつを紹介する。

して観光促進だけを行っていくと、そもそもの観

＜View Point Ecolodge, ニャウンシェ>

光資源である保護区の自然環境が劣化するばか
りで、人々の生活も、観光産業も持続可能とはな

このホテルでは、廃水はすべて管理しており、
プール横の生態ろ過システムに集約し、キレイに

らない。本来、保護区における観光形態は、
「エコ

なった水を再利用、あるいは排水している。砂、

ツーリズム」のみが許容されているものであるが、

石、炭のフィルターに植物と水草を加えてろ過し

エコツーリズムでは、①自然保護のための資金調

たのち（樹種は未確認）
、再利用する水は、ホテル

達、②地域住民の経済的利益、③環境教育、とい

内、あるいは裏庭のオーガニックガーデン（畑）

う三原則が必須とされる。これらがもたらされて

に戻される。トイレはバイオトイレになっており、

はじめて、エコツーリズムが地域の環境保全と経

固形物はバクテリアが分解、汚水は全て前述のろ

済発展の双方に貢献することができる。インレー

過システムに集約される。裏庭には生ごみからコ

湖の現状においては、まず入域料すら環境保全に

ンポストを製造する場所があり、オーガニックガ

使用されていないことから、①はほとんど出来て

ーデンで肥料として野菜を栽培し、その野菜はホ

おらず、②は地域コミュニティレベルまでいきわ

テル内でのレストランで使用している。また、水

たっているかどうか、さらなる調査が必要である。

の消費を抑えるため、水圧を上げる圧力ポンプは

また、③については、まずホスト側の観光事業者

導入しておらず、自然の水流のみであり、２泊以

において自然環境に関する知識が不足している

上する宿泊客には、基本的にシーツは替えず、タ

という問題があるほか、観光客に対して環境教育

オルなどのランドリーは、希望がある時のみカゴ

的なアクティビティ（たとえばバードウォッチン

に入れるシステムである。ゴミも極力分別してお

グなど）が出来る段階にはない。今後、実現可能

り、売れるものは売っている。特筆すべきは、ホ

なレベルでの施策として、どのようなものが適し

テル内でほとんどプラスチック製品をみかけな

ているか、調査を続けながら提案していきたい。

いことである。これらの施策は、2. で言及した

参考文献

GSTC 基準や、国際的なエコロッジ基準にも見合

1) MOECF (2014): Inle Lake:Long Term Restoration

ったものであり、非常にレベルが高い。他にも、

& Conservation and Forestry. Nay Pyi Taw, Ministry

現地調査の最中に、ヨーロッパで近年急速に広が

of Environmental Conservation and Forestry.

りつつある Travelife 認証（持続可能な観光事業者

2) GSTC (2016): GSTC Hotel Criteria, Version 3, 21

に与えられる認証）をミャンマーで初めて取得し

December, 2016. Global Sustainable Tourism Council.
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持続可能な社会経済システム構築に向けた自治体の役割に関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
沼尾 波子
A study of Local Governance and Community Management for 3R-Oriented Sustainable Society
総務省「自治体戦略 2040 構想研究会」は、2040

1. 平成 30 年度の活動報告
今年度は、岩手県紫波町を訪問し、地域の社会

年の状況について、人口構造、土地、産業、生活

経済循環システムの構築とそのプロセスについ

などの様々な指標による将来推計を行い、地域の

て、調査を行った。現地で文献収集を行うととも

厳しい状況を描きだした。また、多様化、複雑化

に、町役場、地区公民館など、関連団体へのヒヤ

する政策課題に対し、住民に身近な地方自治体が

リングを行い、地域におけるガバナンスとマネジ

地域の実情を踏まえて対応することが必要であ

メントとの構築に向けた行政体制について検討

るとして、自治体間連携の必要性や、公共私を支

を行った。

えるプラットホームの構築の必要性を提起して
いる。
これに対し、地域資源を生かした産業創出と経

2．これまでの活動状況

済循環を地域内で創出し、限られた財源を効果的

（1） 研究背景と目的

に活用しながら、持続可能な社会経済システムの

人口減少と少子高齢化により、国内各地の農山
村では、地域を支える社会経済基盤の弱体化がみ

構築に向けた取組を推進する自治体が出てきた。

られる。土地の荒廃、資本の撤退、労働力の減少

これらの自治体のなかには、地元で新たな雇用創

とともに、地域内での投資や消費が減少するなか

出を図るとともに、食料やエネルギー自給を含め

で、地域において生活の維持を可能とする社会経

た経済循環構築を図ろうとする取組みを通じて、

済基盤の構築が課題とされている。

人口減少に歯止めをかけたところもある。

20 世紀後半には、各地で公共投資を通じた雇用

そこで本研究では、人口減少が進む地方圏にあ

機会の創出とともに、社会資本整備が推進されて

って、独自の地域づくり政策を推進し、人口減少

きた。しかしながら、道路などの社会資本は一定

の抑制とともに持続可能な社会経済システムの

程度整備されたとの認識とともに、深刻化する財

構築を図る自治体について、ガバナンスとマネジ

政難を理由に、公共投資は大幅に縮小した。今日

メントの両面から、成果を上げるための要件につ

では、社会資本の維持管理や更新費用の負担が懸

いて考察を行うこととした。

念されており、地方自治体では、公共投資にかわ
（2） 研究対象地域

る新たな需要創出と経済循環の構築が課題とさ
れている。

日本国内で地域経済循環の構築を通じて、社会

他方で、高齢化に伴い、医療・介護サービスの

経済基盤の確立を図る取り組みを行っている地

需要は増大しているが、担い手や財源の確保は厳

域を研究対象とする。具体的には、岩手県紫波町、

しい状況にあり、暮らしの安心を支える対人社会

滋賀県東近江地域、東京都利島村、奈良県川上村

サービスの安定的確保もまた課題である。

などを調査対象地域とする。そこで得られた知見
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をもとに、諸外国における地域経済モデルへの展

おり、2016 年度には 95 万人に達している。 現

開を検討することも考えられるが、現時点では具

在、紫波町では、中央部におけるこうした賑わい

体的な対象国・地域について定めていない。

を東部・西部の中山間地域に広げ、循環型の社会
経済ネットワークを密にしていくべく、新たな展

3．研究結果・論文執筆状況

開を進めている。旧街道沿いの日詰地区で空き家

紫波町役場企画課、情報交流館（紫波町図書

リノベーション再生事業を展開するほか、人口減

館）
、において、
（1）1990 年代後半以降、町が推

少が進む赤沢地区では小さな拠点を構築し、様々

進した循環型社会構築に向けた取組みの概要と

な事業を転換する取組を進めている。また古舘地

経緯について、
（2）2009 年に始まるオガールプロ

区では、公民館を拠点として、地域活動のさらな

ジェクトの概要と戦略について、
（3）持続可能な

る展開を模索していることが確認できた。
一連の事業展開の背景には、町役場による「協

地域づくりに向けた地域運営組織の構築につい

働のまちづくり」の実践に向けた取組みがあるこ

て、ヒヤリングを行った。
紫波町では町民の寄付を 2.7 億円集めて長年の

とが、調査から明らかになっている。1990 年代後

悲願だった紫波中央駅を整備するが、それに伴う

半に、循環型社会の構築に向けた３R の実践につ

駅前開発が財政難でとん挫することとなった。そ

いて、市民協働による学習と検討の場を構築して

の後 10 年の時を経て、駅前開発は「公民連携」に

おり、行政と市民が共に学びあいながら地域づく

よるプロジェクトへと舵をきった。役場公民連携

りについて考える関係が作りあげられている。さ

推進室は庁内の各課と調整を図るとともに、住民

らに役場では、住民の声を施策や事業に結びつけ

説明会や参加型ワークショップをはじめ、多様な

るに際し、従前の業界団体や関係者を通じた担当

手法を駆使して町内の意見を整理し、2009 年に

課とのチャネルのほか、多様な住民の声を聴き、

町の将来ビジョンである「公民連携基本計画」を

庁内や民間との意見調整を図るもう一つのチャ

策定した。
「公民連携基本計画」が議会で承認され

ネルとして、企画課が柔軟に対応する仕組みを用

ると、町では専門家からなるデザイン会議を設け、

意しているところに特徴があることが確認され

その実現に向けた空間整備や制度設計の検討が

た。

行われている。
４．今後の計画

このオガールプロジェクトには、エネルギー循
環や地産地消の理念が盛り込まれている。エリア

岩手県紫波町のほか、東京都利島村、奈良県川

内は町内の間伐材等によるチップを利用した熱

上村など、持続可能な社会経済システム構築に向

供給システムが整備されており、駅前町有地の住

けた政策を推進する自治体を訪問し、行政体制な

宅は、このシステムを利用することとあわせて、

らびに地域の産業構造と経済循環について考察

町産材を利用した、地元業者による（紫波型エコ

を行い、持続可能な社会経済システムの構築に向

住宅）施工が要件とされている。また、紫波町の

けた自治体の施策と、その推進体制について、さ

農業は多品目を特徴とすることもあり、全国的に

らなる検討を行う。

も早い時期から各地区に直売所がつくられた経

参考文献

緯があり、オガール地区にも町内で 10 番目とな

1) 鮎川ゆりか『これからの環境エネルギー 未来

る「紫波マルシェ」が入り、生産者が会員となっ

は地域で完結する小規模分散型社会』三和書

て、地元農産物や加工品等を販売する仕組みが構

籍,2015 年
2) 猪谷千香『町の未来をこの手でつくる』幻冬

築されている。
オガールエリアへの来場者数は年々増加して

舎,2016 年
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平成 30 年度の研究活動を振り返って
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
松丸

亮

Review of Research Activities (FY2018)

１. はじめに

岸部（山田町、大槌町、釜石市）の住宅、産業等

著者は、東洋大学国際共生社会研究センター

の復興状況について確認した。また、盛岡市にお

（以下、共生センター）のプロジェクト「アジア・

いて、震災時の報道に関し、岩手日報において聞

アフリカにおける地域に根ざしたグローバル化

き取り調査を実施した。

時代の国際貢献手法の開発」において、国際貢献

山田町では、復興担当の職員からの聞き取りに

グループに所属しており、主に、防災・復興分野

加え、市街地の復興の状況（写真 1）を確認する

での国際貢献手法の開発に関する研究を行って

とともに、水産業の状況について養殖漁業者から

いる。2018 年度は、防災・復興分野での研究に加

の聞き取りと現地調査を行った（写真２）
。

えて、2017 年度より開始した、三井物産環境基金

写真からわかるように、震災後 7 年を経過してい

による研究助成「ミャンマー・インレー湖におけ

るが、市街地の嵩上げと区画整理が終わり、住宅

る環境悪化要因の分析と住民主体の環境型環境

の再建が始まったところであり、生計の再建はこ

改善手法の構築」
（NPO 法人地球市民の会と共同で

れからであるといえよう。一方、漁業についても、

実施）を継続するとともに、今後の研究展開の検

被災前の収穫高までは戻っていないとのことで

討を行うために、カンボジアにおける衛生意識の

あり、真の復興にむけた道半ばであることが分か

向上に関する調査を行ってきた。
本研究活動報告では、防災分野、インレー湖の
水質改善、カンボジアでの研究展開に係る調査を
メインに、著者が平成 30 年度に実施した研究活
動の概要と成果を述べる。
２. 防災・災害復興分野における国際貢献手法に
写真１

係る研究

山田町の市街地の復興状況

本研究テーマは、著者の主たる研究分野であり、
本年度も、共生センター資金および他の研究資金
などを利用し多くの現地調査を行った。以下、活
動内容の概要を述べる。
2.1

東北復興調査

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から
7 年の年月が経過しているが、被災地は依然とし
て復興の途上にある。今回の調査（2018 年 6 月 16
写真２

日～17 日にかけての 2 日間）では、特に岩手県沿
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養殖漁業の復興状況調査

った。この調査では他にも、大槌町において、震

地の地形などによって、防災意識（Yolanda 災害

災遺構として保存が検討されていた町役場（取り

後に取った対策、今後政府に希望する対策など）

壊しが決定、写真３）
、移転再建を行った住宅地、

が異なることが明らかになった。

釜石市の学校からの避難における教訓の聞き取

一方、集団移転団地のコミュニティ形成では、

り、鵜住居地区の復興と復興スタジアム（ラグビ

同じ集団移転団地内でも、いくつかの建物を単位

ーワールドカップ会場予定地、写真４）などの視

としたブロックと呼ばれる単位で、住民のつなが

察を行った。

り方（町内会的組織や情報提供、イベントのやり

一連の調査により、東北の復興状況と現時点に

方など）が違い、その違いがブロックの雰囲気と

おける課題が確認できた。

して表れていることが分かった。また、居住年数
や出身地が同一であること、居住戸数などが、住
民のつながりをソーシャルキャピタル的な視点
で見たときに影響を及ぼす要因でありそうなこ
とが分かった。さらに、ソーシャルキャピタル的
な分析から、住民の中には住民のネットワークか
ら外れている住民が少なからず存在するが、そう
いった住民も、同じブロックには信頼できる友人
がおり、そういうエントリーポイントを利用する

写真３

ことで、孤立する人に対しても様々なサービスを

旧大槌町役場庁舎

提供できる可能性があることが分かった。
この結果は同行した 2 名の学生の卒業研究とし
て卒業論文に取りまとめられている。今後も、タ
クロバン市での調査は継続し、台風 Yolanda から
の復興の状況、経年変化により発生する新たな課
題などを確認していきたい。

写真４

2.2

建設中の鵜住居復興スタジアム

フィリピン復興状況調査

昨年度に引き続き、本年度も 2103 年対の台風
Yolanda 災害後のタクロバン市および郊外部の集
団移転団地において調査（2018 年 8 月 16 日～21
日にかけての 6 日間（現地 4 日）
、学部 4 年生 2 名

写真５

No Build Zone 外の市街地の状況

が同行）を行った。
昨年度の調査は、被災者の居住環境に関する満
足度に着目したものであったが、今年度の調査は、
市街地の沿岸部の No Build Zone 外（写真５）に
住む住民の防災意識と集団移転団地（写真６）に
おけるコミュニティ形成に着目して行った。
その結果、No Build Zone 外住民の防災意識で
は、同じ No Build Zone 外という災害に対して脆
弱な地域に住む住民でも、住民の被災経験や居住

写真６
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集団移転団地の様子

2.3 イタリア復興状況調査

2.4 熊本地震復興状況調査

2016 年年に発生したイタリア地震からの復興

今年度は、センター予算での調査は実施しなか

調査は、昨年度より柏崎研究員と共同で実施して

ったものの、調査・研究は継続している。

いるものである。

熊本は、熊本地震の発生から約 3 年が経過した

今年度は、別資金により著者が 9 月に現地調査

が、仮設住宅から復興公営住宅（写真７、写真８）

（学部 4 年生が同行、結果を卒業論文に取りまと

への移転が開始されたばかりである。

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

復興公営住宅（西原村）

昨年度調査との状況比較

項目
レッド
ゾーン

2017 年 7 月調査
立入禁止

仮設住
宅

なし

カメリーノ
アマトリーチェ

中間避
難所

被災住民が利用

商業施
設

テントでの営業
のみ。

レッド
ゾーン
仮設住
宅

立入禁止

商業施
設

写真７

2017 年 2 月頃よ
り入居が始ま
り、順次入居が
進んでいた。
レストランコン
プレックスの一
部が営業をして
いたが、ほとん
どは建設途上で
あった。

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

写真８

復興公営住宅の集会所（左側の建物）

現在は、みなし仮設住宅に居住する被災者の今
後の生活に関する不安の解消が現在の課題の一
つである。建設型仮設住宅においては、一定のコ
ミュニティ形成と情報の提供がなされているの
に対し、被災者がバラバラに居住する形のみなし
仮設では、コミュニティ形成や情報の伝達がうま
くいっていないところも多く、生活に不安を抱え

生活が落ち着いてきた
印象がある。聞き取り
調査では特に大きな不
満は挙げられなかっ
た。
レッドゾーン近くに、2
か所の商業施設（レス
トランコンプレックス
とショッピングモー
ル）が営業開始してい
た。

ている被災者が多い。みなし仮設に居住する被災
者が多いこと、居住期間が長くなって来たことに
より出てきた課題であり、行政や支援団体が、新
たな課題に取り組む必要に迫られていることが
明らかになった
３.「ミャンマー・インレー湖における環境悪化要
因の分析と住民主体の環境型環境改善手法

来年度も引き続き現地調査を継続し、長期間に

の構築」の進捗状況

わたる仮住まいなどに関する意識調査を行うな

昨年度より、特定非営利活動法人地球市民の会

ど、長期化が想定される日本の大規模災害からの

（以下、TPA）と共同で三井物産環境基金の研究の

仮設暮らしにおける知見を蓄積していきたい。

助成による「ミャンマー・インレー湖における環
境悪化要因の分析と住民主体の環境型環境改善
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手法の構築」を実施してる。プロジェクト期間は、

に関する意識についての基礎情報を収集するこ

本年から 3 か年で、来年度が最終年となっている。

とを目的としている。

昨年度および今年度に実施した水質調査（2017

現地調査によって得た情報を分析し、今後の研

年 6 月、8 月、2018 年 8 月の 3 回）
、現地踏査、

究をどのような形で進めるか検討していきたい。

聞き取りなどから、以下のことが明らかになって
きており、今後は、より詳細な水質形成機構の解

５. おわりに

析をしていく予定である。

本年度も昨年に引き続き、防災・復興関連研究、
インレー湖の環境改善事業などを実施してきた。

 インレー湖の COD は非常に高い値を示してお

インレー湖プロジェクトについては、国際会議

り、日本の代表的な湖沼と比較しても最も汚染

にて研究の中間報告ができることは大きな成果

が進んでいるレベルとなっている。

であるといえよう。

 通常日本では、COD が 10mg/L を超えると、濁

共生センタープロジェクトは、来年度が最終年

度が高くなり清澄性が失われるが、インレー湖

であることから、今年度までの成果をより多く発

は、透明度は高く、濁度は低い。また湖心の清

信できるように、それぞれの研究課題に取り組ん

澄性は高く、湖底を目視確認することができる

でいきたい。

ほか、沈水植物が高密度で繁茂していることも
確認できた。
 COD の高さに比べ湖水が清澄に保たれている
要因の一つに、湖内に大量に繁茂する水生植物、
特に沈水植物による浄化効果が考えられる。
 この効果については、濁度が限界値を超えると
水生植物が失われ、濁度が一気に高レベルとな
る機構（カタストロフィック・シフト）の存在
が指摘されており、インレー湖は、この「シフ
ト」直前の状況にあることが懸念される。
なお、上記の内容を含むこれまでの研究成果の
詳細について、2019 年 3 月に西安で開催される、
IASUR（International Alliance for Sustainable
Urbanization and Regeneration）が主催する国
際会議、
「the 2nd International Conference of
IASUR」において報告される予定である。
４. カンボジアにおける衛生意識の向上に関す
る調査
今後の水衛生分野での国際貢献手法の検討に
係る研究展開を行うために、2019 年 2 月中旬にカ
ンボジアで現地調査を行う予定である。
この研究は、特に幼児・児童・生徒の水に起因
する疾病の防止のための方策の検討と外部から
の技術支援の在り方を検討するもので、今回の現
地調査では、観光地としても成長が著しいシェム
リアップしにおいて、幼児・児童・生徒の水衛生
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平成 30 年度国際共生社会研究センター 研究概要

社会福祉の新たな展開に関する研究：北欧の取組事例
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
藪長

千乃

The new development of social welfare system in Nordic Countries
をあてて研究を試みた。日本における保健医療分

1. 平成 30 年度の活動報告
2018 年 11 月 29 日に、大学院国際地域学研究

野の社会保障の黎明であると考えられる医療互

科と共催にて、本学短期招聘教授として滞在中で

助組合制度定礼（じょうれい）と、地域保険を推

あったノルウェー・オスロ首都大学教授ビョル

進した岩手県旧沢内村の事例は、内発的な互助の

ン・ヴィンデン氏を講師に招き、特別セミナー

制度づくりについて検討した。一方、西アフリカ

『 Discussing

the

のガンビア共和国における現地調査から、医療や

perspective of SDGs: Empowerment of persons

障がい者支援については、外国からの援助に依存

facing social disadvantage （SDGs と社会的包

し互助組合等の内発的支え合いの仕組みがほと

摂：社会的不利な状況にいる人のエンパワメン

んど見られなかったことを報告した。社会の構成

ト）
』を開催した。

員が共同で、集合的に責任と負担を担う仕組み及

Social

Inclusion

from

また、2019 年 1 月 28 日から同年 2 月 2 日まで

びそれを作り上げるための方策・選択肢の検討が
課題として残されていた。

ノルウェー・トロムソ大学、フィンランド社会保

本年度は、社会福祉の発展過程の一つとして、

健省、自治体協会、保健福祉研究所、ユヴァスキ

変わりゆく社会経済の変化の中で社会福祉の再

ュラ大学を訪問し、聞取り調査を実施した。

編を図る取組を取り上げ、文献研究と聞取り調査
2．これまでの活動状況

を行った。

（1） 研究背景と目的

（2） 研究対象地域
北欧諸国、なかでも最も財政制約の厳しいフィ

本センターにおいて、筆者は社会福祉の発展過

ンランが主な研究対象地域である。

程に関する情報を収集し、社会・経済発展の各段
階において先行事例として参考となるような情

北欧諸国は、先進諸国の中でも国民所得に対す

報を整理・統合し、一般化を図ることを目指して

る政府財政規模、社会支出割合、さらには社会支

いる。

出のうち生産年齢人口への給付割合や現物給付

平成 28 年度は、先進諸国の福祉国家としての

割合が高いという特徴がある。これまでも積極的

枠組の違い（レジーム分類）が途上国への援助枠

労働市場政策やフレクシキュリティなどの産業

組にどのような影響を与えるのかを検討するた

構造の変化と労働市場の流動化に対応可能な労

めに、筆者が長年研究フィールドとしてきた北欧

働市場参加の促進策等が注目されてきた。しかし、

諸国を事例として高等教育援助の変化について、

フィンランドは北欧諸国の中では、失業への対応

報告した。

や労働力のアクティベーションに比較的消極的

平成 29 年度は、世界的な社会的保護の拡がり

であり、保育や介護などのケアの現物給付の利用

を概観しつつ、社会保障の生成過程の一つに焦点

がそれほど進んでいないといった傾向がみられ
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る。また、政府総債務残高の対 GDP 比も北欧諸

するための教育・訓練、ケア・サービスなどの社

国の中で最大である。

会的投資の必要性を強調している。これに三浦ら

フィンランドは 1990 年代の世界的不況により

（2018）のように、アジア諸国では社会的投資に

最悪水準の経済的打撃を受けた。1995 年には EU

加えて、社会関係資本も重要であることを追加す

加盟を選択し、公共サービスの民営化が急速に進

る議論もある。
一方、こうした政策内容の転換に着目する議論

行した。政府が供給責任からサービス提供までほ
ぼ独占してきた公共サービスは一気に多元化し、

に対して、政策体系自体の再編を指摘する議論が

中央・地方の業務分担は数度にわたって再編され

ある。Häusermann （2011, 2015, 2017）は、工

た。今なお、最適化を目指して公民連携型の新た

業社会時代に編成された所得・雇用保護志向の社

な公共サービスのガバナンス形態がいくつも生

会保障が、アクティベーション／社会的投資型政

まれている。

策と、ニードベースの社会的保護政策へ再編され
つつあることを指摘している。こうした福祉国家
論 から の議論 に対し て、 Sabel and Saxenian

3．研究結果と結果の公表状況
本年度は、社会経済の変化に対応しようとする

（ 2009 ） , Kristensen and Lilja （ 2011 ） ,

社会的保護（社会福祉）の再編について、文献調

Miettinen （2012） は，産業構造の転換や経済

査と事例の聞取調査を行った。具体的には、テー

政策の視点から、福祉国家が個人・企業の能力形

マに関連した研究動向の整理と、実際の取組に関

成や革新的挑戦を可能にする（enabling）ことに

連した現地での聞き取り調査である。

役立つサービス供給を重視するものへと変質し

まず、変わりゆく社会経済の変化の中で社会福

ていることを指摘する enabling welfare state 論

祉の再編を図る取組に関する研究動向を確認す

を繰り広げている。Tainio （2014） もこれにそ

る。次に、こうした再編事例について行った聞取

った北欧型福祉国家の展開を報告している。
これらの二つの議論は、いずれもグローバル化

り調査の結果を述べる。最後にこれらの研究結果
の公表状況について述べる。

や知識基盤社会化に対応した人的資源確保の強

（1） 社会的投資論と社会的保護の再編論

化に着目したものである。しかし、社会的投資論

市場経済のグローバル化や知識基盤社会化、人

が、積極的に人的資源強化に取り組もうとする福

口・家族構造の成熟化に対応した新たな福祉国家

祉国家の機能のシフトに着目しているのに対し

の再編は、主に 2 つの議論に分けられる。まず、

て、社会的保護の再編論は、既存の均質な労働者

P. Taylor-Gooby （2004, 2009）や G. Bonoli

像を念頭に置いた連帯を基盤とする工業社会型

（2007, 2012）は、
「新しい社会的リスク」や「新

の社会保障を、国家間競争の時代に多様な個人で

しい福祉国家」という概念を用いてポスト工業社

形成される社会を前提に国家を運営していくた

会時代における福祉国家の再編成の必要性や方

めの最適解を求めて再編するものである。

向性について議論を展開してきた。これに社会的

では、こうした変化は実際にどのように展開し

投資の方向付けをしたのが、2000 年代のＥＵに

ているのであろうか。次に、フィンランドにおけ

おける議論である。その理論的背景となったのが

る聞取り調査結果をもとに、こうした変化の具体

G.Esping-Andersen （2002, 2010）や B.Palier &

例について述べる。

J.Palme （2010）, A.Hemerijck（2014）等の社

（2）BI 実験と SOTE 広域自治体改革

会的投資論である。社会的投資論は、ポスト工業

Kristensen と Lilja（2011, 2014）は、北欧諸

社 会に おける 産業 構造の 転換 をはじ めと する

国では多様なバックグラウンドを持つ市民の存

様々な環境の変化に対応できるよう、就労を促進

在を前提とした福祉国家が、生活上のリスクの予
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防・引受と福祉国家による家族へのサービス供給

対象者の就労支援プログラムからの離脱に対す

等を担うことによって個人・企業の能力形成や革

る批判があった。しかし、本実験の本質は、無条

新的挑戦を可能にし、これらが市民の国家への信

件の給付、特に就労努力要件、就労後廃止要件が

頼の構築と社会への主体的な貢献に寄与してい

ないことで、純粋な就労支援効果を測ることがで

ると説明している。彼らは、フィンランドには、

きるところにある。産業技術への AI の導入によ

他の北欧諸国と比べて、研究開発費が大きく、市

る雇用喪失に備えること、イノベーションによる

民への分権的イニシアティブが弱く、失業への対

革新的な生産性の向上のために精神的圧迫やス

応策として労働力のアクティベーションよりも

ティグマから自由な個人の生活を確保すること、

新しい仕事の創出を図るなど、20 世紀型の受動的

BI によってそれが可能かどうかを測ることにそ

な防貧的社会保障と新しい積極的なリスク共有

の意義がある。

の両者が並列に配置されているなどの特徴が見

SOTE（保健医療福祉）広域自治体改革
SOTE 広域自治体改革は、保健医療福祉サービ

られることも指摘している。
実際、フィンランドは、国家イノベーションシ

スを統合して県レベルの広域自治体の所管へ移

ステムの導入や情報社会への転換において最も

行させる改革である。保健医療の所管を広域自治

早くかつ大胆に取り組んできた。また、ベーシッ

体レベルに置くことは日本をはじめしばしばみ

クインカム（BI）制度の試行実験にも取り組んで

られるが、毎日の生活に密着した福祉サービスを

いる。これらは、国家が一人ひとりの生活を直接

広域自治体の所管とする改革は世界初の試みで

支えるというよりもむしろ市民の創造的な取組

ある。さらに、これまで間接選挙で選出された合

への環境を長期的、間接的に整備することを選択

議体により運営されてきた広域政府を、直接選挙

し、これを通じて新しい産業を創出し経済競争力

により選出された議会を持つ自治体とすること、

の強化を図ろうとするプロセスと解釈できる。

広域自治体は職業訓練ほかそのほか中央政府が

ベーシックインカム実験

所管していた公共サービスを統合して担当する

フィンランドでは 2017 年、18 年の 2 年間、BI

こと、その一方で広域自治体には徴税権がなく国

制度を実験的に導入し、その影響と効果を測るこ

からの移転財源に全面的に依存することなどが

とを目的とした時限的社会実験を実施した。BI

特徴的で、それゆえに合意形成が難航している。

は、社会の全てのメンバーに対し、資力調査や就

北欧型地方自治はこれまで福祉国家の多岐に

労要件なく個別に支払われる所得と定義される。

わたる住民サービスをできるだけ住民に近い基

無条件、個人単位、普遍的であることを原則とす

礎自治体にゆだね、大幅な裁量権を持たせること

る定期的な金銭給付である。2017 年以降、世界

で地域性とニーズに柔軟に対応し、自律的な運営

各地でオランダ、カナダ、スペイン、ケニア、ア

を図ることを可能にしてきた。しかし、改革は福

メリカ等で急速に実験的な導入がひろがってい

祉サービスの供給を基礎自治体から本質的には

る。

中央政府の直接管理下に置こうとする試みであ

フィンランドで導入された実験では、25 歳から

る。政党間のパワーバランスに影響するだけでな

58 歳までの全国の失業者から 2000 人を無作為抽

く、福祉サービスの質の低下も懸念され、多くの

出し対象とし、失業手当と同額の€560/月を普遍

批判にさらされている。
しかし、改革は地域間のサービス格差の解消、

的ベーシックインカムとして給付した。法で対象
者の実験参加を義務付けた。
2018 年末に終了し、

福祉サービス選択の自由化、デジタル保健医療福

2019 年は結果の分析にあてられる予定である。

祉サービス利用履歴（カルテ）の統合化・パーソ
ナル化とセルフケアの促進、将来的な保健医療福

この実験では、給付額の低さ、規模の小ささ、
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祉に関するビッグデータの活用等を視野に置い

Social Policies in Bonoli G. and David Natali,

ている。すなわち持続可能な福祉供給のための改

The Politics of the New Welfare State
Häusermann S., (2011) Post-industrial social policy

革を構想している。
こうした改革の取組は、日本にとって多くの示

reforms in continental Europe: what role for

唆を含んでいる。日本では、極端な人口構造の成

social partners? "Contribution prepared for

熟化の中で、社会保障財源の確保と枠組みの転換

presentation

が急務である。AI の活用などの新産業の急速な展

Europeanists,Barcelona, Spain, June 20-22, 2011

at

the

18th

Conference

of

Ministry of Social Affairs and Health (2010) Socially

開に対してスピードある対応が求められている。
移民も視野に入れた労働力のアクティベーショ

Sustainable Finland 2020: Strategy for social and

ンだけなく大胆で飛躍的な展開を見せる社会的

health policy
Morel N., Palier B., Palme J., (2009)

な改革が必要である。フィンランドの取組はその

What Future

手掛かりとして示唆的である。

for Social Investment? Research Report, Institute

(3) 研究成果の公表状況

for Futures Studies
Sabel C., Saxenian A-L., Miettinen R., Kristensen P.

研究成果の一部は、「社会福祉をめぐる政治過
程」
（藪長 2018）として書籍にて発表した。

H., Hautamäki J., (2010)Individualized Service
Provision in the New Welfare State: Lessons
from Special Education in Finland Report,

４．今後の計画

Prepared for SITRA, Helsinki, October 2010

本年度は、社会福祉の発展過程の一つとして、

Tainio R., Meriläinen S., Jukka Mäkinen and Maarit

先進諸国における社会福祉の再編を図る取組を
取り上げた。20 世紀型の工業社会に対応した社会

Laihonen

(2014)

Limits

to

Globalization:

保障の枠組みの本質的な変化は、発展途上国にお

National Borders Still Matter Copenhagen

ける社会的保護の発展にも応用可能性を持って

Business School Press

いる。発展途上国では、工業国家が前提としてき

Taylor-Gooby P., (2004) New Risks, New Welfare: The

た定型的な労働・家族スタイルによるリスク共有

Transformation of the European Welfare State,

システムを応用して検討することが難しかった

Oxford University Press.
Taylor-Gooby

からである。そこで、2019 年度は発展途上国に応

P.,

(2009),

Reframing

Social

Citizenship, Oxford University Press.

用可能な先進国における社会的保護の展開につ

藪長千乃 (2018)「社会福祉をめぐる政治過程」松

いて検討したい。特に社会的保護におけるテクノ
ロジーの活用、ゲーミフィケーションなどを研究

田憲忠・岡田浩編著『よくわかる政治過程論』

の中心としたい。

ミネルヴァ書房
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地球温暖化問題への各国の対応と政策‐COP21 からの道程と方向‐
国際共生社会研究センター 客員研究員
国際学部

客員教授
久留島守広

Research on the policy and actions against the Climate Change under the Paris Agreement
１． 平成 30 年度の活動報告

のブリッジをなすべく、建設業の高度化さらには

以下の地域などにて、調査・情報収集活動を行

連携する新産業の創造へ向け、活発な教育訓練・

った。

交流・情報発信を行うとともに、産業界・研究者・

（１）独エネルギー機関 DENA・年次総会

行政との意見交換・協創の中核となす所存。

2018 年 11 月 26 日～27 日に独・ベルリンにお
いて上記会合に参加し、「都市とコミュニティの
脱炭素化：エネルギー転換とは」のパネルにて発
言した。今回の会合では、特に都市計画・建築・
交通分野における都市の政策に焦点があてられ、
独・各地の専門家からその先進的な動きを紹介す
るとともに、その推進方策、規模・範囲の拡大等
につき議論がなされた。
また、当地 JETRO、産業人、大学教員及び欧州
連合エネルギー総局の担当官他と、国際共生社会
への方向・方策等につき意見交換等を行った。

(写真)DENA 総会・会場風景（出典：主催者撮影）
アルトマイヤー・独連邦経済エネルギー大臣講演

（２）建設自動化技術移転事業・同拠点開所式
2018 年 12 月 26 日～29 日にミャンマー・カイ

２． 研究の背景と方向

ン州・パアン市において開催・参加し、カイン州

（１）地球温暖化問題と COP21 パリ合意

首相とともにその概要と期待される成果につき

地球温暖化国際対応・行動として、世界の注目

スピーチを行い、同国政府関係者・産業人・当地

を集めた第 21 回気候変動枠組締約国会合 COP21

JETRO 所長他と今後の運営方策、規模・対象事業

は、2015 年フランス・パリで開催、以下のような

の拡大等につき議論を行った。

合意がなされ大きな成果をあげた。

本件は、わが国「自動化施工のトップランナー」

それは、全ての温暖化ガス主要排出国に削減義務

たる企業によるもので、NEDO 事業として太陽光発

を課す新たな枠組みとして「パリ協定」を制定、

電適地等を、ドローン自動測量＞造成最適解を AI

全ての主要排出国を対象とした意義は大きく、先

解析＞建機・自動化施工他を開発、今後のアジア

進国のみならず中・印はじめ多くの経済大国も自

展開によるもの。
まずは現地にて研修・技術移転センターを開所、
20 名程度の研修生教育を行うもの。当センターで

主的な削減義務を負い、さらに発展途上国の対策
を支援する資金援助を任意に行うことなどに合
意した。

は、インレー湖の環境改善活動にも取り組んでお

筆者も、行政サイドとして 1997 年京都会合 COP3

り、これら先達とともにミャンマーと日本・両国
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から毎年参加しているところ、全世界が一丸とな

社・団体のブリッジをなし、まさにオープンイノ

った同会合はまさに圧巻であった。

ベーションの場とし、新産業の創造へ向け活発な

同協定の要点は、地球の平均気温上昇を産業革

議論・交流・情報発信を行うとともに、産業界各

命以降 2℃未満に抑えるとの目標はじめ 1.5℃未

分野・研究者・行政との意見交換・協創に努める

満に向けて努力する旨を決め、各国の目標や行動

場の創出を図る。

を 5 年ごとに提出・見直しを行う仕組みを構築し
たこと、また排出削減のみならず、技術移転、能

３．研究結果等

力構築、資金供与などについて、先進国の責任や

（１）国際会議への参画

役割はもとより、途上国の役割についても適切に

上記・パリ協定の下、世界で低炭素、脱炭素社

盛り込んだ包括的な協定となっている。

会に向けた動きが本格化したことにより、多くの

このように、新しい世界のルールとして低炭素

産業にとり新たなリスクや機会が生じると思わ

社会構築へ向けた方向性は明確で、今後はこのた

れる。

めの政策・技術革新等が各方面に望まれ、欧州各

とりわけ、産業界において上記目標達成のため

国はじめ世界の産業界は既に着々と先手を打ち

に省エネルギー・燃料転換が進められることから、

つつある。

化石燃料関連事業の収益性ならびに資産価値の
劣化リスクが拡大するとの指摘がなされ、金融・

（２）情報化新時代の到来

投資業界の視点からは、資産価値が毀損するとの

IoT（Internet of Things）
、ビッグデータ活用
（Big Data）
、AI（Artificial Intelligence：人

指摘（座礁資産と呼ぶ）もなされている。
このように、欧州各国はパリ協定の着実な実施

工知能）等は、今や第 4 次産業革命（蒸気＞電力

方策として、上記 DENA 総会にて発表がなされた

＞情報の次）として全産業分野の発展の牽引役と

各国政府・自治体・本会合による取組みのような

なりつつある。これら、情報化新時代を踏まえ、

省エネルギー・新エネルギーをはじめとする低炭

世界の多くの企業で、将来を見据えた取組みがな

素型エネルギーへの転換等に努めており、同分野

されつつある。

に関し本センター事業等の情報発信を行うとと
もに、研究者等との情報交換に努めて参りたい。

一方わが国では、その基盤となるハードウェア
などにつき産業競争力・技術開発力の低下が懸念

（２）建設自動化技術移転事業等での企画・実施

されている。わが国がその強み（材料部品技術、

上記・情報化新時代は、建設分野をはじめ農

自動車・ロボットなどの応用システム、運用等）

業・製造業各分野に押寄せており、そのための人

を活かし、グローバルな競争環境の下で、事業モ

材育成はカギとなりうるもの。

デル・産業政策等につき、産業化に至る戦略的シ

このため、上記ミャンマー・カイン州パアン市

ナリオの検討と提言が急務となっている。

において建設の自動化・情報化に関し人材育成・

また、前記の新しい世界のルールの下での低炭

技術育成事業に参画し、カイン州政府・同地産業

素社会構築へ向けた方向性のためにも、情報通信

界・当地 JETRO 所長他と今後の運営方策、規模・

技術 ICT の活用は基盤となりうることから、その

対象事業の拡大等につき議論を行った。

導入促進政策・技術革新等がエネルギー分野にも
望まれ、世界各国政府はじめ産業界は既に着々と
先手を打ちつつある。
これら世界の潮流を踏まえ、現行技術動向とそ
の展開方策、さらに産官学が総力を終結して取組
むべき課題・新産業創造への路を、わが国産管学
が一体となり具現化を進めるべく、産業界各分野
とりわけエネルギー・環境分野において産業界各
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今後は、これら検討結果を論文としとりまとめ、
上記学会はじめエネルギー・環境分野の学会等で
発表を行う予定である。
４．今後の計画
（１）省エネルギー推進とアジアとの連携
アジアをはじめとする発展途上国が、経済成
長・人口増に伴って CO2 排出量が急増する中で、
写真：ミャンマー・技術移転センター外観

国際社会全体の排出量削減への取組みとともに、

（出典：12 月 27 日当サイトにて筆者撮影）

同諸国における社会・産業活動の基盤構築として、
さらにわが国の海外展開の一助としてもエネル

現状では、まだわが国「自動化施工のトップラ

ギー環境技術を中とした「技術移転」が果たす役

ンナー」たる企業によるもので、NEDO 事業の国際

割への期待が寄せられている。

展開が中心であるが、同国内はもとより今後はア

一方、わが国の省エネルギー対策については、

ジア各国への展開を図るとともに、建設分野を越

産業界は世界に冠する省エネルギー技術を有し、

えて IoT（Internet of Things）
、ビッグデータ活

行政においても既に省エネルギー法に基づきト

用（Big Data）
、AI（Artificial Intelligence：

ップランナー方式が導入等の顕著な成果をあげ

人工知能）等の広範な分野の人材育成等を図る。

ており、さらには上記・情報技術展開による自動

なお、わが国においては国内の人材不足に対応

化・省力化による期待が高まっている。

するためにも海外技術者等受入を進めるべく、新
たな在留資格を創設、
「建設」
「農業」
「宿泊」
「介

（２）途上国での新エネルギーの展開

護」及び「造船」の 5 分野を対象に、
「特定技能

新エネルギーは、前述の地球温暖化問題への対

評価試験」（仮称）に合格すれば就労資格を得ら

応はもとより、エネルギー・セキュリティの確保

れるようにするとで、現国会で法律を改正し、

の観点からも積極的な開発・導入を行っていく必

2019 年 4 月から実施するのが政府の方針。

要がある。このため、産官学における技術開発・

但し、技能者を超えた先端技術者の分野まで展

産業化への努力とともに、先般導入された電力固

開を図ることも検討する。

定買取制度 FIT のように、社会における幅広い利
用を促進するための制度・助成を国が行うなど、

（３）研究発表・論文執筆状況

社会システムとしての導入促進へ向けた努力が、

日本ホスピタリテイマネジメント学会・九州支

わが国はもとより世界各国で行われている。

部第 30 回研究発表会（12 月 15 日 JR 博多シティ

一方、新エネルギーをとりまく環境は、万能・

10 階会議室）にて、上記を含む「人工知能 AI・

バラ色ではなく、むしろ克服すべき課題が多くあ

IoT 時代へ、新産業革命とホスピタリテイ」とで

る。しかしながら、社会システムとして社会・経

冒頭報告を行った。（他に農業分野・グローバル

済に組込んでいくことが、地球環境のためのみな

展開として、「東京オリパラ選手村で使用する牛

らず、豊かな地域社会の創造や新規産業や雇用の

肉の JGAP 取得の意義と課題」を甲斐・中村学園

創出に資するが、その出力の不安定性は、最大の

大学学長他が報告）

課題でありまさにボトルネックと言える。

この機会に、上記 DENA 独・ベルリンにおける

太陽光発電、風力発電といった自然条件に左右

欧州各国の施策・産業界各分野の動向とともに、

される新エネルギーは出力が不安定であり、その

ミャンマー・カイン州パアン市における建設の自

エネルギー を利用できる機会や地点が限られ、

動化・情報化に関し人材育成・技術移転事業の紹

新エネルギーの電力系統への連系が増加するに

介を行い、
「AI は、ホスピタリテイマネジメント

つれて、電力品質が悪化し、一般需要家への影響

の主要ツール・基盤となりうるもの」と述べた。

を及ぼす可能性も指摘されている。さらに太陽光
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発電、風力発電等のようにエネルギー変換効率や

会的受容性・経済性に課題が残る。

設備利用率（各々わが国では 12％と 20％）が低
く、利用効率の面での課題を有する。

このため、地域住民を含めた国民の合意形成が
カギとなる。つまり、各主体にとりウインウイン
の関係が構築できることが肝要である。そのため
にエネルギー施設の排熱・排出される CO2 を太陽
光ともに活用する植物工場（CO 2 は植物にとり肥
料）の併設と CO2 のネットワーク化が有益であり、
アジア各国にて CO2 分離回収型火力と CO2 分離地
中貯留及び有効利用 CCSU を活用したエネルギ
ー・システムの導入につき検討を進めていく。さ
らに経済産業省が推進の、これら途上国の状況に
柔軟かつ迅速に対応した技術移転を促進し、わが
国に排出枠をもたらす二国間クレジット制度 JCM
への適応なども有望となりうる。
５．参考文献等

図１．スマートコミュニティの概念図

1) 久留島守広：地球エコシステムとしての地中

（出典：経済産業省発表資料）

隔離，
「環日本海研究」第 11 号，2005.10.1, P123
2) (株）日建設計：平成 15 年度 NEDO 委託調査報

このための対応の一つの方向が、今着目されて

告書「植物工場等二酸化炭素隔離技術の経済性等

いる「スマートコミュニティ」であり、まさに情

調査」
，2003.3

報通信技術によって蓄電・出力平準化を行うこと

3) アジアへの環境移転とバイオマス

により地域社会全体のエネルギー需給の最適化

NEDO 海外レポート No.1008,P1-7，2007.10.3

を行うもので、その概念を図 1 に示す。
（３） さらなる技術革新への取組み
社会の利便性を損なわずに低炭素・脱炭素化を
行うためには、既存技術のみならず上記・情報技
術の活用融合とともに革新的技術開発が必要で
ある。そのためのメニューを図 2 に示す。
このため、価格が安く資源の賦存量・分布とも
優れている石炭のクリーン利用と、CO2 分離地中
貯留（CCS と略される）の導入、さらには CO2 の
活用としての植物工場の併設を提案し、いわゆる
ベスト・ミックスの路を提案したい。これら技術
の組会せにより、SDGs が示す｢エネルギーをみん
なにそしてクリーンに｣の具体策が、わが国技術
の国際的展開とともに、グローバルな連携により、
本センターが示す｢国際共生社会｣とも重なり合
図２．エネルギー分野における革新的技術とは

うことを論じるべく試みたい。

（出典：東大・有馬教授、東洋大特別講義資料）

CCS は、まさにゼロ・エミッションを可能とす
る夢の技術であるが、新しい技術であるため、社
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スリランカにおける持続可能な障害者支援に関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員

島野
A study of sustainable development for persons with disabilities in Sri Lanka

涼子

病名がわからずに早期治療ができずにいたり、病

1. 平成 30 年度の活動報告
今年度も昨年度に引き続き、スリランカにおい

名がつかないために「変な人」というレッテルを

て障害者支援に関する聞き取り調査を実施した。

貼られていたりすることで、地域コミュニティか

今年度は 2018 年 12 月 1 日から 8 日の日程で、

ら外されてしまうことも多い。そのため、本研究

スリランカ・コロンボにおいて長期的に障害者に

ではスリランカにおける目に見えない障害のあ

対する支援を行なっているスランガニ、Thusare

る人びと、特に知的障害者や発達障害者への支援

Taking Hands、Sahan Sevana の 3 団体を訪問

を有効に行うための情報収集を目的として、学歴

し、支援が行われることになった経緯から現状に

期の障害のある子供に対する教育状況および学

ついてインタビューを行い、その後スランガニの

齢期が終わった障害者の職業訓練や雇用状況の

支援が行われているリトル・トゥリーセンター

実態調査を行ってきている。

（ブッタラ）やセンターの運営費の収入源とピー
（2） 研究対象地域

ナツ工場を訪問した。

本研究の対象国であるスリランカ民主社会主
2．これまでの活動状況

義国は、識字率が 92.2 と高く教育には力を入れ

（1） 研究背景と目的

ているものの、UNESCO によると不就学児が約

持続可能な開発目標（SDGs）は持続可能な世

47,000 人存在しており、ここに障害者が多く含ま

界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲ

れると想定できる。つまり、SDGs の「2030 年ま

ットから構成されており、誰一人として取り残さ

でに、すべての子どもが男女の区別なく、適切か

ない「すべての人」への支援を行うことが記され

つ効果的な学習個性化をもたらす、無償かつ公正

ている。これは 2001 年に策定されたミレニアム

で質の高い初等・中等教育を修了できるようにす

開発目標（MDGs）の支援において一定の成果を

る」というターゲットに向けた取り組みを行う必

達成出来た一方で、未達成の課題が残されており

要がある。また、教育を受けられないと就業も非

支援が届かなかった取り残された人々が存在す

常に困難になることから、ほぼ同数の不就業者が

ることを意味している。その取り残された人々に

存在すると言えるだろう。また障害者に関する統

は障害者が多く含まれていると考えられる。「障

計が少ないため、正確な数値が不明な状態にある。

害者」といっても車椅子利用している身体障害者

1983 年から 2009 年 5 月まで続いていた内戦、

や白杖を利用している視覚障害者といった目に

2004 年末に起こったスマトラ沖地震、インド洋

見える障害者だけでなく、聴覚障害、知的障害、

大津波の影響により多くの人が命を落とし、そし

発達障害などがある目に見えない障害者もいる。

て障害のある人が増加している。

発展途上国では医療の発展が遅いこともあり、目
3．研究結果

に見えない障害のある人たちはハッキリとした
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3−１. スランガニ

ナツ販売の他に、ファンドの取得や個人の寄付で

1992 年にスリランカの幼児教育支援からスラン

運営している。センターの教員は、スランガニが

ガニの活動は始まった。多くの幼児たちやその親

幼児教育支援をしている際に出会った幼稚園教

たちと出会っていく中で、障害のある子どもたち

員であるが、中核となっている 3 名の教員たちは

とその親や家族の居場所がないことを知り、障害

コロンボ県マハラガマにある National Institute

のある子どもたちとその家族が通える場として

of Education の特別支援教育のコース（２年間、

2011 年にモナラガラ州ブッタラに通所センター

週末）でディプロマを習得している。馬場氏はこ

「リトル・トゥリー」を開所した。開所当初は 5、

の３名の教員たちと週に 1 回以上電話で連絡を取

６人の障害児の受け入れから始め、現在は２歳半

りながら、センターの支援を続けている。

から 25 歳までの 31 人の障害児/者が通っている。
受け入れ人数の制限はしておらず、希望者は全員

3-2. Thusare Taking Hands

通うことができる。
生徒たちは朝 8 時半に登校し、

視覚障害者の指圧マッサージとして店を開いて

掃除、国歌斉唱、そして仏教のお祈りをする。13

いる Thusare Taking Hands もまた、設立の発端

歳までの生徒は生活活動や勉強を行い、それ以上

は障害者支援ではなく、代表の石川直人氏が携わ

の年齢の生徒は職業訓練の一環としてリトル・ト

っていたコミュニティ開発の活動であった。妊娠

ゥリーセンターの運営費となるピーナツの製造

中の栄養失調が原因で当時は視覚障害者が多く、

の一部を行なっている。このピーナツの製造は、

コミュニティ開発の活動の中で多くの視覚障害

母親たちも子供を待っている間に作業を行なっ

者に出逢い、彼らに仕事がないことを知った。ま

ている。ピーナツの大きさによって値段と販売地

た、当時は視力検査もほとんど行われておらず、

域を区別しており、月 60 キロのピーナツを販売

目が見えている人の中に目の悪い人が多くいる

している。リトル・トゥリーセンターはスリラン

ことが判明した。そのためスリランカの保健省と

カの教育省や社会福祉省の管轄ではないため、教

連携し、コミュニティで視力検査を実施し視力低

員の給料や施設の維持費といったすべての資金

下の早期発見と視力低下の予防対策として 2000

をスランガニで賄う必要があるため、ピーナツ販

個の眼鏡の配布が行われた。

売は非常に重要な収入源となっている。

写真 1：リトル・トゥリーセンター
筆者撮影
写真 2：Thusare Taking Hands の店内
筆者撮影

スランガニは代表の馬場繁子氏が主となって
運営しており、リトル・トゥリーセンターのピー
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その後、社会福祉省と連携をしてコロンボ周辺の

がある人がほとんどであるため、男女別に少人数

職業訓練校で視覚障害者を対象としたマッサー

のグループに分けて性教育も行なっており、非常

ジコース開講した。しかし 10 ヶ月の職業訓練で

に丁寧な指導を行なっている。知的障害者への性

技術を手に入れたものの、就職先が見つからなか

教育は難しいが人間関係を築き上げていくため

ったことから、日本では視覚障害者の仕事の一つ

に重要なステップとなる。Sahan Sevana で働く

として画一されている「指圧」を学ぶことにシフ

人たちは、工場が働く場であることを理解し、そ

トし、日本から視覚障害のある講師を招聘し訓練

れぞれの特性に合わせて、材料の軽量、クッキー

を行い、Thusare Taking Hand をオープンする

の製造、袋詰めまでのあらゆる過程を担っている。

ことになった。スリランカでは「マッサージ」と
言うのは性的なものを意味すると考えられてい
るため、指圧を勉強することに反対する家族や親
戚が多く、特に視覚障害のある女性の訓練生を捜
すことが非常に難しいという課題があることが
わかった。今後は指圧マッサージ師を国家資格と
すべく、職業訓練校においてトレーニングを体系
化させていく予定であるため、その中で視覚障害
の女性をどのように取り込んでいくのかという
写真 3：Sahan Sevana の工場の様子

点も重要になってくるだろう。

筆者撮影
3-3- Sahan Sevana
2 年前から継続して調査を続けている Sahan

４．調査結果及び考察

Sevana は、現在スリランカの大手製菓会社の

今回調査を行った３つの団体は、それぞれ異なる

CSR として障害者雇用の一環としてクッキー工

ニーズに応じて障害者支援を継続的に行なって

場が設けられている。始まりは日本の NGO の支

いる。スランガニが学齢期の子どもたちを支援し

援で、1999 年から 2009 年までの 10 年間支援が

ているのに対して、Thusare Taking Hands と

行われたものの諸々の事情により NGO が撤退す

Sahan Sevana は学齢期を終えた就労の年齢の人

ることになり、そこで一度活動が中断となった。

たちに対する支援である。年齢や支援内容は異な

以前の活動から現在の活動に至るまでに紆余曲

るものの、共通しているのは「場」の提供であり、

折あったが、現在は Sahan Sevana が製造する

障害者の居場所が不足していることがわかる。障

HOPE クッキーの売れ行きは好調で、障害者の雇

害のある人も学齢期には学校に行き、そして就労

用増大と工場の規模の拡大が検討されている。し

する機会を得ることが必要であるため、非常に重

かし、雇用人数の増大といっても簡単ではなく、

要な支援である。ただ、今回調査した団体の障害

彼らの教育を担当するチャミラ氏は、新しく工場

のある人たちのほとんどは歩行ができ、身の回り

で働くことになった人たちの特性を見極めて指

のことが自分でできる人たちである。SDGs の掲

導していくのはもちろんのことであるが、その前

げる「誰も取り残さない」社会の実現には、彼ら

に身の回りの指導（爪を切る、髭を剃る、服装な

よりもより重度の障害がある人たちの教育や雇

どの清潔な状態を保つことやトイレトレーニン

用の方法を模索していかなければならない。国に

グなど）や「働く」と言うことの意味なども指導

よって文化が異なり、障害者への考え方も様々で

を行なっている。さらに、20 歳以上の知的に障害

ある。前世の行いが悪いため障害者になってしま
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った、妊娠している時に障害者に触れると生まれ
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Factors Influencing Households` Willingness to Pay for Improved Wastewater Services
in Ho Chi Minh City, Vietnam
1. Introduction
The challenge faced by the wastewater sector is the
requirement of a large initial investment as well as
operation and maintenance costs. However, a

good. In addition, affordability and WTP for
wastewater services have become major issues
regardless of whether the country is developed or
developing [1] once the households have to allocate

wastewater tariff has not yet been established in
Vietnam and currently, only an Environmental
Protection Fee (EPF) for wastewater is in place,
collected at 10% of the supplied water price through
water bills from January 1, 2004. In 2016, the
government issued a new Decree No.
154/2016/ND-CP on the EPF for wastewater in
which a wastewater fee of over 10% has been
approved in accordance with certain area situations
and conditions. In order to address the urban water
environmental situation, a prerequisite for ensuring
financial sustainability is the decision making by
the city authority concerning the setting up of
appropriate wastewater tariffs for HCMC. The
method of setting up tariff for non-market benefits,
such as improved wastewater services based on the
users’ willingness to pay (WTP), has been obtained
as the approach of cost recovery pricing is
infeasible especially in the beginning stage of
establishment of a wastewater tariff. However, it is
a question of whether the HCMC public will be
willing to pay an increased wastewater fee as the
demand for wastewater is silent and is viewed
purely as a social service rather than an economic

their limited income to different resources. Hence,
a study on socio-economic factors and perspectives
that motivate the general public’s WTP is
particularly important for the successful
development of wastewater services in developing
countries such as Vietnam. Furthermore, our
findings also provide suggestions to the HCMC
authority concerning managerial implications to
enhance the effectiveness of strategies for the
increase of wastewater tariffs. These were obtained
using a Contingent Valuation Method (CVM)
through a referendum scenario and questionnaire
survey. In this report, we present the results of
survey on WTP that were presented at the Water
Environmental Technology Conference held in
Matsuyama in July 2018. These surveys and studies
are carried out as a part of PhD course of Graduate
School of Regional Department Studies at Toyo
University.
2. Factors affecting household`s WTP for an
improved wastewater service
（1）Research background and purpose
The CVM has been widely used to estimate WTP
for a non-market public program and for the
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benefits of environmental service improvements
such as improved water and sanitation programs
in developing countries. However, fewer studies
have been carried out for the specific wastewater
sector, especially on a large scale. Focusing on
Vietnam, few studies have estimated user’
preference for wastewater services and were
mainly conducted at small vocational villages
regarding industrial wastewater or in rural areas.
A CVM study for wastewater services has not
been conducted in HCMC. Since WTP is different
among cultural regions and even varies according to
time and people’s perceptions of water-related
environmental improvements, this research aims to
examine factors influencing residents WTP in the
largest urban area of Vietnam–HCMC, where
projects for wastewater management are being
implemented thoroughly. In addition, this study
hypothesized that prior information regarding
sewerage plans and the respondent’s knowledge of
existing WWTPs in the city act as the determinants
on beneficiaries’ WTP for improved wastewater
services in HCMC.

low to recover O&M costs or system upgrades.
Consequently, financial sustainability of
sanitation projects after their construction is still
a big concern. (ii) Social aspect: lack of public
awareness of the need to treat wastewater in an
appropriate standard before discharging it into
the environment. Consequently, less enthusiasm
for fee paying from the public.
In this study, respondents were classified as
households regardless of whether the house was
owned or rented. Household’s representatives had
to have an income, expenditure management, or
housewife in 23 out of 24 districts/provinces of
HCMC in order to cover areas with different
environmental and economic conditions.
(3) Survey method
The survey was conducted between Augusts and
September 2017. The questionnaire included a series
of structured questions split into four sections:
introductory questions, households’ water bill costs
and attitudes toward a possible increase in
wastewater fees, CVM scenario and WTP questions,
economic and socio-demographic characteristics.
The study made used of the double-bounded
dichotomous choice model with three different
bid sets that were offered to different
respondents at random as follows: (20%, 15%,
40%), (40%, 20%, 60%), and (60%, 40%, 80%).

（2） Research area
HCMC is the biggest city in Vietnam, covering
an area of 2,095 square kilometers with a current
population of about 8.5 million (2016). HCMC
has been taking a number of measures to treat
wastewater. Under a pollution reduction
programmer, one of seven targets related to
flood mitigation and response to climate change
and sea-level rise in 2016-20, the city has set
itself a target of treating 80 per cent of total daily
household wastewater. However, lack of capital
and ineffective management have limited the
city’s ability to complete construction of
WWTPs according to the master plan. Two
major challenges are pointed out: (i) Financial
aspects: the wastewater fee in the city is still too

Model specification and estimation
Three different WTP prediction models were
used with a logistic regression on the doublebounded dichotomous choice (DBDC) data to
examine which model had the better predictive
ability. For Model 1 all original data were used,
while for Model 2 samples with two outliers of
input data with standardized residuals (ZResid)
of more than 3.3 were removed to avoid an
impact on regression models from those outliers.
For Model 3, logarithmic transformation was
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Model 3. The significant factors in these models
remain the same, apart from the INFORMATION
variable. This result indicates that removing outliers
is better than using logarithmic transformation for
coping with an outlier problem in this case.
As shown in the table, the six predictors in Model 2
make a statistically significant contribution (BID,
10%EPF, KNOW, MARRIAGE, INFORMATION,
and 1st & 2nd CHOICE,). The strongest predictor of
the WTP response was MARRIAGE which is
statistically significant at very near to 1% level,
recording an Odds ratio=Exp(B)=1.849. This
indicates that respondents who are married are
approximately two times more likely to be willing to
pay for the wastewater service than those who are

applied to independent quantitative variables to
reduce skewness in the distribution of the data
and to improve the predictive ability of the
model. For Model 4, only single-bounded
dichotomous choice (SBDC) answers were used
for analysis after the removal of seven outliers
with ZResid > 3.3. The regression models were
chosen based on log-likelihood and R2.
(4) Research results
From a total of 431 respondents, there were more
male respondents than female (61.3% vs. 38.7%
respectively). Most of the respondents were
married (72.1%), the average family size was
3.95 (range 1-13), and the average age of
respondents was 35.25 (range 18-82). The
majority of respondents held a college/university
education (79.1%), followed by high school
education (9.5%). A post-graduate education
(master/PhD) was held by 9.0% of respondents
and only 0.5% had no formal schooling. Of all
respondents, 91.1% work in the formal sector
(66% and 19.3% are private and government
employees respectively; the remainder are
business owners) and 8.9% work in the informal
sector or are unemployed (0.5%). Regarding
monthly household income, 45% of the sample
population have an income of 18.1–33 million
VND, 14.7% earn more than 33 million VND (ca.
1,500 USD according to the exchange range in
2018), and only 0.9% (4 households) have a low
income (3–6 million VND). Data shows that
69.5% of respondents own their house, whereas
21.4% live in a rented house/unit, and 9.1% live
with their parents or in a relative’s house.

single, if controlling for all other factors in the model.
It can be seen that almost all married people have
moderately good and stable incomes as well as
general concerns and responsibility for family health.
The BID was negative and significant at the 1%
level, which indicates that the higher the bid, the
less likely respondents are willing to pay for the
service. This result is consistent with most other
studies and abides by the economic theory of
demand. The respondents’ WTP for wastewater
service was negatively related to what they think
about the current wastewater fee - 10% EPF. The
result suggests that the respondents who rate
10%EPF from reasonable to high or too high
were less likely to pay an additional fee for the
service compared to those who rate it as low. One
possible explanation for this is that respondent
are not willing to pay as much, as they think they
have not seen a much better change of water
quality at canals currently as mentioned “I would
pay more upon condition that I see the better
water environment”. Thus, the households’ WTP
for the service has traditionally been linked to the
principle of price versus quality effect.

Explanatory factors of WTP
As can be seen in Table 1, regarding estimates of
goodness-of-fit R2 among three models (Model 1, 2
and 3) using DBDC formats, R2 of Model 2 with two
outlier removal is higher than R2 of Model 1 and
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The coefficients of knowledge about existing
WWTPs in the city (KNOW) and
INFORMATION were negative, implying that
respondents who knew about WWTPs in city and
who were provided with prior information
regarding WWTP plans would be less inclined to
pay. The following residents’ opinions were
recorded from our study: respondents agree that
the costs of wastewater collection and treatment
should be contributed by the people, provided that
(i) the fee must suits “every pocket” (especially
low-income households) and the scope of the
wastewater services, and (ii) there is transparency
regarding the financial management of the tariff
source and that people have a right to know about
the projects and their related costs.
Regarding 1st & 2nd CHOICE variable, the
respondents’ WTP for the wastewater service was
positively related to the 1st & 2nd choice. This
means that the choice of the 2nd bid was
Exp(B)=1.7 times more likely to receive a “yes
“compared to a “yes” for the initial bid. In other
words, when the bid decreases, the respondents
are more likely to say “yes”.

INCOME

-.225

-.189

-.213

WP

.000

.000

.020

10% EPF (1)

-1.621***

-1.703***

-1.580***

10% EPF (2)

-2.697***

-2.863***

-2.714***

AGE

-.011

-.016

-.331

KNOW

-.384**

-.398**

-.401**

GENDER

.275

.322

.291

MARRIAGE

.659***

.615***

.678***

HHSize

-.026

-.036

-.111

CHILDREN

.070

.122

.069

INFORMATION

-.289

-.344*

-.286

.113

.153

.091

Income(2)

.318

.398

.274

Income(3)

.213

.317

.155

Income(4)

.182

.218

.080

Edu(1)

-.348

-.430

-.328

Edu(2)

.092

.086

.085

Career(1)

-.210

-.286

-.242

Career(2)

-.172

-.323

-.112

Career(3)

.150

.024

.225

House(1)

-.189

-.179

-.187

House(2)

-.217

-.247

-.261

Satisfy(1)

.168

.274

.216

Satisfy(2)

.275

.433

.322

Satisfy(3)

.502

.699

.548

Satisfy(4)

-19.413

-19.283

-19.538

1st & 2nd choice

.562***

.598***

.538***

Constant

2.890***

R2

28.6%

3.296***
30.8%

7.240***
27.6%

%Predictedcorrect

75.8%

76.2%

75.9%

-2LL

875.624

850.364

883.042

N

431

429

431

EDU

CAREER

HOUSE

SATISFY

Table 1 Estimated model for double-bounded models
Variables Model 1
Model 2
Model 3
BID/BID1
-.056***
-.061***
-1.732***
CANAL

Income(1)

*, **, *** Significance at 10%, 5%, and 1% level, respectively
(5) Future plan
Jan 2019

10% EPF

Submit 2nd paper
Working on the tariff structure

Feb-April

Continuing to setting tariff

2019

Focusing on dissertation`s remain chapters
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Community Development and Microfinance, Microcredit Studies
as the self-help groups as well as saving and credit
cooperative and microfinance has started in Nepal.

1. Introduction
Microfinance is a board concept including the Microcredit,
Micro saving, micro insurance, currently remittances
services also provided by microfinance services.
Microcredit support to the poor people to escape from
poverty by being an entrepreneur. The fundamental
concept of microcredit is small loans, social collateral,
low-interest rate to the poor who are facing, Lack of
financial access, unemployment and living in extreme
poverty. To get out from the poverty situation, the
microcredit system has been being popular tools for
developing countries. The word credit develops from the
Latin word `credo ‘it means I believe or trust (D Kumar, A
Hossain, MC Gope 2012) lenders believe the borrower and
provided the loans with the believe and trust. Credit is self
could define a small amount of money or fund.

National Per capita income of Nepal is 853.16 USD (2017).
Nearly 80 % of Nepalese people are living in rural area.
More than 80 % of the population depends on Agriculture
below 31% of the population has been living under the
poverty line. Nepal is a country of developing among south
Asian countries, challenging the problem of poverty. 28.6 %
population are living under multidimensional poverty. The
population of the women is around 51%. They are facing
many unequal social and economic obstacles and
challenge by the patriarchal society.
Community organized by Lumanti Nepal
Lumanti Nepal has started community-based microfinance
in 1998 with 8 women saving and credit groups were
organizing in slums and informal settlements different area
of Nepal. By 2007, the number of saving groups increased
to 259 with 5117 members. This year the number of saving
groups increased to 1126 with 29816 members. In the
present scenario, the total of 32 Women saving and Credit
Cooperatives have been registered and established all over
Nepal. The findings show that Lumanti has organized selfhelp groups are not similar than the other microfinance. It
has a different type of community where poorest of the
poor women are involving in saving and credit
cooperatives.
3. Research Method and data
The research was conducted in the title microfinance and
community development doing by Lumanti Nepal in the
different part of Nepal. Selected 3 different area of Nepal
one is the eastern part of Nepal in Dharan, Dibya Jyoti
women saving and credit co-operative and Sambridi
women saving and credit cooperative Biratnagar
Sayunkta Mahila Sarsafai saving and Credit
cooperative Teku and the Pragati women saving and
credit cooperative Balaju form Kathmandu.

The history of Nepalese microfinance started in 1953.
According to the Shankar man Shrestha (CSD2009). The
department
of
cooperative
was
established
(www.deoc.gov.np) in 1956 in Chitwan to Provided lone
for resettlements for landless poor the victims of river
flood, the cooperative bank was established in 1963, In
1974 central bank of Nepal obligate to another bank
development and commercial bank 5 to 10% of their
deposit liabilities invest in the small sector like microcredit.
The government has launched the small farmer
development program in 1975 in Mahendra Nagar,
Dhanusha and Nuwakot districts the credit was provided
under the group guarantee or group liability. In 1992
government enacted a new co-operative law for promotion
and development of cooperatives as a vehicle of economic
development and tools for poverty reduction. The
Grameen model was started in 1992 in eastern and far
western development region. The financial intermediate
act 1998 provided the right to conduct microfinance to the
NGO and INGO after that many microfinance institutions
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The total unit of analysis is 104 respondent form 3
different saving and credit cooperation. The sample size
was selected through simple random sampling method.
The interview survey used three different techniques. Indepth interview survey, observation and focus group
discussion. The data and information have analysis and
explain with appropriate statics method or which is
available. As well as the secondary data of this paper has
been collecting from different sources, like previous
researches, Books, newspaper, articles, journal as well the
other related published and unpublished materials.
The objective of the research is to find out the role of the
microcredit in community development and Economic
access, decision making and the leadership development
of women in Nepal Microcredit impact to empowerment
in three different aspects of poor community group. The
questionnaire survey, face to face interview survey and
focus group discussion was done with women in their own
location and their saving and credit office and the place of
work. Focus group discussion was organized in the weekly
meeting day of their SCC office.
Research method
1. Dibya Jyoti women saving and credit cooperative Dharan
2. Sambridi women saving and credit
cooperative Biratnagar
3. Sayunkta Mahila Sarsafai saving and Credit
Teku
4. Pargati women saving and credit
cooperative Balaju

In-depth interview
Focus group discussion

Sunsari Dharan
community

Microcredit

member
Microcredit official

Total 104
respondents
were from 4
different
community

Biratnagar
community

Figure -1
4. Findings
According to the 2017 report of the department of cooperative of Nepal, all over Nepal, 1420204 male and
890618 female members are participating in the different
type of microfinance institutions in Nepal has invested
about
289,825,041
amounts
in
cooperatives
(www.deoc.gov.np2017). The Total unit of respondent
were 104 from 3 different area of Nepal, the member of
small Saving and Credit Cooperatives. Age between the
10-60 years old respondents’ women. The highest number
of the respondents were aged between 30-39 and the
lowest number of respondents were aged between the 1019. The second largest number of respondents were 20-29
years.
Microfinance member in Nepal
Participation
Number
Amount
Male

142,204

-

Total

231,288

289,825,041

(Sources: www.deoc.gov.np2017)

The researches paper found that microcredit itself is an
important aspect for poor people. Access of small credit to
bring a huge change, happiness, in household level,
socially and community level. But it depends on the
different aspects. As follows in the view of growth or
Microfinance program as one of the major povertyfocused development activities in the country, it is
imperative to evaluate the effectiveness of the program in
reducing poverty. The present study aimed to evaluate the
impact of such program on poverty reduction through
women empowerment.
In the present context of Nepal, women do occupy more
than half of the total population women just limited inside
the house in the ancient period. Women were not given the
opportunity to involve in economic activities. Women
used to remain busy in their household works to preserve
of vicious circle of poverty. There was a very miserable
condition of women in the past. With the continuous flow
of time, this every trend has been changed to the great
extent. Women have become able to stand on their own
foot and have become provide an economic contribution
to their family and nation. Microfinance is one of the vital
factors which have been assisting women to boost-up and
uplift up.
Women targeted for saving and credit co-operatives
because of higher level of Female poverty and because of
women role in household well-being, Mayeux (2009) on a
global level Woman are reported to have higher loan
repayments rate than the man Cheston (2002) and are
considered a lower credit risk Ann Marie MB (2011). The
figure shows that the household women are involving in
Microcredit for saving and credit. The research found that
the clients use SCC as the saving and credit mechanism 39
of them being member only for saving purpose. The result
supports the statement of Prof. M Yunus.Yunus (2010) he
has mentioned that microfinance is a bank of the Poor.
Reason for participation in SCC

Some
microfinance
scholars of Nepal

Capital city
Kathmandu
community

89,618

Table -1.

Case study
Observation

Female

70

59

60
50

39

40
30
20
4

10
0

-

BORROW MONEY

Column-1
86

SAVE MONEY

SAVE /BORROW

The findings show that Microcredit is an important aspect
to reduce poverty. Small credit in south Asian countries
have improved the economic condition of the poor. (Naila
Kabeer 2005 EPW) The study found that the economic
situation of women has improved compare to past. The
research paper found that all the microfinance in Nepal is
not for poor and poverty reduction. Some of the
microfinance institutions have not following fundamental
norms and values of microfinance. They established a
microfinance only with a financial sustainability
perspective which perspective could not suitable in the
remote rural area as well as could not support in poverty
reduction and community development.

household expenses. The lowest purpose of borrowing in for
to pay the credit or borrowed amount. Another highest trend
of the borrowing is for the foreign employment purpose the
previous record shows that every year foreign employment
lone has been increasing highly. An MFI `s data reported in
630 members 174 members have taken the loan for foreign
employment purpose.

Income
The income level of the respondents before participation
in saving and credit cooperatives was very low. 82% of the
respondents have replied their income was less than NRP
5000 per month before to be the member in saving and
credit According to the UN poverty definition who had
income less than $1 in a day are the poor.5.6% of the
respondents have replied that their monthly income
between NRP 6000-10000 Monthly. About the 14% of the
respondents have not answered about income.
In the same way after the involving in Microfinance
income indicator line show the income of the respondent
has increased some of the respondent`s monthly income
between 6000~10000. 18% of the respondent’s monthly
income is between NRs. 11,000~15,000. Nearly 2% of the
saving credit member having monthly income over 15,000.
The indicator shows that Microfinance positive impacts on
economic activities to the household women.
Income Before and after the SCC

Occupational structure of respondents

small
business
32%

Monthly
salary

Monthly
salary
25%

Labor

Labor
43%

small
business

100

Pie-1
The Occupational dependency categorized in three
different categories according to the respondents 43% of
them depend on Labor wages and 32% of them have small
business-like Retails shop, vegetable vending, some of
them have their own small vehicle (City safari) as a regular
income source, beauty parlor, and other income sources.
25% of respondents are engaged in a monthly salary means
they worked as a housekeeper, factory worker, other
monthly salaries which are called low-income (Un 2007).
Purpose of borrowing
45

80

0

22

25
20
15

9

10

12

5
0

Small
busines

household
child
to pay credit for foreign
expences education
study and
work

other

Column-2

Research found that the clients use SCC as the saving and
credit mechanism. The purpose of the loans reveals that the
highest amount of borrow the money is for Small business
purpose and the second purpose is child education and

Before

20

28

30

77
After

40

36

35

86

60

42

40

Income Before and After the Microfinance

87

19
0
5000<

6
6000-10000

3
11000-15000

15000>

Line -1
The borrower main income sources are different like
Monthly Salary, Labor, and Small Business. (Retail shop,
vegetable Vending, Remittance, Farming, small Vehicle,
Netting and sewing etc.). The microcredit impacts in
decision-making aspects show that compares to the past
women decision-making capacity has been increasing.
(The findings show that the absence of the husband in the
household the women have the opportunity to take the
household decision.
The success and outreach of microfinance and microcredit
in urban-rural poor dependents on the approach. Some
microfinance institutions claim that they established for
poverty reduction but their clients are active poor not
poorest of the poor who earn less than $1 and live remote
countryside. Scholars from the different case study show
that before to start a microcredit in an area complete

The microcredit impacts in decision-making aspects show
that compares to the past women decision-making capacity
has been increasing. The findings show that the absence of
the husband in the household, the women have the
opportunity to take the household decision.

understanding about community, community necessity of
microfinance services, the viewpoint of clients, and other
fracture would impact in the access and success of the
microcredit system. Some microfinance institution in
Nepal has found established the microfinance institution
without an understanding of the situation client’s social
structure than its face some problem to get clients as well
some area only Access of credit is not enough. The clients
should have special guideline and education about the
microfinance utilization to get outreach through
microfinance. The evidence of microfinance indicates that
somehow, access to microcredit changes in the access but
without further plan, it would be the only cycle of the
economic.

The other purpose of loan indicates that housing loan,
about 25% of the respondent having the housing loans to
reconstruct or rebuilt their secure housing. Now Lumanti
Nepal organized SCC providing the housing loan in lowinterest rate.

5. Conclusion
Microcredit is a tool to reduce poverty as well as for
Community Development. The findings support the
assumption of the study. The finding and observation
reveal that the access of financial services to women have
positive impacts financially and in the purpose of
household well-being to the women. If household Women
are economically strong, atomically they can be strong
psychologically, socially than they have more confidence
and they can participate in different socio-economic and
leadership position.

There are many microfinance models has been existing in
the world. All the models have own character and concepts
the presented different model has different features, it
means that the existing different microcredit model can be
different but objectives are same to poverty reduction and
community development.
Dean Karlan and N Goldberg (2011) argue most of the
microfinance emphasis on women, one of the reasons
would a high return rate of loan form women than the man
so, and another is female are derived from the equal access
of different resources and opportunity. Thus, most of the
Microfinance institutions have been focusing on women.
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ミャンマーの農村開発における住民組織化に関する研究
－シャン州の農業協同グループの事例から
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
柴田 京子
Research into the Community Organizing in Rural Development in Myanmar: Based on the Case Study of the
Agricultural Cooperative Group in Shan State
1.研究背景と目的

されたコメ、マメ類、油糧作物などは、国が公定

発展途上国の開発において農村開発は重要テ

価格で農家から買い上げる供出制度が導入され

ーマであり続けている。また、その開発の手段と

た結果、民間流通業者による指定作物の売買は原

して、
「参加型開発」の重要性も強調されてきた。

則的に禁止された。農産物流通に従事する者は、

参加型開発は効果的、効率的、持続的、住民のエ

時には闇市場業者として取り締まりの対象とな

ンパワーメントの４点で有効とされる(重冨

った。1988 年の農産物流通自由化以後、民間流

1996)。政治的、経済的弱者が開発のために何ら

通が合法化され、作物によっては多くの民間流通

かの資源を必要とする場合、共同で確保したり、

業者が参入するようになった(岡本 2001)。ただし、

政府から資源を引き出したりするためには住民

基本的には農家が個々に農産物を集荷人や中間

が集団として交渉するほうがよりよい結果をも

業者に販売する相対取引が主流であった。共同集

たらすことが多い。つまり、参加型開発の実現に

荷・出荷ができる環境(販路)が存在しなかったの

は住民の組織化が有効であるといえる。また、そ

である。化学肥料についても、農業灌漑省傘下の

の組織化もプロジェクトの範囲、期間を超えての

農 業 サ ー ビ ス 局 (Myanma

住民の生活向上への直接的な寄与という観点か

Service:MAS)を通じて農民に補助金価格で配給

ら、住民自身による組織化が重要となる。

してきたため(藤田・岡本 2005)、農家による自発

Agricultural

ミャンマーでは農村開発がいまだ重要な課題

的な共同購入の契機はなかったと考えられる。以

であるが、これまで生業に関わる経済活動分野で

上から、ミャンマーでは、農家が自発的に協同組

の組織化は進んでこなかった。しかし、近年住民

合を結成する農業生産・流通環境がなかったとい

自身によって農業協同グループが組織されるよ

える。

うになっている。そこで、本研究は、フィールド

しかし、近年ミャンマーの農産物の流通経路に

ワークを通し、ミャンマーにおいてどのような条

は、軍政期と比較して大きな変化が見られるよう

件の下で生業に関する組織化が可能になるのか

になった。端的には農家にとっての販路の拡大で

を明らかにすることを目的としている。

ある。いわゆる集荷人や中間業者への販売以外に、

2.先行研究の概要

農家による直売や会社との契約栽培なども見ら

2-1.ミャンマー農村における農産物流通構造と農

れるようになってきた。このような農産物の販路

業協同組合

拡大と多様化は、個々の農家の自由な販路選択を

社会主義時代を通じてミャンマーの農産物流

可能にするとともに販路へのアクセス手段とし

通は厳しい国家管理におかれていた。指定作物と

て自発的な農業協同組合組織の可能性を含んで
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いる。

に対して個別聞き取り調査を実施した。調査項目

2-2. ミャンマーにおける協同組合の展開

は世帯構成、就業者数、就業状況、所有財、作物

ミャンマー（ビルマ）の協同組合はイギリス当

栽培状況、農業外収入の状況、農作物の販路、借

局によって高利貸しに抵抗する手段として導入

り入れ状況とした。それに加え、Go Green メン

された。1904 年にインドの信用協同組合法が適

バーへの聞き取りも実施した。

用され、
同年 12 月には協同組合局が設立された。
ビルマは植民地時代を通じ米輸出基地として発
展したが、その過程で農民負債問題が深刻化した。
1929 年までに約 4,000 の信用組合が設立された
が、管理能力不足などから組合の経営は破綻し、
壊滅的な状況となった(岡本 2014)。1932 年まで
には 575 の内 57 の信用組合が存在するのみとな
った。このような経緯からわかるように、導入当
初から協同組合は官製のものであり、自律的な性
格をもたなかった。
独立後ビルマ政府は、農業協同組合と信用組合
に焦点を当てたものの、それも政府の政策の受け
皿という域を出ず、協同組合の原則は無視された。
このように始まったミャンマーの協同組合は、現
在に至るまで政府のイニシアティブによるもの
で あ る (FAO and ministry of Agriculture,

図 1 ヌワダマ村位置図
出所：https://www.google.com/maps/place/Nwadama/

3-2.ヌワダマ村の作物栽培状況
ヌワダマ村で栽培される作物は、コメ、トマト、
ナス、ラッカセイの 4 つに限定される。
コメとラッカセイは自家消費率が高く、トマト

Livestock and Irrigation 2017)。

とナスは換金作物という位置づけである。各作物

3.本年度研究の内容

の平均所得を比較するとトマトが非常に高い所

3-1.ヌワダマ村における実態調査

得となっている(表 1)。しかし一方ではトマト栽

ミャンマーに協同組合が導入された経緯や農

培にかかる経費も多く、その中でも生産費に占め

民が置かれている農業生産環境をみると、ミャン

る農薬の割合が非常に高い(表 2)。トマト栽培は

マーでは自発的な協同組合が組織されにくい環

インレー湖地域で盛んな湖上での水耕栽培(図 2)

境であったと言える。しかし、本研究対象村であ

と通常の畑作に分けられ、水耕栽培では多量の殺

るシャン州のインレー湖西岸に位置するヌワダ

菌剤が使用されるためである。

マ村には、村民が自発的に組織した「Go green

表 1 ヌワダマ村の作物ごとの平均所得（チャット/エーカー）

農民グループ」が存在する。同村の農業生産状況

コメ

と農民グループの詳細を調査することにより、組

45,519

織化の有効性を考察した。
ヌワダマ村は南村、
北村の 2 つに分かれており、

トマト
4,625,314

ナス
576,234

出所：筆者作成

世帯数は南村 160、北村 136 の合計 296 である。
人口は南村 843 人、北村 700 人である。農家世帯
が最も多く 89％を占め、次いで農業労働者世帯
10％、漁業世帯 1％となっている。
2018 年 4 月～5 月にかけて農家世帯 125 世帯

図 2 水耕栽培の様子(筆者撮影)
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ラッカセイ
111,647

その他
351,892

の高まりであったという。同時期に同村において、

表 2 作物ごとの経費の割合
作物名
コメ

化学

雇用

家族

肥料

労働

労働

農薬

日系 NGO の「セダナー」が学校修繕事業を実施

機械

種子

合計

0.6%

15.2%

61.4%

1.8%

14.8%

6.3%

100.0%

トマト

38.5%

19.1%

29.4%

5.5%

1.3%

6.2%

100.0%

ナス

6.6%

16.0%

51.6%

11.5%

2.2%

12.2%

100.0%

ラッカセイ

0.4%

4.1%

61.5%

4.7%

16.1%

13.2%

100.0%

その他

0.8%

9.2%

66.0%

8.4%

7.0%

8.5%

100.0%

出所：筆者作成

していた。同 NGO に農業専門家が勤務している
ことを知った村の農民代表が、インレー湖に環境
負荷のない農業技術を学びたいと申請、農業専門
家が循環型農業技術を指導することとなったと
いう。
その後、技術指導を受けた農家が中心となり、
自発的に組織化を行い、現在のグループができた。
組織化当初は 37 名で開始したが、現在は 42 名ま

3-3.ヌワダマ村の所得状況
表 3、4 は村の平均世帯所得の割合と源泉別構
成比を示している。農家世帯対象の調査であるに
もかかわらず、非農業所得が最も比率が高く、次
いで農業自営、農業労働所得(日雇い)、非農業労
働所得(日雇い)の順であった。非農業所得獲得手
段としては、大工、教師、教師以外の公務員、市
場での販売、船による運搬、機械整備などが見ら
れた。農業労働所得(日雇い)に関しては、1,500～
7,000 チャットと日当に幅が見られたが、延べ 91
人中、73 人が日当 5,000 チャットで労働を請け負
っていることがわかった。

でメンバーが増加している。メンバーが生産する
農産物は同農業専門家(この時期には NGO を退
職し、他の組織に勤務していた)が販路を開拓し、
2 年前からヤンゴンにある有機農産物専門の販売
店で販売されることとなった。
グループの活動は、有機農産物の共同集荷・出
荷実施の他、有機農業資材(木酢液、土着菌堆肥な
ど)の販売権利の確保、農業貸付金運営、ミャンマ
ー有機認証申請補助(認証に係る経費はドナーが
おり、無償)など多岐にわたる。
規則は以下の通りである。
1)メンバーは、竹酢、発酵液、土着菌堆肥、有機
野菜を販売することができる。

表 3 平均世帯所得(チャット)

2)メンバーは、竹酢、発酵液、土着菌堆肥を優先

非農業労
農業労働所

働所得
得(日雇い)

的に購入することができる。

非農業

農業自営

合計

所得
(日雇い)

898,513

753,971

1,060,185

511,412

Green 基金として貯蓄し、小規模村落開発事業に
3,224,081

出所：筆者作成

使用する。
3)養豚を実施するために、仔豚一頭につき 4 万チ
ャットを借りることができる。

表 4 所得の源泉別構成比

原資は 2013 年韓国の団体「Narnoonmohar(友

非農業労
農業労働所

非農業

農業自営

働所得
得(日雇い)

合計

23.4%

32.9%

15.9%

人の意)」
、2015 年セダナーからの支援による。但
し、月利 2％とし 3 か月に 1 度利子の返済義務が

所得
(日雇い)

27.9%

3)木酢、発酵液、土着菌堆肥販売の一部を Go

100.0%

ある。

出所：筆者作成

4)有機野菜を販売する際に、共同集荷、出荷を利

3-4.ヌワダマ村の有機農産物生産農家組合の事例

用することができる。

Go green 農民グループは 2009 年に組織された。

3-5.Go Green のメンバーの所得変化

グループ代表者によると組織化の契機は自発的

Go Green メンバーの中で、竹酢液の販売を実

な村民のインレー湖環境保全に対する問題意識

施しているメンバーは 5 名、有機野菜の共同集
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荷・出荷を利用しているメンバーは 13 名、養豚

Green は設立当初から「環境負荷の低い農業の学

資金を借りているメンバーは 32 名である。Go

びの場」という位置づけであったため、有機栽培

Green 組織後のメンバーの所得変化を表 5 に示す。

技術の習得面では大きな役割を果たしている。

竹酢液の販売は主に村内向けであり、有機野菜

2)経済活動上の選択肢の拡大が見られたか。

の共同出荷はヤンゴンの有機野菜専門販売店 2 店

交渉力の面で Go Green での有機栽培実績が地

へ販売している。当村の特徴として、トマト栽培

域に認められ、ホテルやレストランとの交渉がで

以外の農薬経費が少ないことが挙げられるが、こ

きるようになった。

れは竹酢液が普及しているからである。特にコメ

以上より、Go Green は農業所得向上と経済活

栽培では、すべての農家が化学農薬を使用せず、

動上の選択肢の拡大の点で有効性が見られた。し

竹酢液のみの使用であった。本調査後 2018 年 12

かし、42 名のメンバーのうち、Go Green のメン

月に再度聞き取り調査を実施したところ、竹酢液

バーとして有機野菜の出荷が少ないことの理由、

の販売実施メンバーは 30 名を超しており、飛躍

そして竹酢液の作製・販売実践人数の急増の理由

的に増加していることがわかった。

検討が今後の課題となっている。
今後、ヌワダマ村の例だけではなくその他の農
業協同グループについても調査を進め、組織化の

表 5 Go Green メンバーの活動と所得増加
項目

実施世帯数

世帯当たりの所得増加/年

有効性を考察するとともに組織化の条件を明ら

(チャット)

かにしていく。

5

640,000

4.参考文献

有機野菜販売

13

338,462

重冨真一(1996)『タイ農村の開発と住民組織』ア

養豚銀行

32

※307,800

竹酢販売

ジア経済研究所。

※養豚銀行の所得増加は 1 頭につき 6 ヶ月飼育し、販売すること

岡本郁子(2001)『農産物流通自由化と農村部にお

として算出。出所：筆者作成

ける流通システムの形成—ミャンマー・リョクト

3-6.Go Green の組織としての有効性

ウ産地の事例から』日本貿易振興会アジア経済研

本研究において設定した以下の組織化の有効

究所。

性を示す指標と照らし合わせ、現時点での Go

藤田幸一、岡本郁子(2005)『ミャンマー移行経済

Green の有効性を考察する。

の変容-市場と統制のはざまで-』アジア経済研究

1)農業所得向上が見られたか。

所。

1)-1 組合員同士の労働力の交換

岡本郁子(2014)『開発における協同組合-途上国農

1)-2 共同集荷・出荷による生産物販売の省労力化

村研究における予備考察』重冨真一編、アジア経

1)-3 小規模金融(資金)へのアクセス

済研究所。

1)-4 新品種の導入や新技術へのアクセス
農業所得に関しては、3-5 で論じたように組織

FAO and ministry of Agriculture, Livestock and
Irrigation (2016)

化前後で向上が見られた。同時に竹酢液使用によ

Formulation

る経費削減も見られた。メンバー間で土着菌堆肥

National Action Plan for Poverty Alleviation

作製時に手間替えも見られた。また、メンバーに

and Rural Development through Agriculture

よる有機野菜販売は、代表者の家に一度作物を集

(NAPA)

め、そこから共同でヤンゴンまでの輸送を行う。
そのため、共同集荷により販売の手間が省け、よ
り多くの時間を生産に費やせるようになった。Go
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研究概要

中国長沙市における都市ゴミの削減及び分別に対する市民意識の調査
国際共生社会研究センターリサーチアシスタント
大学院国際学研究科 博士後期課程
周 可
A Study on Public Awareness for Reduction and Separation of Municipal
Solid Waste in Changsha, China
1.平成30年度の活動報告

ビスであるWECHATを利用して，中国国内に在住する
中国人の意識調査を平成27年10月に試験的に行った．
調査結果によると，ゴミ問題を意識しているものの，
実際に分別などの行動をしていない人が多いことが
分かった．つまり，ゴミ問題を解決するためには，
市民への意識付けのみならず，実際に行動に向ける
何らかの方策が必要だと言えよう．
そこで，中国南部湖南省の省都である長沙市の市
民を対象として，都市ゴミの削減及び分別に関する
意識を問うアンケート調査を実施し，ごみの削減や
分別行動と結びつけるための方策を検討することを
本研究の目的とした．

中国の都市部では急速な経済発展に伴い都
市ゴミの発生量が急増しており，分別取集を
導入して資源化や適正処分の実施を容易にし
ていく必要がある．そこで本研究では，中国
南部湖南省の省都である長沙市の市民を対象
として，市民の意識を問うアンケート調査を
街頭における面接調査とSNSによる調査の2種
類の方法で実施した．SNS調査と街頭調査で
それぞれ235名，117名（合計352名）の有効
回答を得た．

2.これまでの活動状況
（1）研究背景と目的

（2）研究対象地域
長沙市は中国の南部の湖南省の東北部に位置
中国経済の発展に伴って国民の消費水準が高まり，
し，湘江流域に属する．総面積は約 1.12 万平方
都市化の進展が加速した．それらに伴って都市ゴミ
キロメートル，総人口は約 764 万人である．長沙
の量が年々増えている．これらの都市ゴミにより環
市 2013 年の都市ゴミ排出量は 1 日あたり 4,651
境汚染や土地資源の浪費などの深刻な問題が生じて
トン，2014 年は約 5,172 トンであり，都市ゴミ
いるため，ゴミの削減や分別収集・リサイクルをい
かに実践していくかが課題となっている．
は急速に増加している． 2020 年になると， 都市
近年政府は都市ゴミの処理を重視し始め，2000
ゴミの日排出量は 6,919 トンとになるものと予
年ごろから北京，上海，広州，深センといった大都
想されている．（長沙市政府 2018 年）
市で試験的に分別回収が導入されたが，他の中小都
市ではほとんど実施されていない．中国政府は
「2030 年に，全国各都市の生活ごみ無害化処理率
をほぼ 100％とし，都市生活ゴミ処理はそのレベル
を先進国の平均レベルに近づける」という目標を打
ち出した．しかし，中国環境保護部の統計 1)による
と，2010 年，中国における都市生活ゴミの量が 1
億 5,805 万トンで，2015 年には約 2 億 4,200 万ト
ンとなった．依然として都市ゴミの排出量は急激に
増えており，政府の目標の達成は困難な状況にある．
かつて高度成長期に環境汚染に苦しんだ日本を見
てみると，1970 年代からゴミの分別に着手し，現
在は極めて細分化された分別システムを有してい
る．分別は人々の意識の中にゴミの分別習慣が深く
根ざしている状況にある．そして，分別収集が都市
ゴミの資源化や適正処分を容易にし，最終処分量の
削減に貢献している．
中国の都市生活ゴミの問題の深刻化と，それに対
する市民の関心度を調査するため，筆者はSNSサー
1
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図－1 中国湖南省と長沙市
（出典：Baidu 大宝庫、2018）

長沙市の2013年の都市ゴミ排出量は1日あたり
4,651トン，2014年は約5,172トンであり，都市ゴ
ミは急速に増加している．2020年になると，都市
ゴミの日排出量は6,919トンとになるものと予想
されている．（長沙市政府 2018年）

近年，湖南省政府は資金や人員の投入により，環
境保護衛生に関するインフラ施設の建設を加速させ
ている．都市ごみについても、区（６区）ごとの収
集，まとめて運搬，分別による資源の回収，そして
衛生埋め立てという都市生活ゴミ処理の体系を徐々
に構築している．都市生活ゴミの収集，処理は，長
沙市における都市管理行政局が統一的に管理してお
り，ゴミの収集作業は各区（６区）の区政府の環保
部が具体的に担当している．
ゴミの分別のための分類について，中国政府は
2003年国家規格を公表した（規格番号：GB/T19095
− 2003）．これによると，14種類の分類が定められ
ている．しかし、現在長沙市では公共交通機関、商
業施設，政府行政機関など一部の施設においては，
リサイクルゴミと他のゴミの2種類を分けて収集し
ているが，外食産業や住宅地などではゴミ分別収集
は行われていない．
都市ゴミの成分構成は，下表 4— 2 で示す．水分
含有率は 35〜50％である．全体の中で生ゴミを占
める割合が最も高いことから，収集処理の時に生ゴ
ミを分別することにより都市ゴミの再資源化に資す
ることが予想される．

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

3.研究結果
2017年3月10日〜3月18日に長沙市岳麓区新民路，
長沙市開福区万達デパートの広場と3− 5階，湖南師
範大学の食堂で18歳以上の市民を対象として，一対
一街頭面接調査（以下，街頭調査）を行った．また，
2017 年 3 月 １ 日 〜 3 月 25 日 に SNS サ ー ビ ス で あ る
WECHATを利用して，長沙市に在住する方にアンケー
トを配布した（以下，SNS調査）SNS調査と街頭調査
でそれぞれ235名，117名（合計352名）の有効回答
を得た．
調査では、性別、年齢、学歴、居住年数、年収等
の個人属性の他、表-1に示す質問を尋ねた．

長沙市の現在のゴミ収集方法は，ゴミ箱収集
（ゴミ置き場など），圧縮収集場およびゴミ収集
車による収集がある．全市では，ゴミ収集車は
1800 台あり，ゴミ中間運搬車は 200 台ある．長
沙市の 6 区と３県のゴミはゴミ収集車で中間処
理場まで運び，中間処理場で圧縮し処理したゴミ
は 200 台の中間運搬車で市内の埋め立て地まで
運搬している．（www.hbj.changsha.gov.cn
2018）

表-1 アンケート調査の質問項目
長沙市では，家庭から排出されたゴミをその
Q1 まま埋め立て処理していることを知っていま
すか？
長沙市において今年，ゴミの焼却施設を導入
Q2
することを知っていますか？
あなたは現在長沙市のゴミ収集に満足してい
Q3
ますか？
Q4 あなたはゴミの分別収集を知っていますか？
長沙市でもごみの分別収集を行うべきだと思
Q5
いますか？
長沙市でゴミの分別収集が導入されたら，あ
Q6
なたも進んで協力しますか？
5年前と比べて家庭から出る一人当たりのゴ
Q7
ミの量が増えたと思いますか？
ゴミ問題の責任の一端は自分自身にもあると
Q8
思いますか?

図－3 ゴミ中間運搬車作業中
（出典：長沙市新聞社 2018）
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Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14

ゴミの分別収集はゴミの問題の解決に役立つ
と思いますか？
長沙市でゴミ分別を実施するなら周囲の人に
も実施してほしいですか?
長沙市でゴミ分別を実施するなら周囲の人は
自分にゴミ分別を実施してほしいと考えてい
ると思いますか？
ゴミの分別は面倒だと思いますか？
ゴミの分別は生活の便利さが損なうと思いま
すか？
自宅でゴミ分別することが難しいですか？

年収

48
40
12
25
26
19
24
11

89
104
49
67
51
27
25
16

137
144
61
92
77
46
49
27

表-3にはQ14の回答をクロス表の形式でまとめた
が、SNS調査の方がごみの分別を難しいと思う人が
多いという傾向がでた．カイ二乗検定の結果，P＝
0.012となり，5％の水準で有意に異なっていること
がわかった．
また調査方式と回答者の属性をクロス集計し，カ
イ二乗検定を行ったところ，表-4に示した項目間で
有意な違いが確認できた．

まず，回答者の性別，年齢，学歴，長沙市におけ
る居住年数などに関する属性を表-2にまとめる．回
答者の性別は男女ほぼ半分である，年齢層は20〜30
代が多く，大卒の学歴が一番多く，居住年数は10年
以上が一番多い．
表-3には調査方式ごとの回答分布をまとめた．長
沙市のごみ処理に関する知識を問うQ1，Q2では「聞
いたことがあるぐらい」と「知らない」の回答が多
いが，Q4で約76％は「ゴミの分別収集を知ってい
る」と答えている．また，Q5で長沙市でもゴみの分
別収集を行うべきか問うたが，「そう思う，ややそ
う思う」と「あまりそう思わない，そう思わない」
を答える比率はほぼ半々であるのに，Q6でごみ分別
への協力意思を問うと，「そう思う」を回答した方
は82％になった．
Q10の「長沙市でゴミ分別を実施するなら、周囲
の人にも実施してほしいか」という質問に対して
87％以上が「そう思う」と答えた．一方で、Q11の
「長沙市でゴミ分別を実施するなら、周囲の人は自
分にゴミ分別を実施してほしいと考えていると思っ
ているか」という質問には，「そう思う」を答える
比率は54％であった．この違いは，社会規範的な意
識が低いことが示唆された．また，Q14の「自宅で
ゴミ分別することが難しいか」については，難しい
と答える方もいれば，そうではないと答える方もい
た．
表-2 調査方式ごとの回答者の属性
属性
カテゴリ
街頭
SNS
男性
65
104
性別
女性
52
131
20 歳未満
27
15
20〜29 歳
27
72
30〜39 歳
22
66
年齢
40〜49 歳
14
51
50〜59 歳
17
27
60 歳以上
10
4
初高中卒業
67
73
学歴
大学卒業
39
125
大学院以上
11
37
年数
3 年未満
29
42

10 年未満
10 年以上
9 万元未満
9〜15 万元
15〜21 万元
21〜30 万元
30〜50 万元
50 万元以上

表-3 調査方式ごとの回答分布
質問
方式
A
B
C
D
街頭
5％
30％
26％
39％
Q1
SNS
3％
24％
30％
43％
街頭
4％
15％
31％
50％
Q2
SNS
2％
7％
23％
68％
街頭
20％
56％
17％
7％
Q4
SNS
10％
66％
16％
8％
街頭
18％
44％
30％
8％
Q5
SNS
15％
36％
31％
18％
街頭
81％
16％
3％
0％
Q6
SNS
82％
15％
3％
0％
街頭
92％
7％
1％
0％
Q10
SNS
86％
12％
1％
1％
街頭
46％
39％
13％
2％
Q11
SNS
42％
40％
14％
4％
街頭
3％
26％
48％
23％
Q14
SNS
8％
35％
31％
26％
※ A は「そう思う/よく知っている」
※ B は「ややそう思う/多少知っている」
※ C は「あまりそう思わない/聞いたことがあるぐ
らい」
※ D は「そう思わない/知らない」を表している．

合計
169
183
42
99
88
65
44
14
140
164
48
71

表-4 調査方式による分別への意識(Q14)の違い
A
B
C
D

街頭
SNS
合計

3
17
20

31
83
114

56
74
130

27
61
88

※ Aは「そう思う」
※ Bは「ややそう思う」
※ Cは「あまりそう思わない」
※ Dは「そう思わない」を表している．
表-5 回答者の属性のクロス分析における有意性に
関する検定結果
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方式
方式
年齢
学歴
年収
性別
年数
（＊＊

＊＊
＊＊
＊
＊

年齢
＊＊
＊＊
＊＊
＊＊
＊＊

学歴
＊＊
＊＊

年収
＊
＊＊
＊

＊

性別
＊
＊＊

意識が低いことの示唆などが得られた．これらの結
果から，分別への協力にはより自発的な意識の醸成
が必要であることが考えられた．

年数
＊＊

4.今後の計画
19 年度
長沙市市民意識及び要因の分析続行
春学期
北京市について現状調査と資料請求
第１回査読論文提出予定
秋学期
アンケート質問用紙の内容作成
北京市でのアンケート実施
アンケートデータの分析
20 年度 必要に応じて追加調査
春学期
アンケートデータの分析続行
第２回査読発表提出予定
秋学期
博士論文執筆

＊＊
＊＊

有意水準１％で有意，＊

同５％で有意）

表-6 ゴミ分別行動に影響を及ぼす要因の分析結果
Q14
Q3
Q13
調査方式
＊
＊＊
年齢
＊＊
＊
学歴
家庭
＊＊
＊
年収
在住
年数
Q12
＊＊
＊＊
Q13
＊＊
（＊＊ 有意水準１％で有意，＊ 同５％で有意）
表-5から，調査方式と年齢，調査方式と学歴，年
齢と年収，年齢と在住年数などが1％の水準で有意
となり，強い関連性があるとわかった．SNS調査で
は若い方が多く，学歴は高い一方で年収が低いとい
う傾向があった．調査方式によりサンプルの違いが
あることが明確になった．
表-6では，個人属性と現在のゴミ収集への満足度，
分別行動に対する認知，評価との関連性を調べた．
まず，Q14「自宅でゴミ分別することが難しいか」
は年齢や年収，分別に対する意識（Q12,Q13）と1％
の水準で有意となった．年収が低い方ほどゴミ分別
収集実施を難しいと思うという関連性がみられた．
また，ゴミの分別は面倒だと思う，あるいはゴミの
分別は生活の便利さを損なうと思う方ほどゴミ分別
収集実施を難しいと思うという関連性がみられた．
調査方式とQ3「現在のゴミの収集状況に満足して
いるか」について１％の水準で有意に異なっている
ことがわかった．SNS調査では，現在の家庭からの
ゴミの収集状況に満足していると思う方が街頭調査
より多いという傾向がでた．
本研究では，長沙市市民を対象としてアンケート
調査を実施し，ゴミ問題に対する長沙市の市民意識
を把握して，それらの意識に影響を与えている要因
を明らかにすることを試みた．
その結果，SNS調査と街頭調査で年齢や年収など
の属性の違いはあるものの1) 年収が低い方ほどゴ
ミ分別収集実施を難しいと思うという関連性2) ゴ
ミの分別は面倒だと思う，あるいはゴミの分別は生
活の便利さを損なうと思う方ほどゴミ分別収集実施
を難しいと思うという関連性3) 社会規範に関する
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Ⅱ．持続可能なビジネス

１．活動概要

平成 30 年度国際共生社会研究センター 活動概要

活動概要
国際共生社会研究センター

1.

持続可能なビジネス

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

はじめに
東洋大学国際共生社会研究センターのテーマの１つである「持続可能なビジネス」は、

持続可能な観光と環境開発や産官学連携による持続可能な水供給とビジネスについて主に
研究を実施している。
本年度においても、各研究員はこれまでの研究を継続し、研究成果の発信に努めている。
持続可能なビジネスとして北脇は、環境省や JICA など外部機関との実務的研究を実施する
ため、今年度は企業や省庁との連携を実施している。また、2019 年 3 月に実施される
2019NEW 環境展（環境ビジネスの展開）へ出展し、研究成果の公表および企業との連携を
模索する。さらに RA の学生は、報告書に記載しているように、国際開発学会にて論文投稿・
発表を行っている。
現地調査の概要
回
1

期

間

内

容

平成 31 年２月１日

鹿島学術振興財団研究助

～２月 12 日

成「モロッコのアルガン油

参加メンバー

岩崎真紀

精製女性協同組合の活動
にみるイスラーム的伝統
に沿った持続可能な地域
開発と女性のエンパワー
メントに関する複合的研
究」に関わるモロッコ南部
の現地調査およびフラン
スでの資料収集調査
2

平成 31 年２月 26
日～３月８日

中国の廃棄物プラス チッ
ク輸入禁止に伴う動 向等
調査のため
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井上 常史

2.

各研究員の研究テーマと研究活動

① 北脇秀敏研究員
研究員の北脇はセンター全体の「総括」を行っている。研究としては、
「持続可能な水供給
と適正技術」について実施しており、開発途上国の社会問題解決のための産学官連携を実
施している。
② 岩崎真紀客員研究員
岩崎研究員は「中東・北アフリカにおける宗教的多様性に関する研究」を実施しており、
今年度は現地調査も実施している。アラブイスラーム学院同窓会会報誌においても、
「イス
ラームとキリスト教からみる中東の宗教共存」についても執筆されている。
③ 井上常史リサーチアシスタント
井上リサーチアシスタントは「海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発生不均衡の研究」
について研究している。井上 RA は、グローバル化が進展した現代社会における、日系企業
の ASEAN 等における投資における環境負荷に関する研究を実施している。
④ 松島恭範リサーチアシスタント
松島 RA は「ケニア農村地域における中小零細企業の持続的な経営に関する研究― ケニ
ア一村一品プロジェクト支援農村企業の経営動向を事例として ―」について研究を行って
いる。一村一品の研究はケニアの農村部で実施しており、2019 年は JICA 国際協力機構の
業務（本センターの RA）として、現地渡航を行っている。
3．今後の研究
これまで実施してきた研究は、各研究員個々の研究によるものが多い。今後の研究体制
として、持続可能なビジネスとして１つの研究・成果をだしていきたい。また、産学官連
携も促進し、研究と実務を両面を行えるセンターとしたい。
以上
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２．研究報告
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開発途上国における内発的かつ持続可能な発展と
ビジネスモデルに関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員
松行

輝昌

A Study on Endogenous and Sustainable Development and Business Models in Developing
Countries
可能な発展の観点からも注目されるようになっ

1. 平成 30 年度の活動報告
開発途上国における内発的かつ持続可能な発

た。また内発的発展を実現するためにも持続可能

展のために持続可能なビジネスによる社会課題

なビジネスは重要な概念である。実際、持続可能

解決を行っていくことが重要である。ある社会課

なビジネスの成功事例のいくつかはケーススタ

題に対してそれを解決するアイデアがあるとす

ディの形で詳しく紹介されている。著者はミャン

る。一般にそのアイデアを実現しうるビジネスモ

マーなどにおいてこれまでソーシャルビジネス

デルは複数あるが、実際にどのビジネスモデルで

の研究を行ってきた。途上国の現場で実際に持続

ビジネスが成立するかどうかは対象となる地域

可能なビジネスによる社会課題解決を行うとす

の人々の嗜好、文化背景、コミュニティの状況な

る時、これらの成功事例に関する知識だけでは不

ど多様な要因に依存し、事前にはわからないこと

十分である。対面する社会課題に対して、過去に

が多い。持続可能なビジネスを展開していくため

似たような状況にあったとしても同じビジネス

には、ビジネスモデルを類型化し、対象となる地

モデルが通用するとは限らない。ビジネスモデル

域や人々、コミュニティに適したものを系統的に

が実際に機能するかどうかは地域の人々の嗜好、

選ぶ、適用していく仕組みをつくることが必要と

文化背景、コミュニティの状況や周辺のビジネス

なる。ビジネスによる社会課題解決は現地の人々

環境にも依存するからである。実際には複数のビ

にとってみると既存の枠組みを超える新たな概

ジネスモデル候補があり、その中から実際に機能

念となることが多く、その受容のプロセスは先進

するものを選び出し実行していくということを

国におけるイノベーションのプロセスと類似す

系統的に行っていく必要がある。しかしながら、

ると考えられる。そこで、本研究では、先進国に

これまでのところこのような形でビジネスモデ

おけるイノベーションにおけるビジネスモデル

ルを系統化することは少なかった。
その一方、米国、欧州、日本、中国などにおい

に関する知見をもとにしながら、途上国における
持続可能なビジネスモデルに関する分析を行う。

ては近年、新しいビジネスモデルが提出され、そ
れをもとにしたイノベーションが起こされてい

2．これまでの活動状況

る。こうして世に出た数々の新しいビジネスモデ

（1） 研究背景と目的

ルを分析し、分類、系統化する試みがなされてい

古くから、持続可能なビジネスによる課題解決

る 2)。研究者ではなく、主にビジネスの現場にい

の重要性は認識されてきた。2000 年代頃より BOP

るプラクティショナーにより、ビジネスモデルの

ビジネス 1)やソーシャルビジネスの重要性が持続

分析が行われている。こうした先進国や新興国に
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3．研究結果

おけるイノベーションと途上国における持続可
能なビジネスによる社会課題解決との共通点は

近藤(2018)によると、ビジネスモデルを成り立

ビジネスという手段が用いられていることと既

たせるのは「社会性」、「経済合理性」、「創造性」

存枠組みを超える新たな価値がもたらされてい

である。社会課題解決のためのビジネスは社会性

ることである。このような共通項があるため、本

が強く、受益者負担とならない場合も多く、一般

研究では、既存のビジネスモデルの枠組みを途上

のビジネスとは異なる分析の枠組みが必要だと

国における社会課題解決に適用することを検討

言われることも多い。近藤は、ビジネスモデルを

することとした。

分析する際に、
「社会性」、
「経済合理性」
、
「創造性」
の 3 つの要素を分けて分析している。このように
して社会性の強いビジネスモデルと経済合理性

（2） 研究対象地域
筆者はこれまでミャンマー中央乾燥地域やイ

の強いモデルを統一した枠組みで分析すること

ンレー湖周辺でソーシャルビジネスによる社会

を可能にしている。実際、近藤(2018)には多くの

課題解決に関する調査および研究を行ってきた。

社会課題解決を行うビジネスモデルが掲載され

今年度はこれまでの調査および研究を統合する

ている。そこで、本研究では既存のビジネスモデ

ためにビジネスモデルに関する理論的研究を行

ル分析の枠組みを利用して途上国における社会

った。

課題解決のためにビジネスモデルの系統化を行
うことにした。
山口(2015)は独自のビジネスモデル構築法を開
発した。ビジネスのもととなるアイデアができた
後は、ビジネスモデルをプロフィットモデル、デ
リバリーモデル、キュレーションモデルの 3 つの
モデルに分解し、それぞれのモデルをいくつかの
典型的な要素に分解している。このようにしてビ
ジネスモデルを系統的に分類している。
プロフィットモデルとはビジネスによる儲け
を出す仕組みのことであり、フリーミアム/第三者

中央乾燥地域での調査

課金/ピラミッド/マージンミックス/マルチセグメ
ント/マルチチャネル/アディショナルレベニュー/
会員クローズト取引/その他の 9 つの要素から構
成される。デリバリーモデルとは商品やサービス
を利用者に届ける仕組みのことであり、サービス
/チャネル/プロモーション/リテンションの 4 つの
要素から構成される。これらの要素はさらに要素
分解される。サービスは利用者が製品やサービス
を使いやすいように知る工夫のことであるが、保
証/細部対応/試用/コンシェルジュ/リース・ローン
/カスタマイズ/ロイヤリティ/コミュニティ形成/
セルフの要素に分解される。チャネルは製品やサ

インレー湖上の住宅

ービスを利用者に届ける方法のことであるが、ダ
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イレクト/エージェント/価値体感/基地局/オンデ

ことによりビジネスモデルの系統的な分析が可

マンド/オムニチャネル/クロスセルの 7 つの要素

能となった。

に分解される。プロモーションは製品やサービス

筆者がこれまでミャンマー中央乾燥地域で行

を利用者に認知されるための仕組みのことであ

ってきたソーシャルビジネスの研究ではソーラ

るが、マスプロモーション/個別プロモーション/

ーパネルを用いて発電を行い、深井戸の揚水を行

トライアルの 3 つの要素に分解される。リテンシ

い飲料用の水を販売する一方、ソーラーパネルに

ョンは製品やサービスの価値を一度だけではな

よりつくられた伝略を販売し収益を挙げるとい

く継続的に感じてもらうための仕組みであるが、

うビジネスモデルの検証を行ってきた。このビジ

ステータス付与/パーソナルアシスタンス/コミュ

ネスモデルは比較的複雑なものであり、これまで

ニティ形成/共同作業の 4 つの要素に分解される。

はこのビジネスモデルが機能しない場合にどの

キュレーションモデルはビジネスプロセスの工

ような代替的なビジネスモデルを検証すればよ

夫やパートナーシップに関するモデルでビジネ

いかわからなかった。これまでは、筆者や共同研

スプロセス/自社リソース/パートナーの 3 要素に

究者の経験からビジネスモデル候補を出してい

分解される。ビジネスプロセスは標準化/BRP/自

たが、本研究により系統的なビジネスモデルの検

動化/クラウドソーシング/LEAN/ユーザー巻き込

討が可能となった。

みの 6 要素に分解される。自社リソースは人的資
源/知的財産/技術資産/ブランドの 4 つの要素に分

４．今後の計画

解される。パートナーは M&A/アライアンス/競合

山口(2015)や近藤(2018)は先進国や新興国にお

連携/コネクト＆イノベーションの 4 つの要素に

ける数多くのビジネスモデルを分析することに

分類される。山口(2015)による分類法を利用する

よりつくられたビジネスモデルの「分類手法であ

と各要素を組み合わせることでビジネスモデル

る。本研究ではその分類法を途上国における持続

を系統的に構築することができる。当然、この分

可能なビジネスのための分類法に応用した。今後

類法は日本やアメリカなどの先進国でのビジネ

は途上国における事例を収集し、この分類法の有

スモデルを対象としているため、途上国では当て

効性を検証したり、必要があれば分類法に修正を

はまりにくい要素もあるだろう。例えば、自社リ

加えていくことが課題である。

ソースの要素である知的財産は知的財産の法制

また、ここで依拠したビジネスモデルの分類法

度が確立されていない国においては考えにくい

はプラクティショナーにより提案されたもの位

だろう。また、逆に途上国においてはより重要性

であり、ビジネスの現場での有効性は検証されて

が大きい要素もあるだろう。例えば、サービスの

いるが今後はこうした知見を経営学やアントレ

要素であるコミュニティ形成は途上国において

プレナーシップ領域における学術的な体系に組

コミュニティの紐帯がつよい地域ではより重要

み込んでいくことが課題となる。

な要素となるかもしれない。このように途上国特
有の事情により、重要性の濃淡は生じるが、ビジ
ネスの原理は共通しているため共通のビジネス
モデル分類法が活用できるはずである。こうした
仮説のもと、本研究では、上記要素のうち途上国
で重要度が低いと考えられる要素を省き簡素化
し たビ ジネス モデ ル分類 法を つくっ た。 山口
(2015)による分類法と簡素化した分類法を用いる
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2)近藤哲朗(2018)『ビジネスモデル 2.0 図鑑』
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ト 「貧困層」を「顧客」に変える次世代ビジ
3)山口高弘(2015)『アイデア・メーカー』東洋経

ネス戦略』英治出版

済新報社
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平成 30 年度国際共生社会研究センター 研究概要

中東・北アフリカにおける宗教的多様性に関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員
岩崎

真紀

Comparative Study of Religious Diversity in Middle East and North Africa
1. 平成 30 年度の活動報告

度鹿島学術振興財団研究助成「モロッコのアルガ

本年度はおもに 3 つのテーマについての研究活

ン油精製女性協同組合の活動にみるイスラーム的
伝統に沿った持続可能な地域開発と女性のエン

動を行った。
①

平成 30 年 12 月 23 日から平成 31 年 1 月 11

パワーメントに関する複合的研究」 （研究代表者）
によるものである。

日に、カナダのモントリオールにおいて、エ

③ 日本の大学に所属するムスリム学生に関する

ジプトの宗教的マイノリティーであるコプ
ト・キリスト教徒（コプト正教徒）の移民から

学生（ムスリム学生、非ムスリム外国人学生、

成るディアスポラ共同体に属する人々へのイ

日本人学生）および教職員の異文化適応に関す

ンタビューおよび彼らの宗教実践への参与観

る参与観察およびインタビュー調査研究を、和

察を行った。

歌山大学を対象として平成 30 年 6 月 21 日に行
った。また、4 月～6 月には同大学の国際担当職

比較対象として、平成 30 年 11 月 23 日に行

員にメールでの聞き取り調査も行った。

われた日本に住むコプト正教徒の集まる日本
聖公会東京教区聖アンデレ教会でのミサの参
与観察および司祭と会衆へのインタビュー調

いずれの調査研究活動内容についても、所属学

査も行った。

会学術大会での研究発表や学術雑誌等への投稿

なお、本研究は、平成 27 年度～平成 30 年度

を通じて、成果を発信した。
（２）については、発

科学研究費補助金 基盤研究（Ｃ）「コプト・ディ

表予定である。発信した成果の詳細は、本稿の３

アスポラのネットワーク形成と異文化適応に関す

にまとめた。

る比較宗教学的調査研究」 （研究代表者）にか

本稿の２および３（(1) 研究結果の部分のみ）に

かわるものである。

ついては、紙幅の都合もあるため、① カナダのコ

② モロッコ南部のアガディールとティズニット

プト・ディアスポラを対象とした現地調査につい

にあるアルガンオイル生産女性協同組合への

ての報告に焦点をあてることとする。。

調査を通じたモロッコ女性のエンパワーメン
トにかかわる国際共同研究に従事する予定で

2．これまでの活動状況

ある。なお、本報告書を執筆している平成 31 年

（1） 研究背景と目的

1 月中旬時点では、まだモロッコ調査には赴い

エジプトはイスラームを主要宗教とする国々

ていないため、予定としている。同国の調査は

の代表的国家のひとつであるが、その一方で、総

平成 31 年 2 月 2 日～2 月 11 日の出張期間中に

人口約 9,000 万人の 10-15% にあたる 900 万人～
1350 万人前後をコプト・キリスト教徒（コプト正

行う予定である。

教徒）が占めている。コプト正教会は、福音記者

なお、本研究にかかわる現地調査は、当センタ

である聖マルコにより西暦 42 年頃に設立された

ーからの研究費および、平成 28 年度～平成 30 年

といわれる、東方諸教会に属するキリスト教の一
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宗派である。エジプトでは 7 世紀に到来したイス

より急激に増加した一方、近年では、2011 年の 1

ラームよりも古い歴史を持つとともに、キリスト

月 25 日革命（いわゆる「アラブの春」の流れのな

教世界のなかでも、ローマ・カトリック、東方正

かで起きた民衆による反政権デモ）によっても増

教会、プロテスタントという三大宗派とは一線を

えている。

画す宗派である。
ローマ・カトリック教会との関係からみると、
451 年のカルケドン公会議で論じられたキリスト

報告者はこれまでの研究を通じ、エジプト人の
なかでコプト・キリスト教徒は、ムスリムよりも

論において、キリストに人性と神性があることを

海外への移民率が高いことを明らかにした（参考

認めた両性説がローマをはじめとする総主教座

文献参照）。このため、本研究では、カナダのモン

において採用されたのに対し、アレクサンドリア

トリオールに移住したコプト・ディアスポラを対

（のちのコプト正教会）やアンティオキア（のち

象とし、とくに、同市の主要コプト正教会のひと

のシリア正教会）の総主教座、アルメニア使徒教

つである聖ジョージ聖ヨセフ コプト正教会の共

会、エチオピア正教会はカルケドン公会議の決議

同体に焦点をあてた調査を行った。

を否定し、各々独自の道を歩み、現在に至ってい

同教会は、
モントリオール市中心部から約 40 キ

る。ただし、20 世紀のキリスト教世界のなかで起
こったエキュメニズム（教会一致運動）の影響も

ロメートル離れた Pierrfonds 地区の住宅街にあり、

あり、コプトをはじめとする東方諸教会とカトリ

同教会に属する信徒の多くがその地域に住む（図

ックの関係は良好なものとなってきている。

1, 2 参照）
。信徒の大多数がエジプトに出自を持つ

1950 年代以降、エジプトでは、信仰を問わず、

カナダ人であるが、なかには、異なる宗教的、民

北米、欧州、豪州への移民が増加しており、コプ

族的出自の者もいる。報告者のこれまでの現地調

ト正教徒もこれら地域に多くのディアスポラ共

査からは、アルメニア正教徒、シリア正教徒、コ

同体を形成している。報告者は 2011 年よりフラ

プト正教に改宗したポーランド系移民、同様に改

ンス、2013 年よりカナダ、2017 年より日本のコプ

宗したアメリカ在住のナミビア人学生が同教会

ト・ディアスポラ共同体のフィールドワークを行

の活動に参加していいることが明らかになって

っており、彼らが民族（エジプト人、すなわちム
スリムとコプト・キリスト教徒から成る人々）よ

いるが、こうした状況は、エジプト人信徒がほと

りも宗教（コプト正教会に属する人々）を紐帯と

んどである本国の教会とは異なっている。
なお、アルメニア正教会とシリア正教会は、コ

する共同体の形成を行い、強固な絆をもって機能
していることを明らかにした。

プト正教会と同系統の東方諸教会に属するため、

平成 30 年度は、カナダ、モントリオールの聖ジ

コプト正教に改宗しなくとも、典礼（ミサ）の際

ョージ聖ヨセフ コプト正教会に所属するコプト

の聖体礼儀に参加することも可能である。

の、宗教共同体とホスト社会それぞれへの適応状
況について明らかにするために、約 20 日間にわ
たりコプト家庭に住み込み、参与観察やインタビ
ュー調査を行った。
（2） 研究対象地域と人々
報告者の研究対象地域は、中東、とくにエジプ
トであるが、同地域では、1950 年代のナーセル政
権下以降、おもに経済的、社会的、教育的、宗教
的理由により、多くの人々が欧州や北米へ移民
（移住）している。その数は、1980 年代のサーダ

図 1. カナダ地図

ート政権下の門戸開放政策（インフィターフ）に

（モントリオールは本地図上の右下に位置）
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3．研究結果・論文執筆状況

在する。

(1) 研究結果（テーマ①について）

モントリオールはフランスの植民地だった影

エジプトから移民した時期に応じて大別する

響から、もともとカトリック教徒の多い地域であ

と、現在、モントリオール聖ジョージ聖ヨセフ コ

ることから、今般の調査は、12 月 25 日のカトリ

プト正教会の信徒共同体は、つぎの 4 世代に分け

ックのクリスマスをコプトがどのように祝うの

ることができる。自らの意思でエジプトから移民

か、それに対して、コプトのクリスマスである 1

した第 1 世代、親の移民にともない、物心つく頃

月 7 日をどのように祝うのかという点を比較する

（小学校入学以降）から 10 代前半のあいだに移

ことを 1 つの目的とした。

民した第 1.5 世代、親の移民によりエジプト以外

その結果、インフォーマント一家は、12 月 24

で生まれたか、物心つく前（小学校入学以前）に

日のカトリックのクリスマスイブにはとくに何

移民した第 2 世代、第 2 世代の親を持つ第 3 世代

もせず、1 月 6 日のコプトのクリスマスイブには

である。

モントリオール聖ジョージ聖ヨセフ コプト正教

第 1 世代については、移民した時期により、現

会には長男の MK 氏のみが参加した。母親は高齢

在の年齢や滞在年数には大きな幅がある。早い者

のため、自宅のテレビで、コプトが運営する衛星

では 1970 年代に 20～30 歳代で移民したため、現

放送を通じて、エジプトで行われたミサを視聴し

在は 60～70 歳代になっている一方、2011 年の革

た。長女とその夫はオタワで仕事があるため、ミ

命以降に移民した者は 20～50 歳代と幅がある。

サには参加せず、通常と変わらない日を過ごした。

また、前者はカナダ在住歴が 50 年近いが、後者は

報告者は MK 氏とともにミサに参加した。平日

10 年に満たない。移民研究の観点からは、前者を

の夜であることを考慮した司祭がミサの時間を

オールドカマー（旧移民）、後者をニューカマー

短縮しており、多くの信徒が「このようなことは

（新移民）と分類することができる。

はじめてだ」と驚いていたが、そこにはネガティ

今般の調査では、これまでの調査でラポールを

ブな感情は読み取れなかった。カナダという異文

築き、毎回滞在させていただいている、1970 年代

化のなかでマイノリティーとして暮らす信徒の

にカナダに移住したオールドカマーである移民

生活スケジュールに教会側が配慮し、信徒も異文

一家の家庭に宿泊し、参与観察やインタビュー調

化に適応しようとする姿が垣間見られた。

査を行った（厳密には、この家庭は、後述する父

エジプトでは、2000 年前後にカイロ中心部の西

親である司祭の赴任に伴い、1971 年にエジプトの

約 30 ㎞に New Cairo City が建設され、近年では首

アレキサンドリアから米国ロサンジェルスに移

都機能の一部が同市へ移転している。このような

住後、1977 年に 1 回目のモントリオール移住、そ

なか、コプト正教会では 8500 ㎡の面積を持つ中

の後、1984 年にアレクサンドリアに戻ったのち、

東最大規模の大聖堂 Cathedral of Nativity in Cairo

1988 年にはオーストラリアに移住、1989 年に再

()ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢを同市に建設し、1 月 6 日の開堂

びモントリオールに移住）
。

式兼クリスマスミサには 8000 人以上の参加者を

この家庭は、現在、第 1 世代で 80 歳代の母親

集め、シーシー大統領、アズハル総長タイイブ師

M 氏と第 2 世代で 40 歳代での長男 MK 氏、長女

等、要職に就くムスリムも参加した。

I 氏から成り、2011 年に他界した父親は、モント

この前日には、Nasr City のコプト教会に仕掛け

リオール聖ジョージ聖ヨセフ コプト正教会の司

られた爆弾を処理していた警察官が死亡する事

祭を務めていた。長女はアルメニア使徒教徒の P

件が発生しており、翌日のクリスマスミサでは、

氏と結婚し、オタワに住んでいるが、休日などは

シーシー大統領がイスラームとキリスト教の融

頻繁に、P 氏とともにモントリオールの生家に滞

和について演説を行い、多くの参加者が涙する姿
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がテレビ画面に映し出された。報告者はこの放送

カナダのコプト・ディアスポラに関する英文論文

をモントリオールで M 氏とともに生中継で視聴

を Religious Studies in Japan（日本宗教学会）に提

したが、その際、M 氏は「素晴らしい、シーシー！」

出する予定である。

と感銘を受けていた。その一方、50 歳代の司祭や
40 歳代の信徒仲間は、大統領の演説には政治的戦

② 研究発表

略が込められていると批判的に分析していた。

岩崎真紀「日本の国立大学におけるムスリム学生

今般の調査からは、クリスマスに対する信徒の

の礼拝空間をめぐるとりくみ」日本宗教学会第

宗教実践や教会側のミサの運営よりも、以前調査

77 回大会、大谷大学、2018 年 9 月 9 日
岩崎真紀「多文化共生社会における宗教的多様性

した復活祭の際の方がより重視されていること

－日本の国立大学のムスリム学生への対応を

が明らかになった。

事例として」宗教間対話研究所第 125 回月例研
究会、東京グランドホテル、2018 年 9 月 27 日。

(1) 研究成果発表（テーマ①～③について）
① 論文等
岩崎真紀「アラブ世界を鼓舞する『エジプトの王』

４．今後の計画
① コプト・ディアスポラ研究

モハメド・サラー」
『季刊アラブ』第 165 号、

カナダ、フランスのコプト・ディアスポラ共同

2018 年 10 月 25 日、31 頁。
岩崎真紀「イスラームとキリスト教からみる中東

体についての比較研究を進める。また、京都の聖

の宗教共存」アラブ・イスラーム学院『タワー

母マリア聖マルコ コプト正教会の活動状況につ

スル 絆』7 号、2018 年 12 月 22 日, 39⁻ 40 頁。

いての調査も継続する。

（日本語とアラビア語の併記）

② モロッコ・アルガンオイル女性協同組合研究
本研究については、鹿島学術振興財団より研究

岩崎真紀「日本の国立大学におけるムスリム学
生の礼拝空間をめぐるとりくみ」
『宗教研究』

助成金を受けているが、これは本年度末までであ

92 巻別冊、2019 年 3 月、403 頁。
岩崎真紀「多文化共生社会における宗教的多様性

るため、次年度以降は計 3 年にわたった本研究の
データをまとめ、成果を発信することに従事する

－日本の国立大学のムスリム学生への対応を

予定である。その一方で、応募可能な競争的資金

事例として」東京国際大学国際交流研究所『IIET

を探し、研究を継続できるよう尽力する。

通信』
（オンライン）
（2019 年 3 月掲載末日予定）
Maki Iwasaki “Al-taʻāyish bayna al-’Islām wa al-

③ ムスリム学生と多文化共生に関する研究
本研究については、平成 31 年度開始の科研費

masīḥīya fī al-sharq al-‘awsaṭ”, Al-maʻhad al-ʻarabī

に応募しているため、採択された際には、カナダ、

wa al-’islāmī fī Tokyo”, Tawāṣul, vol.7, pp.39-40.

イギリス、フランス、日本の公立、私立大学にお

（日本語とアラビア語の併記）

けるムスリム学生の受け入れ状況についての現

Maki Iwasaki “’Egyptian King’ Mohamed Salah
inspiring the Arab World” 東京国際大学国際交流

地調査を行い、国際比較研究を推進する予定であ

研究所『IIET 通信』
（オンライン）
（2019 年 3

る。

月末日掲載予定）
参考文献
1) 岩崎真紀「コプト・ディアスポラの発展――カ

これらのほかに、カナダのコプト・ディアスポ
ラ共同体についての論文を『ケベック研究』（日

ナダのコプト・キリスト教徒移民を事例として」

本ケベック学会）に、モロッコのアルガンオイル

三代川寛子編著『東方キリスト教諸教会――基

女性協同組合の活動に関する報告書を『公益財団

礎データと研究案内』明石書店、2017 年、97-

法人鹿島学術振興財団第 42 回 2017 年度年報』
に、

121 頁。
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海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発生不均衡の研究
国際共生社会研究センター

客員研究員
井上 常史

A Study on Waste Generation Imbalance in Foreign Direct Investment and Trade
1. 研究の背景と標記の研究目的・意義

物量の不均衡（不公平感）と両国の廃棄物発生量
を評価する実務的指標を開発する。

グローバル化が進展した現代社会においても、

②この指標を活用して、日本と相手国（検討対

日系企業の ASEAN 等における原材料・製品製造の

象国）間で相互に発生する廃棄物の不均衡（不公

ための工場建設等に際し、地域住民や関係 NGO が

平感）と両国の負荷（廃棄物発生総量）の現状分

施設の建設に反対する場合がある。新たな投資に

析を実施する。

より建設される施設の環境負荷が、既に建設され

③この現状分析に基づき、日系企業が円滑に中

た工場等の環境負荷に付加されることへの不公

進国・発展途上国に海外直接投資・貿易で進出す

平感から生ずる行動である。これは、中進国・発

るための政策立案に資する提言を行う。

展途上国の生産活動の工業化の過程で生じるグ
ローバル化した先進国と中進国・発展途上国間の

本論文の意義は、①においては、海外直接投

歪である。この不公平感は実際には、中進国と発

資・貿易の両経済活動に起因する二国間相互で発

展途上国との間でも生じていると推定される。こ

生する廃棄物量を扱う指標であること、また②と

の問題は、基本的には二国間の問題に帰着する。

③においては、この指標を用いた現状分析から、

国際間の経済活動円滑化のためには、海外直接投

政策立案に資する客観的な提言ができることで

資・貿易に起因する二国間の環境負荷の収支が均

ある。更に、これらにより循環型社会構築に貢献

衡し、更にそのトータルの環境負荷の最小化が望

することができる。本論文の位置付けを示すため、

ましいが、両活動に起因する負荷の相互のやり取

研究全体のフローを図 1 に示した。

りを含む指標が見当たらない。
現状の先進各国や国連等の各種国際機関で取
り上げられている環境負荷は、複合化・ボーダレ
スな主にエネルギー起源の二酸化炭素をはじめ
とするものである。筆者は気体の二酸化炭素に比
較し、固体あるいは液体であり、発生・処理過程・
蓄積が比較的明確であり、各国のマテリアルバラ
ンス上もエネルギー資源と同様に需要な廃棄物
に着目し、海外直接投資・貿易活動を円滑に実施
するための研究を進めている。標記の研究（以下、
本論文）は、上記の研究全体の一環である。
図 1 研究全体のフロー

本論文の目的は、下記の 3 つである。
①廃棄物発生不均衡評価指標の開発：海外直接

2. 本論文の概要

投資・貿易に起因する二国間相互で発生する廃棄

(1）本論文の構成
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第１章 序論
1.1 研究の背景

本論文の構成（図 2 参照）は、第１章の「序論」

1.1.1 二国間における経済活動に伴う環境負荷検討の必要性
1.1.2 二国間関係の環境負荷の一環としての廃棄物発生の位置づけ

で、研究の背景、目的と意義（含、先行研究）を

1.2 研究の目的・先行研究・意義
1.2.1 本研究の目的

示した。

1.2.2 先行研究

第２章の「海外直接投資・貿易に起因する廃棄

1.2.3 本研究の意義
1.3 本論文の構成

物発生不均衡評価手法の開発」では、海外直接投
資・貿易に起因する二国間相互で発生する廃棄物
量の不均衡（不公平感）と両国の負荷（廃棄物発

第２章 海外直接投資・貿易に起因する廃棄
物発生不均衡評価手法の開発

第３章 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの事例研究

2.1 廃棄物不均衡・負荷ベクトルの構築

3.1 相手国（検討対象国）

生総量）を評価するための、理論式である廃棄物

2.1.1 当研究における廃棄物の概念

発生不均衡・負荷ベクトルを定義した。また、指

2.1.3 二国間廃棄物発生量の意味

3.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの

2.1.2 記号と添え字の意味

算出方法と使用データ
3.2.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの算出方法

2.1.4 廃棄物不均衡・負荷ベクトルの定義

標開発のための基礎となり、必要に応じて使用す

2.1.5 廃棄物不均衡・負荷ベクトル分布の意味

る検討対象国の廃棄物発生量の推定式を構築し

2.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの算出方法

3.2.2 使用データ
3.3 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの算出結果

2.1.6 廃棄物不均衡・負荷ベクトルの合成・分解

た。

3.3.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの日本と相手
国間の合計値

2.2.1 海外直接投資・貿易（輸出入）・国内生産額

3.3.2 日本と相手国毎の廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル

2.2.2 海外直接投資・貿易（輸出入）・国内生産額

3.3.3 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの成分を用いた指標と

と廃棄物の発生量

第３章の「廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの

廃棄物発生不均衡・負 荷ベクトル分布の関係

2.3 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出の基本となる

事例研究」では、日本と相手国（検討対象国）間

3.4 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの要因別感度分析

廃棄物発生量

3.4.1 基準ケースと影響要因

2.3.1 廃棄物発生量の使用データと廃棄物発生量

で相互に発生する廃棄物量の不均衡（不公平感）

3.4.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの感度分析の結果
3.5 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの改善

の推定の必要性
2.3.2 各国の廃棄物発生量の推定

と両国の負荷の現状を分析した。このため、要因

3.5.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル改善のアプローチ

2.4 第2章のまとめ

と影響要因
3.5.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルのアプローチ毎

別感度分析を実施の上、廃棄物発生不均衡・負荷

の改善効果
3.6 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル改善対象国の検討

ベクトル、特に不均衡の改善を検討した。

3.6.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル改善対象国
の検討の必要性と対象国
3.6.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルで早急な改善
が必要とされる国
3.7 第3章のまとめ

第 5 章の「廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算
出結果の妥当性」では、本研究に関する先行研究
が乏しい中、廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算
出結果の妥当性について分析した。

第４章 第２章と３章に関する廃棄物発生不均衡・負荷
ベクトル補正の試算

第６章の「研究の結論・展望・提言」では、全

4.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル補正の必要性
と補正係数

章を整理・総括すると共に、研究の展望を記し、

4.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの補正結果

事例研究に基づいた政策立案に資する提言を述

4.2.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル（補正済）の日本

べた。

4.2.2 相手国毎の廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル(補正済)

と相手国間の合計値
4.3 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの補正前後の比較

第４章の「第２章と３章に関する廃棄物発生不

と今後の取り組み
4.4 第4章のまとめ

均衡・負荷ベクトル補正の試算」は、第６章の展
望内容と関連する廃棄物発生不均衡・負荷ベクト

第５章 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出結果の妥当性

ルの精度向上に関する試算である。

5.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出の基礎データと対象国

5.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの算出ロジック
5.2.1 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出に用いた統計データ
5.2.2 日本と関係する研究対象29ヶ国の選定
5.3 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出結果の既存文献結果等との整合性

注）本論文での廃棄物の概念は、産業廃棄物と一般廃棄物から

5.4 影響要因が廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出結果に及ぼす影響
5.4.1 事例研究で業種区分をせず算出したことによる結果への影響

構成されている。前者は資源の投入から始まり、系内の工場で製

5.4.2 感度分析による各影響要因の廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出結果への影響
5.5 第5章のまとめ

品・材料等が生産され、他工場で使用されたり自工場で使用され
る。系内の病院等においても製品・材料等が使用され、建設現場

第６章 研究の結論・展望・提言

では建築物や土木構築物が建設され、その後解体される。この過

6.1 研究の結論
6.1.1 海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発生不均衡評価手法の開発

程で一次的に発生した不要物が、
「産業廃棄物」である。一般消

6.1.2 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの事例研究

費のため、系外に搬出された製品・原材料等は消費（使用）後に、

6.1.3 廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出結果の妥当性
6.2 研究の展望
6.2.1 有害廃棄物等の廃棄物強度区分の導入

「一般廃棄物」として処理される。両廃棄物は、特に毒性のよう

6.2.2 相手国の廃棄物環境負荷受入容量による補正
6.3 政策への提言

なリスクが高く特別な扱いが必要な有害廃棄物も含む。

図 2 本研究の構成
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(2)本論文の成果

⑤ベクトル形態のタイプ区分表

①廃棄物不均衡・負荷ベクトルの構築

日本と検討対象国（29 ヶ国）間の廃棄物発生不

本論文で対象とした廃棄物は、各国で一次的に

均衡・負荷ベクトルの形態を分析し、6 タイプ区

発生する処理・処分前の産業廃棄物、製品等消費

分が可能なことを示した。この 6 つのタイプで、

後の一般廃棄物及びそれらの貿易に伴う廃棄物

日本と検討対象外の国についても、不均衡と負荷

である。これらを海外直接投資と貿易に関連させ

に関し説明が可能と推定される。

るための二国間廃棄物発生量を導入し、これに基
づき廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルを定義した。

⑥不均衡の改善対象国の分析

この指標は、国間に止まらず経済体や地域間にお

上記の成果物等に基づき、ハイプライオリティ

いても対応でき、本研究で環境負荷の対象とした

の 6 ヶ国の不均衡改善対象国を選定した。実際に

廃棄物だけではなく、環境負荷としての二酸化炭

対策を講じる場合には、相手国毎に状況が異なり、

素や各種公害排出物等においても、算出及び適応

個々の相手国との関係を考慮することが必要で

可能である。

ある。

②各国の廃棄物発生量

⑦政策への提言

廃棄物発生不均衡・負荷ベクトル算出で必要と

下記の 3 点を提言した。

なる各国の産業廃棄物発生量と一般廃棄物発生
量は、基本的には各種統計データとして得る。適

a.本研究の廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルを

正なデータが得られない場合を想定して、二国間

活用した分析法を踏まえ、廃棄物発生不均衡を生

廃棄物発生量算出のための基礎となる各国の産

じない政策等の立案必要性、及び同ベクトルをツ

業廃棄物発生量と一般廃棄物発生量のシンプル

ールとした海外交渉の実施。

な推定式を作成した。この推定式は本論文のため

b.今後海外直接投資・貿易に起因する廃棄物発

だけではなく、他の分野での研究の基礎資料とし

生の不均衡を生じさせない経済関係を推進する

ても使用が可能である。

ため、地政学的にアフリカ各国との関係が重要。
c.有害廃棄物等の廃棄物強度区分と相手国の

③廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの算出

廃棄物負荷受入れ容量による補正導入の研究を

廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルを用いて、日

推進し、廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルをより

本が海外直接投資・貿易に起因して相手国（29 ヶ

現実的なツールとすべき。

国）に発生させる不均衡と日本と相手国全体の海
外直接投資・貿易に起因する負荷を算出した。ま

3.今後の研究

た、ベクトルの分布形態に基づく解析を実施し、
可視化されたベクトル分布活用の有効性を示し

本論文の成果を生かし、緊急の課題である日本

た。

と中国間を始めとする関係国での廃棄物プラス
チック（以下、廃プラ）の処理処分についての研

④ベクトル算出結果の地理的分布図

究を進める。

廃棄物発生不均衡・負荷ベクトルの地理的分布
を世界地図上に示した。ベクトル要素である不均

(1)タイトル（仮題）

衡と負荷について、各国の各種天然資源保有状況

「中国の廃プラスチック類輸入禁止に伴う日

との関係等に基づき解析し、地理的分布の特徴を

本の処理・処分に関する対応シナリオの研究」

示した。
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(2)研究の背景

2)井上常史・北脇秀敏(2017b)海外直投資貿易に起因する廃棄物
発生不均衡（第 2 報）―日米間のｹｰｽｽﾀﾃﾞｨにおける改善策―,平

中国は世界全体の56%を占める7.3百万tonの廃

成 29 年度廃棄物資源循環学会第 27 回研究発表会資料，A11-1-O

プラを輸入していたが、2017年中に輸入を禁止す

3)井上常史・北脇秀敏(2017c)日系企業のタイへの進出による廃

るとWTOに通告した。日本は中国への廃プラ輸出

棄物環境負荷と日系企業の果たすべき役割―東部経済回廊（EEC）

の筆頭であり、これに対応した資源循環構造の再

プロジェクトにおける廃棄物発生量の推定―,国際開発学会,第

構築に迫られている。

28 回全国大会発表資料,D5-1,12p

上記の背景を鑑みて、現在までの研究成果を発

4)井上常史・北脇秀敏(2018) 海外直接投資貿易に起因する廃棄

展させ日本、中国とASEAN諸国等を主要対象国と

物発生不均衡評価手法の開発－廃棄物不均衡・負荷ベクトルを指

して下記の研究を進める。

標として－,全国都市清掃会議, 都市清掃,71(341),p62-69
5)井村秀文，中村映佑,杉森雅史(2005)日・米・アジアの産業・

(3)研究の目的

貿易構造変化と環境負荷の相互依存に関する研究，土木学会論文
集,790(Ⅶ-35),p21-22

中国の廃プラ輸入禁止に起因する物量とコス

6)九州大学,上智大学,京都大学,立命館大学,農林水産政策研究

トの日本への影響を、プラスチック製品に着目し

所,名古屋学院大学(2013) 平成 24 年度環境経済の政策研究,政策

たマテリアルフローコスト会計の考え方に基づ

展開・評価型の持続的発展指標開発とそれに必要な統計情報の強

き明確にし、最適な対応シナリオを抽出する。

化に関する研究,197p
7)京都大学(2014) 国際貿易の影響を勘案した持続可能性指標の

(4)研究の方法

在り方に関する調査研究,平成 25 年度内閣府経済社会総合研究所
委託調査, p8-8

①廃プラ貿易で中国と関係する国の貿易・投資

8) 中 村 愼 一 郎 (2000) 廃 棄 物 の 産 業 連 関 分 析 , 廃 棄 物 学 会

構造変化の推定

誌,11(4),p289-300

②資源の投入～プラスチック製品製造～廃プ

9)藤川清史(2001)日本の経済発展と環境負荷，環境経済・政策学

ラ発生を含む、プラスチックのマテリアルフロー

会編,経済発展と環境保全,東洋経済新報社，p.83-99

コストモデル作成

http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/fujikawa/pdf/buntan07.pdf,

③モデルを活用した貿易・投資構造変化のシナ

2018 年 4 月 29 日アクセス

リオ分析による最適シナリオ抽出。

10)和気洋子(2007) アジアにおける貿易・投資の自由化と環境問
題, 2007 年度日本国際経済学会関東支部大会 学術シンポジウ

(5)研究の展開

ム,34p

同シナリオは、今後の廃プラ処理・処分の政策

欧文

立案に資することができる。

1)Antweiler, W., B. Copeland, and S. Taylor(2001)Is Free
Trade Good for the Environment?, American Economic Review,

(6)研究の期間

91(4), p877-908
2)J. Anthony Allan(1999)

2 年程度。

Water Stress and Global Mitigation: Water, Food and Trade,
http://cals.arizona.edu/OALS/ALN/aln45/allan.html,
2017 年 3 月 10 日アクセス
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平成 30 年度国際共生社会研究センター 研究概要

ケニア農村地域における中小零細企業の持続的な経営に関する研究
― ケニア一村一品プロジェクト支援農村企業の経営動向を事例として ―
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
松島 恭範
The Progress Report on “A study of Sustainable Business Management for Medium, Small and Micro- businesses in
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その重要性は認識されている。さらに、世界経済

1. 平成 30 年度の活動報告

のグローバル化や ICT 発展に伴い、途上国の中小

今年度実施した研究活動につて、①アフリカ中
小企業振興や一村一品運動に係る資料収集・整理、

零細ビジネスは、支援の対象としてだけではなく、

②ケニア農村零細企業に係る収集済データの整

ビジネスパートナーとして取り上げられる議論

理・分析、③国際開発学会、日本地域政策学会、

が出ている。その具体例として、BOP ビジネスの

日本国際地域開発学会、JICA 研究所を始めとす

視点からは、BOP 2.0 として、
「貧困層と富を共

る、大会やシンポジウムへの参加・情報収集、④

創する」方向性が示され、地域のビジネスパート

国際開発学会第 19 回春季大会での口頭発表、 ⑤

ナ ー の 重 要 性 が 語 ら れ て い る （ Caneque and

日本地域政策学会第 17 回全国研究大会でのポス

Hart 2016）。また、途上国の中小零細農民グルー

ター発表、⑥国際開発学会第 29 回全国大会での

プが、先進国への農産物バリューチェーンの最下

口頭発表、が挙げられる。この他、研究センター

層を担っている例は多い（ケニア インゲン豆

関連業務として、①「環境展」での展示支援（5

例：Kariuki ら 2012）。このような中小零細ビジ

月）
、②JICA からの業務依頼による「モンバサ経

ネスに必要な資金が、投資として、先進国からの

済特区インフラ開発プロジェクト準備調査団」参

クラウドファンディングで賄われるケースも多

団に係るケニア出張（9 月－11 月）
、③国際シン

くみられる（The World Bank 2013）
。さらに、

ポジウム開催支援（11 月）
、④英国イーストアン

国 際機 関を中 心に 進めら れて いる、 貧困 層の

グリア大学との関係構築支援（12 月）など行った。

「Financial Inclusion（金融包摂）」では、貧困
層に適した金融システムを通じてビジネスを支

2．これまでの活動状況

援する政策も議論されている（The World Bank

（1） 研究背景と目的

2017）
。

中小零細ビジネスの振興は、都市部、農村部問

しかし、本分野におけるこれまでの研究では、主

わず、貧困削減、雇用促進、収入多様化などを目

に各国のマクロ経済データや家計調査等をベー

的に途上国各国で政策が実施されている。特に近

スに、その対象も、都市・農村などの地域、製造

年は、持続的な開発目標（SDGs：Sustainable

業・商業・サービスなどの業種が混在しており、

Development Goals）のゴール 1「貧困削減」や

農村地域の中小零細ビジネス活動から直接得た

ゴール 8「働きがいある経済成長」の点からも、

データを使用している研究は少ない。この先行研
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究の現状を踏まえ、本研究では、ケニア農村地域

された物、が混在している。基本的に、外部コン

での中小零細企業を事例として、その実態を明ら

サルタントが収集したベースライン調査データ

かにし、収支、雇用、生産などの点で、より持続

を使用し、不足のデータについては、プロポーザ

発展的な経営の在り方や、より効果的な外部者か

ルからの情報で補っている。

らの支援の有り方についてモデル化を目指すも
3．研究結果・論文執筆状況

のである。

「農村中小零細ビジネスグループの立地地点の
地理的環境が事業実績に与える要因に係る考察」

（2） 研究対象地域

（国際開発学会第 29 回全国大会口頭発表要旨）

ケニアでは、2007 年に産業省で作成された「ケ
ニア産業マスタープラン」に、農村地域の MSME

(1) 気候と事業実績の関係について分析

（Medium Small Micro Enterprise）振興政策の

①立地地点の気候の特定

一つとして「一村一品運動」が記載され、2008

各ビジネスグループの立地地点の気候の特定に

年から、国際協力機構（JICA）による技術協力の

は、GTZ（当時）が作成した「Farm Management

下、ケニア産業化・通商省（当時：Ministry of

Handbook of Kenya（2010）
」
（FMHK 2010）に

Industrialization and Trade）にて「ケニア一村

記載の Aglo-Ecological Zone （AEZ）分布データ

一品プロジェクト」が開始されている）。同プロ

を使用した。AEZ は FAO（1978）が提唱した気

ジェクトでは、農村地域における、地場資源活用

候区分であり、各地の平均気温を表す地理環境の

型の中小零細ビジネスの発展に着目し、既存の農

略称と、湿度を表す番号の組み合わせで成り立っ

村ビジネスグループ（企業、共同組合、地域住民

ており（例：UH1、LM5 など）
、各 AEZ に推奨

互助グループを含む）を対象に、人材育成、地域

される商品作物や畜産形態を示している。FMHK

ネットワーク構築、マーケティング支援を中心と

（2010）は、ケニア各県内での AEZ を示してい

した活動を実施している。その農村地域への展開

るが、合わせて、各地の土壌や降水期間の調査も

は、
2012 年から、
新たな地方自治単位である
「県」

行い、各 AEZ 区域内での一般的な農作物の生育

が発足したことから、各県と協働して既存農村ビ

期間も示している。この AEZ 分布マップと各ビ

ジネスグループの発掘、支援活動など行った。全

ジネスグループ位置情報を GIS ソフト上で組み

国には 47 県が設置されたが、半乾燥地域を除く

合わせ、各ビジネスグループの属する AEZ を特

23 県がプロジェクト対象となっている。本研究に

定した。ケニア農村地域では、農業を中心とした

使用するデータは、同プロジェクトで把握された

生計が一般的だが、この AEZ 特定を通じて、各

地場資源活用型の 400 の農村中小零細ビジネスグ

ビジネスグループの立地地点の気候環境が、こう

ループからのものである。これら情報の採取源は

した生計を保つのにどれほど適しているか明ら

①各地域の既存の地場資源活用型の農村中小零

かになっている。

細ビジネスグループを把握することを目的に、

②分析の結果

2012 年に実施された「ベースライン調査」の結

サンプル数の多かった、手工芸、農産加工品（食

果（242 グループ）
、及び、②同プロジェクトへの

品）
、農産 1 次品の三業種の分析結果を示す。手

参画を目的に、2012 年中に各グループから提出

工芸品グループは、農作物の生育期間が長い、農

された「プロポーザル」に記載の情報（244 グル

業に適した気候環境でビジネスグループが多い

ープ）となっているが、データ項目によって、①

一方、農作物の生育期間が短い、農業により厳し

ベースライン調査からのみ採取された物、②プロ

い気候環境でもビジネスグループが多くなると

ポーザルからのみ採取された物、③両方から採取

考えられた。一方、事業実績を見ると、良好な気
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候環境のグループが、手工芸全実績の割合の 50％

（2）マーケットアクセス性と事業実績の関係に

以上を占めており、より気候環境の悪いグループ

ついて分析

は非常に低くなった。手工芸品の生産は、伝統的

①立地地点のマーケットアクセス性の特定

技術を基に、身近な原材料を活用し、参入しやす

各ビジネスグループの立地地点からマーケッ

いビジネスとして、女性を始めとした貧困層の収

トまでのアクセス時間の特定には、国際食糧政策

入向上の手段として人気はある。しかし、手工芸

研 究 所 （ International Food Policy Research

品は耐久財であり、ローカル市場での販売には限

Institute: IFPRI）傘下のプロジェクトである

界があり、大都市や国外がマーケットになること

HarvestChoice が作成した GIS データ「Travel

が多い。こうしたビジネスの特性から、気候が厳

time to nearest town over 20K (mean, hours,

しい地域では、生計環境も厳しく、交通費や運送

2000)」を使用した。同データは、県内各地から

費など、マーケットアクセスに必要なコストも出

有望なマーケットや生産に必要な投入物の供給

しにくいことから、事業実績も上がらないことが

地となる可能性のある人口 2 万人規模の町までの

考えられた。農産加工品（食品）グループは全体

所要時間が示されている。この所要時間は、道路

と比べて、厳しい気候環境でのビジネスグループ

の舗装状態、標高、勾配、地質などの既存の GIS

の割合が多くなっている。事業実績を見ても、よ

データを組み合わせ、移動に最も経済的なルート

り厳しい気候環境下でも、収入向上の一手段とな

を取って算出されたとしている。本稿では、この

っていることが考えられた。これは、加工食品の

所要時間を、1 時間以内、2‐5 時間、5‐10 時間、

製造販売は、手工芸と同じく、簡単な技術を基に、

10 時間以上の 4 段階に分けて分析を行った。

身近な材料を使い、参入しやすいビジネスだが、

②分析の結果

そのマーケットは、消費物として、近隣住民やロ

全章と同じく、サンプル数の多かった三業種の分

ーカル市場など身近なところが対象となる。した

析結果を記すが、手工芸品グループの中小都市ま

がって、マーケットアクセスにかかるコストも低

での所要時間分布について、都市に近いほどグル

く、厳しい生計環境でも、一定の成果が出ている

ープ数が多い傾向になった。手工芸品は、AEZ で

と考えられた。農産１次品グループは、ここでも、

の分析でも記載したように、大都市や国外がマー

より気候環境の厳しいグループ数の割合が、より

ケットになることが多いことから、より都市部に

良い環境のグループ数を大きく上回っている。こ

近いところでグループ数が多くなると考えられ

れは、作物生育期間が限られる厳しい環境で育て

た。この傾向は事業実績を見るとさらに顕著にな

た農産物を、同業種グループの主な役割である、

っている。農産加工品（食品）グループの中小都

共同集荷、共同出荷を通じて速やかにマーケット

市までの所要時間分布をみると、都市から一定所

に乗せ、収入機会を確実にしたいニーズが有ると

要時間のかかる地域でグループ数が最多になっ

考えられる。一方、その事業実績を見ると、気候

ている。事業実績を見ても、一定所要時間以上の

環境の厳しいグループでも一定の成果も出てい

グループで、大きな割合を占めている。農産加工

ると考えられた。農産 1 次品は、ローカル市場で

品（食品）は、消費物として、近隣住民やローカ

の販売も可能だが、一定の量が集まれば、買い付

ル市場での継続的な販売が可能で、さらに、中小

けの仲買人が農村部までトラックでやってくる

都市の商業圏から外れて物の流れも少なること

ことも多く、厳しい生計環境下でも、マーケット

から、地産地消的な形で事業実績が上がると考え

コストをかけずに、収入にもつながりやすいこと

られた。農産 1 次品のグループの中小都市までの

が考えられた。

所要時間分布をみると、都市から一定時間以上に
グループ数が多くなり、都市近郊で極端に数なく
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なった。事業実績を見ても、都市近郊で割合が最

トになっていることが要因と考えられた。農産品

も少なかった。これは、中小都市周辺では人口も

加工（食品）は、都市部から所要時間がかかるほ

多く、農地が限られることから、グループ数、事

ど事業実績が上がる傾向が見られたが、これ等グ

業実績とも極端に減ると考えられた。

ループの産品は、都市部から流れてくる既製品と
も競合するが、都市から離れてモノの流れが少な

(3) ビジネスグループの立地地点が事業実績に与

くなり、これ等産品のマーケット参入の余地が出

える要因について考察

てくることが要因と考えられた。農産 1 次品は、

①厳しい生計環境下でのビジネスの限界

都市近郊でグループ数が少ない傾向が見られた

各ビジネスグループの AEZ 分布を見ながら、

が、これは、人口の多い都市近郊において、農地

その業種や事業実績との関係を見てきた。全体的

の確保が難しいことが要因と考えられた。このよ

に見ると、いずれの業種も、環境にかかわらず一

うに、各ビジネスグループの業種の適性は、中小

定割合のビジネスグループは存在するが、その事

都市からの所要時間から影響を受けていること

業実績では、より良好な気候環境で成果が上がり

が考えられた。

やすく、より厳しい気候環境では、業種によって
一定の成果は見えつつも、その成果は低くなる傾

４．今後の計画

向が見て取れた。これは、気候環境が、その地域

（１）論文投稿： 本年度進めたビジネスグルー

の生計環境にも影響し、運転資金の不足などから、

プの立地地点に係る研究をベースに、論文投稿を

持続的な拡大が難しくなることが要因ではない

行う予定。具体的には、「日本地域政策学会」誌

かと考えられた。その傾向は、業種別に見ても、

や「日本国際地域開発学会」誌への投稿を想定し

マーケットが遠く運送費のかかる手工芸品グル

ている。

ープで、より厳しい気候環境の地域で事業実績が

（２）博士論文の提出： これまでの研究成果を

低くなり、マーケットが近い農産加工品（食品）、

ベースに 2019 年 11 月の論文提出を目指したい。

農産 1 次品で、生計環境が厳しい地域でも一定の
事業実績が認められたことからも明らかになる。
もちろん、この考察には、AEZ 地域別の経済的貧
困度の裏付けが必要と考えられ、今後、この点で
も調査を進めたい。
②中小都市からのマーケットアクセス性とビジ
ネス業種の適性
マーケットアクセス性を測る指標として、各ビ
ジネスグループの中小都市からの所要時間分布
を見ながら、その業種や事業実績との関係を見て
きた。全体的に考えらえることは、いずれの業種
も中小都市からの所要時間に影響を受けている
が、その要因は業種によって異なるということで
ある。手工芸品は、中小都市にアクセスが良いほ
ど事業実績も上がる傾向が見られたが、これは、
都市部が、これ等グループの産品の主なマーケッ
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Ⅲ．インクルーシブ・アフリカ

１．活動概要

平成 30 年度国際共生社会研究センター 活動概要

活動概要

アフリカ地域における

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

研究のねらい
アフリカの現在の姿をどう読めばよいのだろうか？

近年の比較的好調な経済成長や活

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

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

「Sustainable Development and International Contribution for African Countries」
（2016 年 1 月 8 日、於：東洋大学）
、国際シンポジウム「Development and Environment
in Africa: Human Resource Development on Technology and Society」
（2016 年 11 月 11
日、写真 1）
、国際ワークショップ「Toward International Collaborative Research between
JKUAT and TOYO」
（2016 年 11 月 14 日）を開催した。
また、ジョモ・ケニヤッタ農工大学との学術協定に基づき、現地ケニア・ナマンガ郊外
のマサイ・コミュニティでの共同研究を行い、その成果をセンター書籍「持続可能な開発
目標と国際貢献：フィールドから見た SDGs」などにおいて発表した。国際ワークショップ
「アフリカ地域の持続可能な開発目標の達成に向けて」
（2017 年 2 月 21 日、於：ジョモ・
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ケニヤッタ農工大学）では、ジョモ・ケニヤッタ農工大学の研究者に加え、国際協力機構
AFRICA-ai-JAPAN Project の専門家らも交えて係る議論を交わした。続く国際ワークショ
ップ「What can we do for
sustainable

Development?

Sharing experiences between
Kenya and Japan」
（2017 年 6
月 24 日〜25 日、於：ジョモ・
ケニヤッタ農工大学）には、
ジョモ・ケニヤッタ農工大学
と東洋大学の学生 25 名が共同
でフィールドワークを行い、
その成果を「Student Agenda
for

JKUAT-TOYO

Collaboration」
（図 1）として
まとめるなど、研究拠点の形
成に向けた協力体制が強化さ
れた。さらに、大学院国際地
域学専攻修了生 Ole Rumpe

STUDENT AGENDA FOR JKUAT-TOYO COLLABORATION
Through JKUAT-TOYO Joint Workshop 2017 “What can we do for sustainable development? Sharing experience
between Kenya and Japan” held on June 24 - 25, 2017 at Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology
(JKUAT), we adopted the following issues as our agenda.
Financial Issues
1.

To provide training and education for the local community for gaining necessary know-how on management
of finances.

2.

To empower the local community for utilizing the available resources effectively.

3.

To introduce monetary policy for creating jobs that will lead to investment for sustainable development.

4.

To introduce family planning for controlling population growth – reduce financial burden at household.

Environmental Issues
5.

To reduce the number of vehicles which are unroadworthy in order to reduce the emission, accomplished by
encouraging use of public transportation.

6.

To decentralize the services provided in CBD and to move bus stations outside CBD.

7.

To exploit human resources fully so that traffic jam, road accidents and improved security can be realized
through incorporation of police officers in urban centers.

8.

To separate garbage according to the categories such as plastics, organic and paper in addition to recycling and
reusing of waste, especially plastic waste.

9.

To create awareness of the environmental problems that waste dropped by the roadsides would cause and to
encourage Kenyan people to throw away garbage into the bin, not on the road.

10. To dispose solid waste in the proper way like construction of landfills.
11. To set the regular days for waste collection, especially waste on the roadsides, for sensitizing the importance
of environmental conservation.
12. To improve the capacity and management of the sewage systems.
13. To borrow ideas from countries that have managed to achieve environmental protection through participation,
and to borrow techniques and methods used by Japanese people to conserve the environment.
Educational Issues
14. To provide education facilities with better learning rooms and learning materials, to utilize solar energy in
lighting, and to provide transport for pupils, students and teachers.
15. To initiate the construction of schools by the community or locals.
16. To employ more teachers and to enhance the skill of the teachers.
17. To promote the talents and skills of children from the early age such as drawing, football, volleyball, masonry,
carpentry and agriculture among others.
18. To promote mixed education system and interaction between boys and girls through games, symposiums and
problem solving challenges.
19. To introduce a policy to ensure that primary and secondary education is mandatory to both gender.

Lekakeny 氏の調整の下、キル

We have great expectations that our collaboration will make a significant contribution to sustainable development for

ゴリスにおいてマサイ集落の

June 25, 2017

Kenya and Japan.

Participants of JKUAT-TOYO Joint Student Workshop 2017

構成原理などを調査する機会
を得るなど、修了生を核とし
た研究拠点の可能性も開かれ 図 1 ジョモ・ケニヤッタ農工大学・東洋大学両学生によ
た。

る「Student Agenda for JKUAT-TOYO Collaboration」

写真 1 国際シンポジウム「Development and Environment in Africa: Human Resource
Development on Technology and Society」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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3.

本年度の活動
本年度は、地理学、文化人類学やまちづくりの専門家を迎えて研究体制を拡充し、テー

マである「インクルーシブな開発」について現地調査等から見えてきた各分野からの論点
を深化させることを試みた。活動内容の概要は次の通りである。
(1) アフリカの都市システムに関する研究（藤本典嗣）
本研究では、グローバルな都市の持続可能な成長について、グローバルな影響を受けに
くい国内要因と大きく影響を受ける国際要因に区別して分析・考察するものである。本年
度の研究では、各種シンクタンク、グローバル都市論のランキング、OECD や IMF、また
エジプト政府による資料などを用いて、カイロやアレキサンドリアに中心的に着目しなが
ら国民経済レベルでの経済成長のグローバル化を捉えることができたが、続く研究におい
てケニアや南アフリカをはじめとするアフリカ地域における高所得水準の国家におけるグ
ローバル都市へと対象を拡充してゆく。
(2) アフリカにおける女性のライフコースと社会的地位の変容動態：FC・FGM/C 廃絶運動
へのローカル社会の反応に注目して（中村香子）
本研究は、アフリカにおける女性のライフコースの変化と女性の社会的地域の変化の動
態を FC・FGM/C（女性割礼・女性性器切除）に着目して明らかにしようとするものであ
る。研究対象地域はケニア北中部の半乾燥地帯に居住するマー語系牧畜民社会である。こ
れまでの研究成果を通じて、FC・FGM/C をめぐる選択の多様性と意思決定プロセスの実
態や反 FGM 活動を契機としたコミュニティの分断の様子などが明らかとなっており、続く
研究において FC・FGM・C を女性の社会的地位と諸権利の中に位置付けてゆくこととし
ている。
(3) アフリカと北欧における教育・研究パートナーシップに関する研究（花田真吾）
本研究では「高等教育の教育・研究パートナーシップが目指すインクルーシブな開発と
は、連携する当事者である大学関係者や学生などのステークホルダーに限らず、周辺領域
にまで広く恩恵を行き渡らせることをねらうものである」という認識の下、研究の問いを
「先進国と開発途上国の高等教育における教育・研究パートナシップにおいてどのような
知の連携が行われているのか」という点に置き、本年度は代表的な取り組みとして
SENUPH（The South Ethiopia Network of Universities in Public Health）に着目し、そ
の現状と課題、展望を整理した。
(4) アフリカ・アジアにおけるインフォーマルな都市化に関する研究（小野悠）
本研究は「インフォーマル市街地におけるパブリックスペースがどのように形成され、
管理・運営されているのか、また、そのようなマネジメント機能がいかなる住民間の社会
的関係性の中で生成・進化してきたのか」という問いを置き、ナイロビの主要なインフォ
ーマル市街地ムクル・クワ・ンジェンガ地区における現地調査を実施している。今年度の
活動では、パブリックスペースを抽出した上で、そのマネジメントに関する実態把握や社
会的機能に関する実態把握などを中心とした現地調査を行なった。
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(5) アジア・アフリカ地域における「まちづくり」の展開に関する研究（志摩憲寿）
本研究は、近代都市計画の限界を克服し得る都市計画のありようを考えるにあたり、ア
ジア・アフリカ地域のインフォーマル市街地における「まちづくり」の事例に着目し、そ
の展開可能性を探ることを目的としている。本年度は、スラムの居住環境改善をめぐるま
ちづくりとインクルーシブな開発との接点を整理すると共に、アクラのコウェ地区・アベ
セ地区における居住環境改善の動向から、制度的都市計画からのアプローチ、まちづくり
的アプローチそれぞれの課題を描いた。
4.

最終年度に向けて：インクルーシブな開発に向けた論点
結びに代えて、本年度の活動から見えてきたインクルーシブな開発に向けた各分野から

の論点を最大公約数的に整理しつつ、最終年度に向けた研究課題をあげておきたい。
まず第一に「ローカル」
「グローバル」という異なるスケールにおける課題が指摘されて
いる。FC・FMG/C 廃絶運動（中村）、インフォーマル市街地のマネジメント（小野）
、同
じくインフォーマル市街地のまちづくり（志摩）はローカルな視点からのインクルーシブ
な開発、グローバルな都市システムから捉えたカイロやアレキサンドリアの位置付け（藤
本）
、エチオピアとノルウェーとの間の大学間のパートナーシップ SENUPH（花田）はグ
ローバルな視点からのインクルーシブな開発にそれぞれ着目している。ここで、ローカル
とグローバルは、例えば、志摩が「グローバルな市街地」と「ローカルな市街地」をあげ
て指摘するように、しばしば二項対立的な状況を生み出しうるが、
「インクルーシブ」とい
う言葉がまさに象徴するように、こうした空間的多元性を有する諸課題は必然的に共振し
ており、したがって、これらの課題に対して同時並行的に取り組まねばならないことは言
うまでもない。
それでは、インクルーシブな開発に向けてどのようなアプローチを取る必要があるのだ
ろうか。欧米主導のトップダウン型の FC・FGM/C の廃絶運動（中村）や欧米制度を援用
したアフリカ諸国の都市計画の機能不全（志摩）
、さらに小野の指摘にも見られるように、
欧米主導型のトップダウン的アプローチの限界は明らかであり、ボトムアップ的アプロー
チの有効性が論じられているが、ここでは、中村が FC・FGM/C をめぐる女性の社会的地
位、また、小野がパブリックスペースをめぐる住民間の社会的関係性をそれぞれ分析対象
としていることからも読み取れるように、当該社会に対する構造的理解が求められる。ま
た、興味深いのはグローバルな視点からもボトムアップ的アプローチの必要性が指摘され
ているところであろう。典型的には、花田の取り上げた SENUPH において地域の教育・研
究の自立化と現地化が期待されていることに見られるが、藤本もまたカイロ・アレキサン
ドリア両都市を国内の経済成長の基盤としても捉えている。
今年度の活動を通じて得られた各分野からの論点はインクルーシブな開発に向けた課題
とアプローチにおいて一定の接点を有することが明らかになったが、具体的な道筋は十分
に示されてはいない。最終年度の中心的な研究課題としたい。
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２．研究報告

平成 30 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

大学院国際学研究科（国際学部）准教授
志摩

憲寿

A Study on Machizukuri-based Urban Planning in Asia and Africa
2. まちづくりと包括的成長：スラムの居住環境

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、

改善をめぐって

多くの場合、旧宗主国に由来する近代都市計画は

アジア・アフリカ地域の都市計画における最重

事実上機能不全に陥っており、スラム等のインフ

要課題の一つはスラムの居住環境改善であり、そ

ォーマル市街地の形成と拡大が続いている。しか

れは欧米諸国による植民化の時代から長く議論

しながら、近代都市計画の軛を外してこうしたイ

されてきたところである。とりわけ近年、経済成

ンフォーマル市街地を改めて眺めると、こうした

長の下で、それを牽引するアジア・アフリカ諸都

「手づくりのまち」という空間は、家族、生活、

市では、従来の海外援助に加えて旺盛な海外直接

仕事、教育といったコミュニティにおける人々の

投資が重なり、モータリゼーションに伴って形成

生活が現れた空間であり、人々の営み、とりわけ、

された郊外部の「ゲーテッド・コミュニティ」に

こうした空間を改善しようとする営みは、フォー

続き、都心部においてもグローバルな市街地が形

マルな市街地において近代都市計画とその基礎

成されつつあり、こうしたグローバルな市街地は、

を成す近代的土地所有権とが想定する「土地所有

各都市固有の社会的文脈の下で形成されてきた

権の確定→都市マスタープランの確定→都市計

ローカルな市街地都市やインフォーマル市街地

画規制の確定→計画・建築許可→開発→居住」と

の中に島状のように現れており（図 1）
、
「包括的」

いう一意的かつ単線的なプロセスではなく、まち

という点から見ると、空間的にも、必定、経済的

づくりのプロセスでは、行きつ戻りつを繰り返し
ながら「コミュニティ・ガバナンス」が漸進的に
展開してゆく。このようなまちづくりのプロセス
にこそ、近代都市計画の限界を克服し得る、アジ
ア・アフリカ地域における都市計画のありようを
見出すことができるのではなかろうか 1)。
本年度は、本グループのテーマでもある「包括
的成長（inclusive growth）」を念頭に置きつつ、
まちづくりと包括的成長との接点を探ることを
ねらいとした。本稿では、スラムの居住改善に軸
足を置きつつ、筆者らが今年度実施したガーナ・
アクラでの調査などを交えて、まちづくりと包括

図 1 グローバルな市街地とローカルな市街地（ホ

的成長との接点を素描することとしたい。

ーチミン）
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メリカ地域における喫緊の課題である。

にも包括的とは言いがたい状況にあり、この傾向

折しも、ニュー・アーバン・アジェンダでは、

は加速化しているのが現実であろう。
近年、持続可能な開発目標（SDGs）における「持

「都市への権利」などとして、現在及び将来にわ

続可能な都市とコミュニティ」
（目標 11）やニュ

たって、誰も排除することなく全ての人々が等し

ー・アーバン・アジェンダをはじめとして、都市

く都市や居住の恩恵に預かることが謳われてい

をめぐるグローバルな開発目標が次々と打ち出

るが、スラム住民にとっては、とりわけ、
「エンパ

され、
「Planning is back」という言葉にも聞かれ

ワメント」の重要性が長く指摘されてきた。近年

るように計画的に都市を導くことの重要性が再

は、スラム住民の土地所有権を正規化する手法

確認されている。近年は気候変動対策の名目で暴

が多く採用されている。土地所有権が正規化され

力的な都市計画が進められることも多い。マニラ

ることにより、スラム住民にとっては安定した居

首都圏全体では気候変動に伴う洪水対策が必要

住が約束され（その結果、住宅を含む居住環境の

であり、河川法に基づいて河川・運河など両岸 3

改善が期待される）
、一方で、住民には土地を担保

メートルに建てられた「違法建築物」を撤去した

にしたローンなども利用可能となることから、ス

が、その多くがスラムであった（図 2）
。

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。

確かに、先のミレニアム開発目標（MDGs）で
は都市計画に関わるものはスラムの居住改善が

筆者らがザンビア・ルサカやインドネシア・ジ

中心であったことを考えると、持続可能な開発目

ャカルタで行なった調査では、土地所有権の正規

標の内容はミレニアム開発目標が深化したとも

化によるエンパワメント効果には一定の評価が

捉えることもできるが、スラムの問題を等閑視し

与えられるが、それが居住環境ということになる

てはならない。世界的にみて都市におけるスラム

と、個人に帰属する土地所有権が地区の建て詰ま

の人口は、
国連ミレニアム宣言の採択された 2000

りを助長したり、投機的目的での土地所有権取得

年から 2014 年までの間に割合として減少しては

が見られるなど、別の論点が見られた（図 3）
。す

いるもののスラム人口は 1 億人近く増加しており、 なわち、スラムの居住環境改善においては、個人
さらに、今後の都市化の趨勢を考え合わせると、

個人が権利を主張しつつ「Win-Win」の解決を目

スラムへの対応は、引き続き、急速な都市化の進

指すのではなく、近隣を慮りつつ、皆が少しずつ

むアジア地域、アフリカ地域、さらに、ラテンア

我慢する、いわば「三法一両損」的な発想に立つ

図 2 気候変動対策として行われたスラムクリア

図 3 建て詰まりが懸念されるルサカのインフォ

ランス（マニラ）

ーマル市街地（チャイサ地区）
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ことが重要なのではなかろうか（但し、スラム住
民はしばしば社会的に弱い立場に置かれている
ことから、最低限度の諸権利は保護された上での
話であるが）
。土地所有権の正規化においても、都
市計画制度と同様に制度的アプローチの限界を
指摘することができる 2)。
3. ガーナ・アクラのインフォーマル市街地から
筆者らが今年度調査を実施したガーナの首都
アクラでもまた急速な都市化が進んでいる。都市
圏（Accra Metropolis）の人口は 63.7 万人（1970
年）
、96.9 万人（1984 年）
、165.9 万人（2000 年）
、

図 4 ア ク ラ 都 市 圏 の 現 行 都 市 計 画 「 Greater

184.9 万人（2010）人と年率 3％程度で増加し、

Accra Metropolitan Area (GAMA) Strategic

と り わ け 近 年 は 隣 接 す る テ マ 都 市 圏 （ Tema

Plan, 1995-2010」
（出典：文献 3）

Metropolis）を含む大都市圏を構成している。国
連開発計画や国連ハビタットの支援の下で策定
された現行の都市圏計画の下、テマ都市圏へと戦
略的に都市開発を導くなど計画的な都市の拡大
が企図されているが（図 4）
、インフォーマル市街
地の形成と拡大に歯止めがかからない（図 5）
。
ガーナをはじめとする旧イギリス領では、植民
地時代に導入された都市農村計画法が現行の都
市計画制度として援用されている。とりわけ独立
初期から 1970 年代にかけては計画的な都市開発
が進められ、これらの市街地は現在も比較的良好
な居住環境下にあるが（図 6）
、同法の下では「土
地所有権の確定→都市マスタープランの確定→

図 5 アクラ都市圏のインフォーマル市街地（出

都市計画規制の確定→計画・建築許可→開発→居

典：文献 3）

住」という制度的なプロセスを経ていない市街地
は原則として「インフォーマル市街地」と分類さ
れて都市計画の制度的枠組みの外に置かれるこ
ととなる。ガーナのアクラもまたこの典型例であ
り、インフォーマル市街地における（必然的に劣
悪な状況にある）居住環境の改善に対しては、例
えば、ジョージタウンなどの旧市街地周辺では国
連ハビタットをはじめとする海外援助の枠組み
の下での居住環境改善の努力も続けられている
が、その効果は局地的かつ限定的で、まちづくり
的な居住環境改善に頼らざるを得ない。

図 6 計画的に整備された集合住宅地
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調査地であるコウェ地区とアベセ地区もまた

「クラン」と呼ばれる家族制度に基づく伝統的チ

インフォーマル市街地と分類されている。地区は

ーフの下で地縁的なコミュニティ組織を編成し

街路を挟んで北側に植民地期より形成された「伝

（なお、地方行政上、伝統的チーフによる地区の

統街区」
、南側の「拡張地区」では近年市街化が急

自治は制度的に担保されている）、例えば、週に一

速に進む（図 7）
。両地区では、他の地区と同様、

度全てのクラン代表者による定例会などを開い
て地区の現状と課題を共有し、居住環境改善に向
けた取り組みを進めるなど日常的な手法はまち
づくり的アプローチである。
一方、両地区においては違法建築の撤去が進め
られたり、また、コウェの拡張地区では、現行の
都市計画に基づいて地区の西端を走る街路拡張
と排水路が整備されつつあり、沿道住宅では強制
収容（ハウスカット）が行われている。まさに制
度的な都市計画とまちづくりとのせめぎ合いと
も言える状況であり、まちづくり的な立場からす
ると一見看過しがたいところではあろうが、まち
づくり的アプローチも一定の限界を見せつつあ
る中で、地区内では日本の土地区画整理事業に対
する関心の声も聞かれるなど制度的な都市計画
への期待も大きく、居住環境改善に向けて両者の
接点が模索されている。
4. おわりに
本年度訪ねたガーナ・アクラのコウェ地区・ア
ベセ地区もまた制度的アプローチの限界の中で

図 7 調査地のコウェ地区・アベセ地区（上：アベ

包括的成長に向けたまちづくりのありようが問

セ伝統街区、下：コウェ拡張街区）

われていた。続く研究では、コウェ地区・アバセ
地区を中心として、他のアジア、アフリカ、さら
にはラテンアメリカにも射程を広げつつ、まちづ
くりを通じた包括的成長への道筋を描きたい。
参考文献・ウェブサイト
1) 志摩憲寿・柏崎梢（2015）
「
『手づくりのまち』の論理」
、
城所哲夫・志摩憲寿・柏崎梢（編著）
「アジア・アフリ
カの都市コミュニティ：
『手づくりのまち』の形成論理
とエンパワメントの実践」学芸出版社、pp.197-200
2) 志摩憲寿（2016）
「スラムから学ぶこと：ニュー・アー
バン・アジェンダに寄せて」、
『人と国土 21』
、第 42 巻
5 号、pp.45-46
3) Okyere, S. A. (2017) “ A study on socio-spatial
structure and community management system in
Abese indigenous quarter, La, Accra, Ghana” 大阪
大学学位論文

図 8 強制収容（ハウスカット）によるインフラ整
備（コウェ拡張街区）
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Changes in women’s life course and social status in Africa
ダウン型のアプローチの廃絶運動が実施され続

1. 平成 30 年度の活動報告
平成 30 年度は、8～9 月と、12～1 月に 2 回、

けてきた。しかし、廃絶プロジェクトの多くは「当

当該テーマに関する現地調査をケニア北部のマ

該コミュニティとの認識の乖離」という問題に直

ー語系牧畜社会において実施した。8～9 月にはさ

面している。本研究は、＜ボトムアップ型＝民族

まざまな世代の男女にインタビュー調査を集中

誌的アプローチ＞による当事者主体の廃絶運動

的に実施し、12～1 月には、儀礼の参与観察と儀

の構築の可能性について考察することも目的と

礼主催者・当事者へのインタビューを中心に調査

している。
FC・FGM/C は、アフリカ開発に関わる問題のなか

を進めた。

でも最も注目されているもののひとつである。しかし、
2．これまでの活動状況

これほど議論のわかれる問題はないであろう。1970

（1） 研究背景と目的

年代に欧米のフェミニストらが FC・FGM/C を「女性に

本研究は、アフリカにおける女性のライフコー

対する野蛮な暴力であり根絶が必要」と主張して以

スの変化と女性の社会的地位の変化の動態を明

降、これに対する「当該社会における文化的な意味

らかにすることを目的として実施している。女性

を無視して外部社会が介入すべきでない」という主張

のライフコースにおいて、結婚、出産はもっとも

とのあいだで、人類学、社会学、医学、歴史学など、

重 要 な イ ベ ン ト の ひ と つ で あ る が 、 「 Female

学問分野を超えて議論が繰り広げられてきた。（岡

Circumcision ： 女 子 割 礼 」 も し く は 「 Female Genital

1998、千田 2002、白石 2011 など）。

Mutilation/Cutting ： 女 性 性 器 切 除 」 （ 以 降 「 FC ・

1990 年代後半からの約 20 年間に、この慣習をも

FGM/C」）はそれらと分かちがたく結びついてい

つアフリカ・中東の 29 カ国のうち 26 カ国が禁止法を

る。近年、ますます活発化している廃絶運動は、

制定した（Unicef 2013）。この事実は、トップダウンで

現状では、国際 NGO を中心とした外部社会から

進められてきた欧米主導の廃絶運動が一定の成果

の強力な圧力として認識されている。そこで、本

をあげたことを示している。しかし、これらの法律は罰

研究では、廃絶運動に対する当該社会の反応・反

金や禁固をともなう厳しいものが多かった。このため、

発を包括的に理解し、廃絶運動の影響下で人びと

エチオピアでは慣習の隠蔽・潜伏化がすすみ、ソマリ

がライフコースをいかに主体的に変容させてい

アでは女性の結婚年齢が若年化するという問題が発

るのか、そしてその結果、女性の社会的地位はい

生した（World Vision 2014）。すなわち、法律整備は、

かに変化しているのかを実証的に明らかにする

それだけでは廃絶運動のゴールとはなり得ていない。
コミュニティにおける廃絶運動は主として開

ことを目指して調査研究をすすめている。
FC・FGM/C に関しては、欧米主導によるトップ

発プロジェクトによる教育プログラムをとおし
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て行われているが、その内容は非常に単純で一方

われるようになっており、近年、生業の多角化傾

的であり、個別社会の文脈下での意味の多様性や、

向がみられる。また、他のアフリカ諸社会の例に

現場で起きていることの多様性に対応できてい

もれず、学校教育が急速に普及しつつあり、賃金

ない。運動推進者は、WHO が提示する「医療言説」

労働に就くものも増加し、これとともに人びとの

にもとづいて FC･FGM/C の危険性（痛み、出血、

価値観が多様化している。

ショック、出産困難など）を反復・喧伝するが、
そもそも当事者である人々はこうしたことを運
動推進者よりずっと身近な問題として理解し、そ
れらを承知した上でこの習慣を長年継続してき
たのである。代替儀礼も提案されているものの、
人々は代替の「模造品」には意味を見いだせず、
定着した事例はほとんどない。さらに廃絶すべき
理由のひとつとして「性行為における快楽」に関

ケニア

する教育もおこなわれているが、公の場で性行為
について聞かされたり語らされたりすることへ
の苦痛や居心地の悪さから、人々は廃絶運動を無
図 1 アフリカにおける FGM/C の維持率

視するだけでなく、反発や嫌悪さえ感じ始めてい
る。こうした現状は、FC･FGM/C の問題を個別社

（地図出典
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fgm_map.gif）

会の文脈から捉えなおし、女性の社会的地位と権
利全体のなかに位置づけ、その成果をもとに廃絶

この社会において、
「伝統的」には、女性は、20

運動を再構築することが急務であることを示し

才前後で結婚し、結婚と同時に割礼を受けてきた。
結婚後は約 20 年間、妊娠と出産を繰り返して子

ているだろう。

育てにいそしみ、40 才前後になると緩やかに妊娠
と出産から引退するという人生をおくってきた。

（2） 研究対象地域
本研究は、ケニア共和国の北中部の半乾燥地帯

しかし、近年、学校教育を受けた女性を中心に結

に居住するマー語系牧畜民の社会を対象として

婚に先立って、割礼を受ける女性が急増している
（中村 2013）
。

実施している。ケニアでは、民族集団によってこ

ケニアでは 18 才未満を「子供」と位置づけ、

の習慣を維持している社会、すでにこの習慣が消
滅した社会、もともとこの習慣をもたない社会、

2001 年に制定された子供法によって「子供」の結

に分かれる。マー語系牧畜社会は、このなかでも

婚は違法とされた。また、同じく子供法によって、
18 才未満の女子に対する FC･FGM/C が禁止され

この習慣が特につよく維持されている社会のひ
とつに分類される。ケニア全体では、15～ 49 才

た。こうした法整備をうけて、国際 NGO などが

の女性の 27％が FGM/C を受けているとの報告が

「子供婚」
「強制婚」を廃絶する多数のプロジェク

ある（Unicef 2013）
。

トを展開している。
さらに、2011 年には「反 FGM 法（Prohibition

調査対象社会では、ほとんどの人びとがウシや
ヤギ・ヒツジを飼養する牧畜業に従事している。

of Female Genital Mutilation Act）」が制定され

多くの世帯で、家族の誰かが出稼ぎや小商いなど

た。これは、FGM/C の手術を実施した施術者、手

をおこなって現金収入を得て牧畜業を補ってい

術を受けた本人、そしてその両親に対して、3 年
以上の禁固刑もしくは 20,000 ケニアシリングの

る。降雨の見込める一部地域では、農耕もおこな

罰金、またはその両方という厳罰を科すものであ
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った。現在では、実際に禁固刑に処されたり、罰

様化という現象もみられるようになった。従来、

金を支払ったりした人を目の当たりにするよう

当該社会で実施されてきた施術方法は、クリトリ

になり、人びとにとって廃絶の動きが無視できな

スと小陰唇のすべてを切除するもので、WHO に

いものとして現前している。こうしたさまざまな

よってタイプ 2 として分類されたものであった。

変化の流れのなかで、人びとは、割礼・結婚をと

近年では、これに加えて、クリトリスをすべてで

りまくさまざまな「従来のやりかた」とあらため

はなく半分切除する方法が新たに生み出され、人

て向き合い、それについて議論したり代替の方法

びとはこれに「カティカティ（kati-kati）
」
（スワ

を模索し、創出しはじめている（中村 2016）
。ケ

ヒリ語で「真ん中」の意）という名前をつけてい

ニアの牧畜社会は、において、いま、まさに、女

ることが明らかになった。また、WHO によって

性のライフコースはドラスティックに変容する

タイプ 1 として分類されているクリトリスの包皮

そのただ中にあるといえる。結婚に関する新たな

のみを切除する方法は、「スナ（sunna）」とよば

動向と、FGM/C に関する動向は関連付けながら

れ、これも新たな選択肢として登場していた。そ

考察していく必要がある。

して、人びとは「スタイル（sitaile）
」と、英語を
マー語化させた言葉を用い、
「スタイル 1」
「
「スタ

3．研究結果・論文執筆状況

イル 2」
「
「スタイル 3」と番号づけしたうえで、3

（1） FC・FGM/C をめぐる選択の多様性と意志

つの施術方法を明確に区別したうえで選択肢と

決定

して確立していることが明らかになった。

現地調査の結果、近年、FC・FGM/C をめぐっ

3 つの選択肢からどれを選ぶのかという意思決

ては、単にこれを行う／行わない、という選択肢

定が、誰によっていかになされているのかについ

だけでなく、行い方、施術方法にいくつもの選択

ては、ケースバイケースだが、本人、母親、祖母

肢がうまれていることが明らかになった。従来通

（父親の母の場合もあるし、母親の母親の場合も

り、女性の成人儀礼として実施する場合には、事

ある）、その他身近かな女性たちが話しながら決

前に長老による祝福を受けた後、清めのための水

めていることが多かった。父親を含む男性はこの

汲みに行き、剃髪し、特別の装身具、衣装を身に

問題にまったく関与していなかった。当該社会に

つけて早朝に何人もの目撃者を動員して施術さ

おいては、特に儀礼の場面における男女の役割分

れる。しかし、近年、従来通りに行う人は減少し

担が明確に規定されているため、男性はたとえ意

ている。人びとは、深夜～夜明け前の時間帯に、

見をもっていても発言する機会がなく、もし意見

特別の衣装など人目につく手続きを省略して、施

を述べる機会があったとしても、「最終的にどの

術のみを受けるようになっているのである。これ

選択がなされたのかを尋ねることは（社会規範上）

は、
「違法行為」となったいま、警察による取り締

できない。これはわれわれ（男性）の問題ではな

まりから逃れるために FC・FGM/C の「隠蔽化」

い」と多くの男性がインタビューで答えた。

が進行しているということである。一方、施術を

ある施術者の女性は「娘自身がどのスタイルが

病院で受けることは、消毒や、出血が止まらなか

いいか、はっきりした意見をもっているケースが

ったときの処置体制が完備しているという点に

多い」と言った。それを裏付ける事例として、同

おいて、一部の人びとから評価されていたが、法

じ父母の姉妹であっても、異なるスタイルを選ん

整備後は、施術を行う医師も取り締まりの対象と

でいたケースもあった。

なったため、病院では断られるようになった。こ

学校教育を受けた女性、とくにプライマリー・

のため、
「医療化」の可能性は閉じられたといえる。

スクール 8 年間を卒業後、セカンダリー・スクー

また、
「隠蔽化」の進行と同時に、施術方法の多

ルに進学している女性たちが「カティカティ」を
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選ぶ傾向があった。また、
「スナ」を選ぶ人は現状

を阻止しようとする人びととの間に亀裂が起き

ではごく例外的だが、それらの人びとは牧畜集落

ていた。FC･FGM/C の問題が、権力や金品の問題

ではなく、町に居住していることが明らかになっ

と重なることにより、まさに「政治化」し、コミ

た。すなわち、スタイルの選択において女性たち

ュニティの信頼関係が脅かされるという事態は、

は、自身の教育レベルや居住地域を考慮しており、

これは廃絶運動家が予期していなかった大きな

国際社会のこの問題に関する主流なディスコー

弊害といえるだろう。

ス（
「安全／危険」
「健康／不健康」
「正しい／誤っ
４．今後の計画

ている」など）はほとんど考慮していない。すな
わち、みずからのアイデンティティを表現するも

FC･FGM/C の施術方法については、女性が自

のとして施術方法を位置づけていることが明ら

ら選択した「スタイル」を結婚相手も認める必要

かになった。
「カティカティ」という新しい切除方

があり、この意味においては、この社会で施術方

法の主体的な選択には、伝統的なやりかたと、新

法を自由に選ぶことと、結婚相手を自由に選ぶこ

しいやりかたの双方に価値を見いだしている新

と（すなわち恋愛結婚化）は強く関連した問題で

しい世代の意志をよみとることができる。

ある。結婚相手の選択方法は、結婚後の女性の家

また、法整備の直接的な効果として、
「行わない」

庭内での発言権などとも関わる問題である。今後

ことを選択した女性もごく例外的だが存在して

は、さらに現地調査を実施してライフヒストリー

いた。この選択をおこなった女性は、町に居住し、

を収集することにより､FC･FGM/C に関する選択

敬虔なクリスチャンであった。

と女性の社会的地位との関連を、1）結婚相手の選
択に関する女性の主体性、および、2）結婚後の女
性 の 経 済 的 権 利 、 に 注 目 し つ つ 整 理 し ､ FC ･

（2） FC・FGM/C をめぐるコミュニティの分断

FGM/C を女性の社会的地位とさまざまな権利の

コミュニティにおいて反 FGM の活動を積極的
に 実 施 し て い る の は 、 ロ ー カ ル の CBO

なかに位置づけるべく考察をすすめていく｡

（Community Based Organization）の設立者や
地方政府の役人、あるいは、国際 NGO が実施す

参考文献

るセミナーで学んだ CHV（Community Health
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1. 平成 30 年度の活動報告

人学生・研究者を自国の高等教育機関に獲得す
るなど、国内外で知の創出を担う人材の育成・

本研究は、アフリカと北欧の高等教育機関に

獲得に貢献してきた。

おける教育・研究パートナーシップが、アフリ
カの高等教育の発展に対してどのような効果

今世紀に入ってからは、持続的可能な発展に

をもたらしているかを明らかにすることを目

向けた国家戦略の検討が先進諸国だけでなく

的としている。これに基づき、平成 30 年度はエ

発展途上国においても行われる傾向が顕著に

チオピアのハワッサ大学（Hawassa University）
、

なったことで、アフリカ諸国においても知識創

ディラ大学（Dilla University）
、ウォライタソド

造や高度人材開発を担う高等教育の強化が主

大学（Wolaita Sodo University）
、アルバミンチ大

要なテーマとなっている。例えば、世界銀行は、

学（Arba Minch University）とノルウェーのベル

2000 年に発表した報告書「Higher Education in

ゲン大学（University of Bergen）の 5 大学間教

Developing Countries」において、高等教育の強

育・研究パートナーシップである「The South

化への舵取りが、21 世紀における発展途上国の

Ethiopia Network of Universities in Public Health

経済発展に向けて極めて重要な要素になると

(SENUPH)」について調査をおこなった。

指 摘 し て い る （ International Bank for
Reconstruction and Development & World Bank,

2．これまでの活動状況

2000）。また、
こうした背景を踏まえ、過年度から本研究で

（1） 研究背景と目的
今日の社会は知識基盤社会と呼ばれ、知の創

は、先進国と発展途上国の高等教育における教

出・発信が、国家の国際競争力を高める重要な

育・研究パートナシップにおいてどのような知

要素となっている。こうした知の国際競争は、

の連携がおこなわれているのかを研究の問い

国際政治学や国際社会学など様々な学問分野

として実証的に分析することを目的としてき

で研究が進められてきたが、その一方で知を巡

た。

る国家間の連携も進められており、その中心的
（2） 研究対象地域

な存在として高等教育における教育・研究パー
トナーシップが注目されている。高等教育にお

平成 30 年度は、その代表的取り組みの１つ

ける教育・研究パートナーシップは、自国の学

である SENUPH に着目した。SENUPH は、アフ

生・研究者を海外の教育機関に派遣して優れた

リカ高等教育において国際化が進んでいるエ

教育・研究環境を提供する一方で、優秀な外国

チオピアとノルウェーの大学による公衆衛生
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分野の教育・研究パートナーシップである。ノ
ルウェーでは 20 世紀後半から発展途上国iに対
図１：NOEHED のフレームワーク

する開発支援をおこなっている。例えば高等教
育の教育・研究分野に関する代表的な取り組み
として、1991 年から 2011 年まで実施された
NUFU（Norwegian Programme for Development,
Research and Education）は、外務省直轄の国際開
発 支 援 機 関 で あ る Norwegian Agency for
Development Cooperation（Norad）と Norwegian
Centre for International Cooperation in Education
(SIUii)を通じて、ノルウェーの大学と発展途上
国の大学との共同研究の推進や大学院課程の
教育・研究活動支援、大学運営および技術スタ
ッフの育成などを支援する助成プログラムで
あ る （ Norwegian Centre for International
Cooperation in Education, 2006）。また、2006 年か
ら 2010 年 ま で 実 施 され た NOMA （ Norad's
Programme for Master Studies）は、発展途上国の
大学での修士課程設置を支援するとともに、修
士課程学生に対する奨学金を提供することで、
現地での専門家人材育成および研究力の向上

出 典 ： Norwegian Agency for Development

を支援する助成プログラムである（Norwegian

Cooperation. 2015

Centre for International Cooperation in Education,
2007）。
今回調査する SENUPH は NOMA と NUFU の

SENUPHは、南エチオピア地方における公衆

両者を統合する形で 2012 年からはじまった

衛生分野に特化しているが、この地方は50以上

NORHED (the Norwegian Programme for Capacity

の民族からなる約1,600万人の人口がおり、エチ

Development in Higher Education and Research for

オピア国内でも人口密度が高いことから、マラ

Development)に採択されている。NORHED の特

リ ア など 感染 症リ スクが 高 い地 域と され る

徴としては、図１の通り、助成プログラム期間

（SENUPH, 2017）。特に近年は、地球温暖化の

中の一過性のパートナーシップでなく、2030 年

影響があり感染症リスクが高まっているとさ

までの短期的な効果と 2050 年までの長期的な

れているが、公衆衛生インフラ整備の遅れや民

効果を見据えて継続的なパートナーシップが

族によっては公衆衛生に関する情報が十分に

見込めるプログラムを採択しており、その意味

浸透していないこともあり、合計特殊出生率が

でより実質的なパートナーシップを選定して

高い一方で、早産や新生児死亡、小児栄養失調

いる点にある。

が深刻な問題となっている（SENUPH, 2017）。
こうした現状を受けて、現地で公衆衛生問題
の改善に取り組む高度専門人材の育成がエチ
オピア高等教育に対する期待としてあげられ
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ている。しかし、南エチオピア地方の高等教育

オピア地方の地域保健局に共有され、公衆衛生

機関ではこうした人材育成を担う大学院課程

の現場で活用していくことが視野に入れられ

や研究機関、教育・研究人材が不足しているこ

ている。

とが大きな課題となっている。これを踏まえ、
3．研究結果・論文執筆状況

SENUPHでは主に以下４つの取り組みを目標と

本調査で得られた知見やデータを含む

して掲げている。

SENUPH の現状と課題、展望については、教育・
① 南エチオピア地方の公衆衛生分野の修士課

研究パートパーシップのフレームワークの視

程・博士課程教育プログラムの質的・量的

点から分析して、今後学術論文としてまとめる

改善

予定である。また、平成 31 年度中に本研究セン

② 博士課程における指導教員の養成

ターから出版予定の書籍「国際貢献と SDGs の

③ 修士課程・博士課程における女子学生のエ

実現 －持続可能な開発のフィールド」の一章
分を担当しており、今回の調査に関連する内容

ンパワーメント

を一部執筆予定である。

④ 南エチオピア地方の大学間ネットワーク形
成による教育・研究の国内連携の促進およ

４．今後の計画

び研究成果の公的機関への共有

高等教育の教育・研究パートナーシップが目
この 4 つの目標に向けて、5 大学において有機

指す包括的な開発は、連携する当事者である

的な役割分担が企図されている。具体的には、

大学関係者や学生などのステークホルダーに

南エチオピアにおける中核的な大学でもあり、

対して恩恵をもたらすだけでなく、その恩恵

すでに公衆衛生学に関する修士課程を設置し

を周辺領域に広く行き渡らせることを目指し

ているハワッサ大学を教育・研究の拠点として

ている。この点において、SENUPH は 2015 年

ベルゲン大学との共同博士課程プログラムを

にスタートして間もないため、その効果を分

設置し、ハワッサ大学とベルゲン大学が教育・

析した文献はまだ出版されていないものの、

研究力の向上に向けた直接的な連携をおこな

現地調査を通じて分かった SENUPH の最大の

う。また、ディラ大学に生殖健康学、ウォライ

特徴は、支援する側と支援を受ける側でプロ

タソド大学に栄養学、アルバミンチ大学に医療

グラムが完結するのではなく、将来的には支

昆虫学の修士課程を設置し、各大学の修士課程

援を受けた大学がその地域の教育・研究にお

を修了した学生がハワッサ大学の博士課程に

ける中心的存在となって支援効果を周辺に波

進学する仕組みをつくることで、南エチオピア

及させ、地域の教育・研究の自立化と現地化を

地方において自立的に公衆衛生分野の高度専

担っていくことが企図されている点にある。

門人材を育成するための教育・研究ネットワー

具体的には、共同博士課程プログラムを通じ

クを形成することを目指す。なお、上記 3 大学

てベルゲン大学から教育・研究に関する支援

の修士課程における専門分野の選定において

を受けたハワッサ大学が南エチオピア地方の

は、SENUPH とエチオピア保健省により、公衆

中心的な大学としてその周辺にある 3 大学と

衛生分野の中でも優先度の高い学問分野を選

の修士課程パートナーシップの推進役を担い、

定しており、現地の状況を反映した実質性の高

ベルゲン大学からの支援の波及効果や研究成

い教育・研究活動の展開が期待されている。ま

果の地域社会への還元、女子学生のエンパワ

た、SENUPH で蓄積された研究成果は、南エチ

ーメントの実現を目指していく。そして、将来
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的には南エチオピア地方で課題となっている

について追加調査をおこなう予定である。

公衆衛生問題の改善に取り組む高度専門人材
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アフリカの都市システムに関する研究
国際共生社会研究センター

研究員

大学院国際学研究科（国際学部）教授
藤本

典嗣

A study on the urban system of the African Continent
集約型復興政策は、2011 年から 18 年まで一貫し

1. 平成 30 年度の活動報告
学会発表として、日本計画行政学会第 41 回全

て継続し、今後も継続すると予測される。

国大会に参加した。この大会テーマは、
「環境・経

2015 年 3 月に仙台で開催された国連防災会議

済・社会の統合的向上と計画行政－SDGs を見す

で、そこで提示された仙台枠組の中で原子力災害

えて－」であり、大会の特別講演で、オイスカ西

は ‘ Technical Disaster ’という、新たなカテゴラ

日本研修センター所長による「国際 NGO・オイ

イズに位置付けられる災害となったが、今後、途

スカ西日本研修センター50 年の歩みと SDGs 実

上国における‘ Technical Disaster ’は、経済成長

現へのとりくみ」と題された講演がおこなわれた。

に応じて、先進国並みに発生確率が高くなると予

全体のテーマが SDGs をテーマとした大会であ

測され、日本の復興政策の経験の応用可能性につ
いても、分析の余地がある。

るために、先進国の経験を、
「エネルギーをみんな
に、そしてクリーンに」という SDGs の目標を、

また、海外現地調査として、2019 年 2 月 20 日

新興国の被災地の復興に応用できないかという

から 27 日まで、アフリカのエジプトを訪問調査

観点もあり、日本の被災地の復興政策の可能性に

した。ここでは、カイロ・アレキサンドリアとい

ついてワークショップを、「福島原子力災害から

った大都市が、グローバル経済・世界システムに

の復興政策と課題-震災から 7 年を経過して」とい

組み込まれながら、その結節点として成長してい

う題目により、コーディネーターとして立ち上げ、

く側面と、対照的に国内の基礎的な国民経済規模

他の４名の発表者と共に、パネリストとして、発

を基盤として、国内の結節点として成長していく

表した。

側面の区分、また、その近年（2000 年代）の変動

本ワークショップでは、震災後から 7 年を経過

について、現地で収集した統計データや、英語圏

した、福島の原子力災害について、その復興政策

で公開されている各種指標をもとに調査をおこ

と課題点を、除染・再生可能エネルギー・農業・

なった。

資料保存の点から、それぞれ論じた。原子力災害
の復興政策の核となる、除染事業という特殊な土

2．これまでの活動状況

木事業が発生しているが、産業構造の変動を量的

（1） 研究背景と目的

側面から捉えると、原発の停止による電気業の大

グローバル都市論においては、先進諸国に本社

幅縮小を代替する形で、除染事業を含む建設業が

を置く多国籍企業や関連の生産者サービスが、他

補っている。除染は、避難と代替の関係にある。

の先進諸国・新興国・途上国に、どの程度、現地

除染が推進される一方で、東電からの賠償を伴う

本社・支社・支部が立地しているかというストッ

避難は縮小され、地域の観点からみても、避難区

クの量的規模から、都市の階層を明らかにする面

域は縮小している。この除染に重点を置く、除染

がある。

143

また、それらのストックを基に、都市間がどの

北米

１６

１１．８％

ように結合しているのか、航空流動・生産者サー

欧州

２４

１７．７％

ビスや多国籍企業の本社や支社の企業内人的流

中近東

１３

９．６％

動などフローの面から都市の結節性（ノード）を

アジア太平洋

５４

４０．０％

明らかにする研究がある。藤本（2017）は、金融

南米

１５

１１．１％

面の量的規模に着目し、世界主要 50 都市（カイ

アフリカ

１３

９．６％

１３５

１００．０％

ロも含む）を対象に比較分析をおこなった。その

合 計

結果、東京をみると、国民経済規模に応じた国内

出所：ATKearney (2018) “ 2018 Global Cities

金融の中枢管理機能立地が集中する一方で、国際

Report ” をもとに作成。

金融の中枢管理機能は、グローバル競争の中で、

注：2018 Global Cities Report の調査対象となっ

新興国の国民経済規模増大・都市国家の地域経済

ている 135 都市を対象としている。

規模の増大により、東京のポジションが相対的に
低下したことを指摘した。

この中で、アフリカ・中近東の都市で、ランキ

持続可能性を考慮する上で、グローバル都市の

ングの対象となっている都市の一覧が表２、表３

成長を、国内要因と国際要因に区分することは、

に示されている。エジプトのカイロは、AT カニー

重要である。一般的に、世界恐慌、アジア通貨危

社が、ランキングを公表しはじめた当初から、ラ

機、リーマンショックなどグローバルな影響を与

ンキングに入っている。

える事象の、変動を受けにくい前者と、逆に大き
く影響を受ける後者とを区分することで、持続可

図表２ アフリカの世界都市

能性について考えていきたい。

都市名

（2） 研究対象地域

Abidjan アビジャ

既存のグローバル都市論の研究枠組みから、エ

ン

ジプトを対象として、カイロ・アレキサンドリア

Accra アクラ※

などの都市の変動と、その要因を、国内外に分け

Addis Ababa アジ

てから考察する。用いるデータは、各種シンクタ
ンク、グローバル都市論のランキングや、OECD、
IMF、エジプト政府が発表する資料である。

Cape Town ケ ー
プタウン

一般的に言われるグローバル都市は、シンクタ

Casablanca

ンクなどの独自の集計によりランキング化され

カサブランカ

ている。シンクタンクである AT カーニー社によ

Johannesburg ヨ

るランキングでは、アフリカと中近東も、それぞ

ハネスブルグ

れ 13 都市で、合計２６都市が調査対象となって

Khartoum

いる。全体に占める比率は、19.2%である。エジ

ハルツーム※

プトは、このうち中近東に含まれている。
地域

グローバル都市の地域別構成（2018）
対象都市数

Alexandria
アレクサンドリア

3．研究結果・論文執筆状況

図表１

ス・アベベ※

比率（％）
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Kinshasa
キンシャサ※

国名

順位

コートジボワール

９０

ガーナ

９２

エチオピア

１０７

エジプト

１１９

南アフリカ

７３

モロッコ

９７

南アフリカ

５３

スーダン
コンゴ

１２
９
１０４

Lagos ラゴス
Luanda ルアンダ
※
Nairobi ナイロビ
※
Tunis チュニス※

ナイジェリア
アンゴラ

８３

の中核・反周辺、２次都市の中核・半周辺と、都

１２

市を４階層に区分しているが、中近東・アフリカ

６

では、この世界都市間結合のネットワークに加わ

ケニア

７６

チュニジア

９６

っている都市は、南アフリカのヨハネスブルグの
みであった。しかし、Taylor, Peter J.（2004）で
は、アフリカ大陸の都市は、７都市が分析対象と
されている。行政・企業・研究機関による諸統計

出所：図表１に同じく。

が整備されてきたという面もあるが、アフリカの
都市自体が、成長してきた面もある。その成長は、

図表３ 中近東のグローバル都市

Abu Dhabi
アブダビ
Ankara アンカラ
Baghdad バ グ ダ
ッド
Cairo カイロ
Doha ドーハ
Dubai
ドバイ
Jeddah ジェッダ
Kuwait City
クウェート
Manama マナーマ
Muscat マ ス カ ッ
ト

国名

順位

成長のように投資主導型であることが戦後のケ
アラブ⾸⻑国

６８

トルコ

７５

イラク

１２１

エジプト

６５

カタール

６３

アラブ⾸⻑国

２８

サウジアラビア

７４

クウェート

成長率と投資の対 GDP 比率をみると、
この中で、アフリカ側の統計を見てみると、表
４に示される通り、投資規模と経済成長の間には
相関関係が見られる。
図表４ 投資と経済成長率の関係
16
14

７７

バーレーン

１００

オマーン

１０９

サウジアラビア

６６

Tehran テヘラン

イラン

９４

ブ

ースでは多いが、アフリカ諸国の 2014 年の経済

12

Riyadh リヤド

Tel Aviv テルアビ

途上国の場合は、国民経済の成長は、NIES の

イスラエル

GDP growth %

都市名

国内的要因と国際的要因によって分けられる。

Equatori
al Guinea

Angola

10

Chad

Sierra
Leone

8
6

São
Tomé
and
Príncipe

4
2
0

0

20

40

60

Investment as % of GDP

５７

出所：OECD(2014)を基に作成。

出所：図表１に同じく。

図表４は、各国別の投資比率に関する統計であ
るが、アフリカ全体で見た場合の、海外からの流

シンクタンクによる都市格付に先行し、
1980 年

入における内訳を表しているのが、図表５である。

代から、世界都市論は、経済地理学分野・都市地

線グラフは、国際収支における収入の対 GDP 比

理学分野で、すでに言及されてきたが、

率を表しているが、この比率は、2006 年の 12.3%

Friedmann（1986)の世界都市仮説では、１次都市
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をピークとして、2014 年には 9.3%と低下してい

たが、今後は、グローバル都市の拠点となってい

る。その点から、国際的要因による経済成長の寄

る国をピックアップし、それらの国家と、都市成

与は横ばい、もしくは若干低下していると読み取

長が、どのように関連しているのかを明らかにす

れるものの、投資の絶対額そのものは、増加して

る、グローバル都市論のアプローチに加え、行政

いる。
2014 年で約 604 億米ドルにのぼっている。

がどのように企業の立地に影響を与えるのかと

ただし、それに近い額で、海外送金（約 671 億米

いう、行政・企業関係論のアプローチからも、ア

ドル）
、ODA（552 億米ドル）も計上されている。

フリカ諸国の都市成長の要因を明らかにしてい

このことから、アジア NIES のように単純に、２

きたい。図表６に今後の計画を記しているが、ア

１世紀の経済成長は、投資主導型とは言えない構

フリカの国家を区分し、エジプト、ナイロビ、南

図がある。

アフリカなどアフリカでは高所得水準の国家に
おけるグローバル都市を対象として、今後の調査

図表 5 アフリカ大陸における海外からの資本流

を進めていく。

入と対 GDP 比率
図表６ 今後の現地調査の計
Current
USD, billion

% GDP

250

第1回

20%

調査時期

調査内容

2019 年 5-8 月

英語・アラビア語文
献調査

18%

200

第2回

16%

150

2019 年 9 月

ル都市（カイロ・ナイ

12%

ロビなど）の現地調

10%

100

査

8%
6%

50

アフリカのグローバ

14%

第3回

2019 年 11 月

学会発表

第4回

2019 年 12 月

発表内容の論文執筆

4%
2%

0

参考文献

0%

・Berhanu Abegaz (2018) “Industrial Development in

-2%

-50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(e) (p)

Africa”, Routledge.

-4%

・OECD (2014) “African Economic Outlook 2014 ”,

Remittances

OECD publishing.

Official development assistance

・Peter J. Taylor, Ben Derudder (2003) “ World

Portfolio investments

City Network: A Global Urban Analysis ”,

Foreign direct investments

Routledge;.

% GDP

・土屋一樹「エジプトにおける海外直接投資と企
業の海外進出」『中東企業の国際事業展開（土

出所：図表 4 に同じく。

屋一樹編）調査報告書』アジア経済研究所。
・藤本典嗣（2017）
「グローバル都市システムにお
ける東京の地位変遷―金融面からの検証を中

４．今後の計画

心にー」
『経済地理学年報（経済地理学会）』
63-4、18-28 。

国民経済レベルで、経済成長の国際性をみてき
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アフリカ・アジアにおけるインフォーマルな都市化に関する研究
国際共生社会研究センター

客員研究員
小野

悠

Research on Informal Urbanism in Africa and Asia
包括的開発が焦点となっている。

1. 研究の背景と目的（はじめに）
現在、アフリカは世界で最も急速に都市化が進

ここで地域住民の居住環境改善の取り組みの前

行している地域である。都市に住む人口の割合は

提となる住民間の関係性を醸成する場としてパ

1960 年にはわずか 15%であったが、2010 年まで

ブリックスペースの役割が期待される。インフォ

に 40%に増加し、2050 年までには 60%になると

ーマル市街地は住民自らの手で自生的に形成さ

予想されている。このような急激な都市化にもか

れたが故に、地域の固有の文化を反映し、人々の

かわらず、都市計画は経済・行政の中心地区や富

暮らしに根ざした空間が形成される場でもある

裕層が居住する住宅地区など都市の一部で機能

（写真 1, 2）
。道路では露天商が商いを営み、路地

しているにすぎない。そのため、正規の土地所有

裏では子どもたちが駆け回り、水汲み場では女性

権がない、あるいは正規の開発許可手続きに則ら

たちの井戸端会議が行われ、広場は葬式や結婚式

ずに開発されたインフォーマル市街地に都市人

の会場となるなど、パブリックスペースでは人々

口の 30～70%が居住している。Berner（2000）

の暮らしに根ざした様々な活動が展開され、住民

によると新規に建設される住宅の 85%が無許可

間の社会的関係性が自生的に生成・進化する場と

であり、アフリカの市街化プロセスの大部分が都

なっている。一般に、政府やデベロッパーによる

市計画の枠外で生じている。また、一般的にスラ

計画や規制がないインフォーマル市街地では、パ

ムと呼ばれる貧困層が居住する劣悪な環境の市

ブリックスペースは開発圧力の下で容易に失わ

街地だけでなく、中高所得層の住まいもまた都市

れると考えるのが自然であるが、実際にはさまざ

計画の枠外で形成されており、アフリカでは社会

まなタイプのパブリックスペースが形成・維持さ

的・経済的階層を超えたインフォーマルな都市化

れ、人々の生活や生業、交流の舞台となっている。

が進行していると言えよう。

これは、パブリックスペースを形成・維持する何

ところで、インフォーマル市街地は未確定な土

らかの制度が、住民間の社会的関係性の中で生

地権利、脆弱な建築構造、道路舗装・水道・排水

成・発達し、機能していることを示唆する。また、

等の基本的な生活インフラ・サービスの未整備な

著者のこれまでの調査経験から、インフォーマル

ど多くの問題を抱えているが、近年、政府やデベ

市街地ではパブリックスペースが確保されてい

ロッパーによる正規の住宅供給が決定的に不足

るものの、自然発生的に生成し、共同体の規範に

する中で、拡大する住宅需要の受け皿として機能

よって秩序が維持されているところ、住民組織が

しているという点においてインフォーマル市街

管理するところ、管理を外部委託しているところ、

地の役割が認められるようになっている。住民主

あるいは、パブリックスペースが計画的に形成さ

体の漸進的な取り組みによる居住環境改善を通

れたものの、ゴミが堆積したり、汚水が溜まるな

じて地域の経済的・社会的水準が向上するような

どして住民の利用が阻害されているところなど、
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2．研究対象地

多様な管理・運営の実態が見られる。

（1）ナイロビの概要

以上から、本研究の問いは、インフォーマル市
街地におけるパブリックスペースがどのように

ケニアの首都ナイロビは東アフリカにおける

形成され、管理・運営されているのか、また、そ

第３次産業の中心地として発展してきた。
1963 年

のようなマネジメント機能がいかなる住民間の

の独立以来、人口増加率は年平均約５%を維持し、

社会的関係性の中で生成・進化してきたのか、と

現在、314 万人（2009 年）の人口を抱える中核的

いう点にある。また、パブリックスペースが人々

な大都市である。同都市は、図 1 に示すよう、中

の生活や生業、交流の舞台となり、人と人との関

高所得層の居住するフォーマル市街地が広がる

係性を醸成するなど空間的媒介としていかなる

西と、低所得者層の居住するインフォーマル市街

役割を果たしているのか、空間が有する社会的機

地が広がる東というように、所得水準に基づいた

能について検討する。本研究は、急激な都市化が

空間的な分離が見られる。とくに住宅地のわずか

進むケニアの首都ナイロビを対象に、インフォー

5.2%を占めるスラムには人口の 55〜60%以上が

マル市街地におけるパブリックスペースのマネ

居住するなど、住宅需要の重要な受け皿になって

ジメントと社会的機能の実態を明らかにし、両者

おり、50,000 人/㎢を超す極めて高密度な住環境

の関係性を検討することを目的とする。その上で、

を形成している。

パブリックスペースのマネジメントのあり方の

（2）ムクル・クワ・ンジェンガの概要
本研究では、ナイロビの主要なインフォーマル

示唆を得たい。

市街地のひとつであるムクル・クワ・ンジェンガ
を調査対象地として選定した（図 1）
。ナイロビ中
心部から約 18km に位置し、現在、面積 1 ㎢に約
15 万人が居住しているとされる。植民地期は白人
入植者が所有する大規模農場であったが、後に政
府が買収して産業地区となり、大部分の土地が
1980 年代に民間個人に売却された。購入者の多
くは投機目的で土地を所有し、開発を行わずに放
置していたため、就業機会や手頃な住まいを求め
て農村からやって来た人々が占有を始めた。
写真 1 子どもたちの遊び場

ムクル・クワ・ンジェンガは８ビレッジで構成
される。1950 年代に居住が始まったサイザルに
続いて 1990 年代にはミリマニ、ベトナム、ゾー
ン 48（北部）が、1998～2000 年にかけてジュア
カリ（ベトナム内）
、ゾーン 48（南部）
、リアラ、
ワペワペ、モトモト、MCC の開発が始まった。こ
れらの中にはトタンでできた掘建小屋が雑然と
立ち並ぶビレッジもあれば、コンクリート造高層
集合住宅が整然と立ち並ぶビレッジもあり、異な
る開発形態が混在する。ナイロビでは一般的に土
やトタンでできた仮設の建物が立ち並ぶ市街地
はスラムと呼称されるが、ムクル・クワ・ンジェ

写真 2 家事をしながら井戸端会議
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図 1 調査対象地の概要
ンガ内には一般的に呼ばれるところの“スラム”

b.パブリックスペースの抽出

だけでなく、コンクリート造の恒久的な建物が立

道路、路地、広場、オープンスペース、水場、市

ち並ぶ“都市的な”市街地も混在している。本稿

場といったパブリックスペースを抽出する。

では、これらを正規の開発手続きを経ていないと

（2）パブリックスペースのマネジメントに関す

いう点からまとめてインフォーマル市街地とし

る実態把握

て研究対象地とする。

調査地において、

（1）で抽出した個別のパブリックスペースにつ
いて、住民リーダーや近隣住民、パブリックスペ
ースの管理・運営者に対して下記項目のヒアリン

3．調査概要

グを行い、マネジメントの実態を明らかにする。
a.形成経緯

本調査は執筆段階で未実施のため、予定してい

パブリックスペースが形成された経

る調査内容について記述する。まず、調査期間は

緯を把握する。宅地の残地として自然発生的に生

2019 年 2 月 5 日〜10 日の 6 日間、調査は以下に

成したのか、あるいは、計画的、意図的に形成さ

示すように (1)パブリックスペースの抽出、(2)パ

れたのか。また、誰がどのような形で形成に関わ

ブリックスペースのマネジメントに関する実態

ったのか。関連する文献資料や航空写真も用いて

把握、(3)パブリックスペースの社会的機能に関す

形成経緯を明らかにする。

る実態把握、(4)まとめ、の順に進める。

b.土地所有の所在

（1）パブリックスペースの抽出

有者を明らかにする。法的な所有者のみならず、

a.形成経緯の把握

法的な所有権を持たず土地を占有する者につい

調査地の形成経緯を把握する

ても把握する。

ため、住民リーダーへのヒアリングを行う。
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パブリックスペースの土地所

c.管理・運営方法

パブリックスペースがいかに

を有するアフリカ都市やアジア都市のインフォ

日常的または非日常的に管理・運営されているの

ーマル市街地においても同様の調査を実施する

かを明らかにする。管理・運営者の属性・活動目

ことで、インフォーマルな都市化が進むアフリ

的、管理・運営の内容（清掃や排水、盛り土など）
、

カ・アジアにおけるパブリックスペースのマネジ

管理・運営費の調達方法について具体的かつ詳細

メントと社会的機能の関係性を体系的に明らか

に明らかにする。

にし、インフォーマル市街地の包括的開発に向け

（3）パブリックスペースの社会的機能に関する

た空間的媒介としてのパブリックスペースのあ

実態把握

り方の示唆を得ることができると考える。

（1）で抽出した個別のパブリックスペースにお
ける日常的または非日常的な利用や交流の実態
について把握を行い、空間が有する社会的機能を

参考文献

明らかにする。

1) Berner, E.: Learning From Informal Markets:

a.日常的な利用

Innovative Approaches to Land and Housing

パブリックスペースを利用する

Provision, 2000

個人またはグループに対して利用行動に関する

2) 小野悠, 城所哲夫: インフォーマル市街地にお

アンケート調査を実施し、空間の利用実態を把握

ける開発形態の特質 ナイロビのインフォーマ

する。
b.日常的な交流

さらに、パブリックスペースを

ル市街地における空間マネジメントに関する

利用するグループに対しては、グループおよびそ

研究（１）, 日本建築学会計画系論文集, 第 83

のグループ内の人に対してグループの属性（民

巻第 743 号, pp.83-91, 2018

族・出身州・性別・来訪距離・居住年数・住宅タ

3) 梶原悠, 城所哲夫: アフリカ都市におけるイン

イプ）
、グループ間の関係性（他に何グループ利用

フォーマル市街地の形成と土地制度の特質に

しているか・周囲のグループの認知・周囲のグル

関する研究 -ナイロビ、ルサカ、ダカールを事

ープとの会話の有無）に関してアンケート調査を

例に-, 日本都市計画学会学術研究論文集 48-3,

実施し、交流場所としての空間の特徴を把握する。

pp.225-230, 2013.10

c.非日常的な利用

本稿の第 2 章は文献 2 及び文献 3 に加筆・修正し

地域の祭りや葬式、結婚式、

たものである。

選挙活動、宗教活動など、オープンスペースの非
日常的な利用について、住民リーダーや近隣住民
にヒアリングを行い、一年を通じてどのような利
用があるのかを把握する。
（4）まとめ
最後にまとめとしてパブリックスペースのマ
ネジメントと社会的機能の実態についてそれぞ
れ特徴と傾向を把握した上で、両者の関係性につ
いて類型化を行い、パブリックスペースマネジメ
ントのあり方に資する知見を得る。
４．今後の展開
今年度はナイロビのインフォーマル市街地で調
査を実施するが、異なる都市化動向や歴史的背景
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東洋大学国際共生社会研究センター管理運営要綱
平成14年要綱第17号
平成14年５月９日
公示
平成14年４月１日
施行
改正
改正
改正
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。
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私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の概要
1.

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

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

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

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

研究期間及び支援措置

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

研究費

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

・補助率：2 分の 1 以内
4

事業の採択について

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