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― 新構想 ―

アジア・アフリカにおけるグローバル化時代の国際貢献を目指して
国際共生社会研究センター長

東洋大学国際共生社会研究センター（以下「セン

地域も加え、グローバ

究高度化推進事業であるオープン・リサーチ・センター

的発展を社会インフラ

ター」）は、平成13年度に文部科学省の私立大学学術研

整備事業のスキームで東洋大学大学院国際地域学研究科
に設置され、20年度まで8年間にわたって活動を行って

きました。21年度は同事業の実施期間終了に伴い一時活
動を休止していましたが、22年度からセンターの活動計

北脇

秀敏

ル化時代に即した内発
の充実を通して実現す
る普遍的手法の開発を
目指しています。

センターは常勤教員

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

からなる研究員、国内

は、センターのこれまでの知見や経験を活かし拠点形成

れ、3つのテーマがあります。これらの組織を中心に、

て採択され26年度まで実施して参りました。27年度から

外からの客員研究員、研究助手、事務局員等から構成さ

を拡大させていく活動計画が再採択され、さらに5年間

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

センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにお

予定です。また国内に向けた市民や実務者むけの公開講

の予定で新たに始動したところです。

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「研究拠点を形成する研究」の観点からア
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う予定です。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ます。研究
対象地域も従来から活動してきたアジア地域にアフリカ

行う国際シンポジウム／ワークショップを毎年開催する
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います。
さらにアジア・アフリカにおける内発的発展や国際貢献
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
います。今後センター関係者一同、一丸となって使命の
実現のために努力して行きたいと思いますのでよろしく
お願い申し上げます。

国際シンポジウム

日時：2015年12月11日㈮
12：30 開場

「グローバル化時代の国際貢献」
■講演題目・講演者

会場：東洋大学 白山キャンパス 井上円了ホール
都営地下鉄三田線「白山」駅A3出口から徒歩５分、
東京メトロ南北線「本駒込」駅1番出口から徒歩５分

決定次第 HP に掲載いたします。
URL:http://www.toyo.ac.jp/site/orc/

プログラム
13：00〜 開演
17：00〜 レセプション
☆入場無料
※お申し込み：事務局宛にお名前、ご所属、お電話番号、ご出席（シンポジウム・レセプションの別）を添えてお申込みください。

E-mail : cesdes@toyo.jp

TEL/ＦＡＸ 0339457747（火・木・金の９：00〜17：00）

−1−

東洋大学国際共生社会研究センターの概要
別紙：本構想の概要

東洋大学国際共生社会研究センター（以下セン

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

ター）においては研究プロジェクト「アジア・アフリ

・地域に根ざした内発的発展に関する海外共同研究拠点（10ヶ所程度）
・研究成果を踏まえたODA案件の実施
・書籍やニュースレター等の刊行物や国際シンポジウム等による情報
発信とODA事業、NGOや企業活動における活用
・RA雇用学生の国内外での第一線での活躍

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」が文部科学省「平成27年度私立大学戦
略的研究基盤形成支援事業」に採択され平成27～31年
度の5年間研究を行うこととなりました。その概要は以
下のとおりです。

途上国における
社会形成の
人材育成研究

研究目標……………………………………………………

途上国における
社会・経済基盤
形成の研究

ビジネスによる
持続可能な
社会形成の研究

実践的研究

センターにおいては、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)
現地大学

の実施に向けた国際貢献のあり方に関する研究と実践

（アフリカ）

とを行うことを目標としています。このため、研究対

東洋大学国際共生社会研究センター
・アジアに加え、アフリカも対象
・国際貢献活動の実施
・途上国政府との連携の強化
・国際ビジネスの推進
・東洋大学の活動との連携

現地大学
（アジア）

象地域も従来から活動してきたアジア地域にアフリカ

民間企業
（岩崎電気、
サラヤ等）

地域も加え、グローバル化時代に即した内発的発展を

（ABEｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ
等）

社会インフラの充実を通して実現する普遍的手法の開
発を目指しています。

東洋大学
留学生

客員研究員
（国内外）

援助機関
（JICA等）

NGO
（ﾌﾞﾘｯｼﾞｴｰｼｱ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ等）

東洋大学
在外事務所
（タイ、インド、
マレーシア等）

内発的発展
書籍「国際開発と内発的発展」
国際開発学会審査委員特別賞

研究内容……………………………………………………

共生社会

国際シンポジウムの開催

図１

研究内容は大別すると「社会・経済基盤形成の研

国際ワークショップの開催

ニュースレターの発行（和英）

研究の体系

究」（特にこのための国際貢献）「社会形成のための
人材育成研究」（特にアフリカを中心に幅広い分野）

学の専任教員からなる研究員ならびに研究員と協力し

「ビジネスによる持続可能な社会生成の研究」（特に

て研究を行う外部の客員研究員、本学大学院博士後期

持続可能なビジネス）の3つのテーマから成り立ってい

課程院生によるリサーチ・アシスタントからなる研究

ます。個別の研究においては相互に関連するとともに

組織を構成しています。研究員とその各々の研究テー

早期の解決が迫られている具体的な課題を取り上げ関

マについては本ニュースレター6ページに表で示してい

係機関などとの連携により実践的な成果をあげること

ますのでご覧ください。さらに海外における研究拠点

としています。研究テーマ毎の内容については本

として本学の海外事務所を活用するとともに新たにア

ニュースレターの中で紹介しています。これまでの経

フリカに海外拠点を形成することとしています。また、

緯と研究内容を整理したものを本ページ右上の図１に

センターの活動の評価、助言のための外部専門家から

示しています。

なる評価委員会を設置するとともに、研究活動の支援

研究組織……………………………………………………

や研究成果の社会への還元などを実施するためのセン

センターにおいては、研究の実施のためにセンター

ター事務局を設置しています。次ページ左上の図２に

長兼プロジェクトリーダー（北脇副学長）のもとに本

センターの組織の概要を示しています。
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評価委員会

研究成果の社会への還元…………………………………

センター長

センターにおいては上に述べたようにその研究目的
から見て研究成果の社会への還元が重要です。このた
め、研究の実施において実際に成果を活用していただ

事務局

ける国内外の関係機関、大学、民間などと密接な連携
【国際貢献】

【持続可能なビジネス】

【アフリカ】

テーマコーディネーター
研究員

テーマコーディネーター
研究員

テーマコーディネーター
研究員

客員研究員

客員研究員

をはかり、その中で直接成果の社会への還元をはかる

海外拠点

とともに、さらに成果を広く社会に還元するためホー
ムページの作成や本紙をはじめとするニュースレター

客員研究員

の刊行（いずれも和英両方）、国際シンポジウムの開
図２

研究組織

催などの行事、刊行物の発刊などを行います。

国際貢献
東洋大学国際共生社会研究センター（以下「セン

テーマコーディネーター

松丸

亮

援手法をとれば発展メカニズムを促進できるのか？」、

ター」）は、平成13年度に設置されて以来、「アジア

「開発促進に必要な人材をどのような枠組みで育成し

開発途上地域における内発的発展支援手法の開発」と

ていくのか？」などについて、現場での活動を基本に

いう研究テーマのもと、国際社会、特に開発途上国に

研究をしていきます。また、同時に、具体的な国際貢

おける課題解決を目指した研究を続けてきました。

献プロジェクトも行っていきたいと考えています。

平成27年からは、「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」
をテーマに研究を行なっており、「国際貢献」がサブ
テーマの一つとなっています。
「国際貢献」サブテーマでは、センター設立以来積
み上げてきた研究成果をベースに、「その成果を広く
展開し、いかに国際貢献に結びつけるか」ということ
について研究をしていきます。
具体的には、これまでの研究で明らかになった、環
境配慮型の発展メカニズムや、内発的発展のための手
法などをベースにさらに研究を進め、「どのような支

台風ヨランダで家を失った人が暮らす仮設住宅での聞き取り調査風景

持続可能なビジネス

テーマコーディネーター

島川

崇

開発途上国が貧困や格差等の社会的な問題を解決し、 できるビジネスを創発することが求められています。
内発的かつ持続可能な発展を遂げるためには援助漬け

しかし、現状では先進国へ利益が還流してしまうス

の状態を作り出すのではなく、地域にその利益を還元

キームを導入し、貧困から脱却できない事例が多く報
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告されています。ここで、学の立場として産学連携で
ビジネス創発の研究をするにあたり、ただ産業側の意
向に沿う形での研究を推進するのではなく、真に開発
途上国にその利益を還元することが求められています。
そのビジネスを一過性のものにするのではなく、持続
可能に発展できるためには、産業側、先進国側に倫理
と社会的責任を問い続けなければなりません。そこで、
ビジネスセクターでは、所属全研究員がそれぞれの研
究フィールドの中で、特に観光開発の現状においての
倫理と社会的責任を統一テーマとして研究を推進して
いきます。

モーリシャス

イル・オ・セルフの海岸

普通、旧植民地が欧州人のリゾート地として観光開発される場
合、最高の美しさを誇るビーチは最も力のあるディベロッパーに
よって最高級のホテルが誘致され、そのホテルのプライベートビー
チになるのが常であるが、モーリシャスにおける最高のビーチであ
るイル・オ・セルフには敢えて最高級ホテルは建設されず、地元の
人々と観光客双方に開放されている。

アフリカ

テーマコーディネーター

志摩

憲寿

アフリカのいまをどのように読めばよいでしょうか？
近年の比 較 的 好 調な経 済成長や活発な民間 投 資の動
向から明るい未来を描く人もいます。例えば、英・エコノ
ミスト誌は、ヨハネスブルグやケープタウン、カイロ、ナイ
ロビ等は世界で 最も成長する4 0 都市に含まれると報じ
ています。しかしながら、格 差の拡大は深刻です。国連
ハビタットによると、世界で最も不平等な5都市にヨハネ
スブルグ、アジスアベバ、ナイロビといったアフリカ都市
があげられています。都市だけを見てもこの状況です。
それでは、アフリカの将来をどう考えればよいでしょ
うか？ 答えは2点に集 約されると思います。まず、個別
分 野ではなく分 野横 断的なアプローチが 求められるこ
と、そして、机 上の 理 論 ではなく現 場 の 知 恵 から解を
見出すことでしょう。それはいまや自明のことかもしれ
ませんが、言うは易し行うは難しでもあります。まずは、
開 発・貧 困・国 際 関 係・水・衛生・高等 教 育・まちづく
りを入り口として、一歩でも進みたいと思います。

例えば、スラムの問題。単なるインフラ整備では何も解決できず、むし
ろ、傷口を広げることもある。ナイロビ・キベラ地区（写真）もその一例。

【海外研究報告】

2015年 ネパール地震3か月後の被災者の生活状況調査
松丸

亮・眞子

岳

ネパール連邦民主共和国（ネパール）は、ヒマラヤ山

い。ネパールは、世界でも地震が多い国の一つで、過去

脈中央部の南半を占め、面積は約14万k m 2、人口は約

には、1934年の地震（M8.4）で、１万人以上の死者が

2,663万人で、首都のカトマンズには歴史的建造物も多

でたとされている。
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たが、病原性大腸菌は確認されなかった。

2015年４月25日、11時56分（現地時間）、ネパール
中央部のゴルカ地方を震源とするMw7.8の地震が発生し

◆飲料水の貯水のためにテント内で蓋付きのバケツを
用いているが、大腸菌群汚染が確認された。

た。ゴルカはカトマンズから約77km離れているが、カ
トマンズでも歴史的建造物を中心に大きな被害が出た。

◆水道施設が被災し、仮復旧による水供給が確認でき

また、その後の断続的な余震（M4からM6クラス）と

た。早期の本格的な復旧が求められるが、安定的な

それによる被害を含め、死者約8,790人、負傷者約

水供給の確保のため、乾期の水不足解消に向けた取

22,300人、60万棟以上の家屋が全壊したとされている。

り組みを同時に行うことが望まれる。
今後は、調査結果をさらに詳細に分析するとともに、

研究員が現地調査を行った2015年８月初旬時点でも、
多くの人々がキャンプや仮設の住宅で生活を続けてい

必要に応じて追加の調査を行い、被災後の適切な水供

た。被災直後の生活は、生活再建に向けた第一歩とし

給手法や衛生環境確保にかかる提案を行っていく。

て重要な時期であるが、キャンプや仮設住宅での生活
では生活環境が悪化する場合が多く、その環境を良好
に保つことが課題となっている。被災後３か月の段階
における被災者の生活や衛生環境を水使用という点に
着目して調査を行い、調査を通じて明らかになった水
供給や水質などの課題について、今後論文執筆を行う。
現地調査は、2015年８月４日から９日にかけて、カ
トマンズ周辺およびシンドゥパルチョーク郡において
実施し、被災の状況の確認、被災者に対する聞き取り
（被災からの経緯、水使用形態等）、飲用水および家

チョウタラの被災状況調査

屋貯水機内の水質（大腸菌群及び大腸菌）の実測を
行った。結果の概要は以下の通りである。
◆在来の工法で建築された建物に被害が顕著である。
しかし、構造が同様なものであっても被害の大きさ
が異なる。都市部と農村部では被害の様相が異なり、
壊滅的被害を受けている農村も有る。
◆被災者のキャンプ地では、複数の世帯が同一のテン
トに居住する場合は、同等のカーストでまとまって
いる。カーストによる差別等が確認されたため、
カーストを考慮した適切な支援が必要である。

カトマンズにおける避難キャンプ地

◆水使用形態についてみると、調査期間が雨期であっ
たことから、山岳部の被災地では水資源が豊富であ
るため、水供給に問題は見られなかった。一方、都
市部のキャンプ地では、雨期においても時間制給水
を実施しており、乾期には慢性的な水不足になって
いることが明らかになった。
◆キャンプ地における水供給は、NGOや国際機関によ
るものと政府による公共水道からの二通りが確認で
きた。どちらの水からも多くの大腸菌群が確認され
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ゴンガブ地域における被災現場の調査

研究テーマ・メンバー紹介

上段左から
中段左から
下段左から

坂元､ バレスカス、松丸、藤稿、徳江、松行、久留島、ラーマン、劉、片山
花田、藪長、荒巻、岡本、杉田、金、眞子
堀、岡村、島川、北脇、金子、志摩、大野（敬称略）

2015年4月現在

センター長
北脇 秀敏
国際貢献（テーマコーディネーター：松丸 亮）
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
荒巻 俊也
アジア途上地域における交通インフラに関する研究
岡村 敏之
途上国農村の地域社会と組織化に関する研究
岡本 郁子
途上国の環境衛生と国際貢献に必要な適正技術に関する研究
北脇 秀敏
開発途上国において防災およびよりよい復興を推進するための施策および支援方法に関する研究
松丸 亮
開発途上国における適正技術を用いた水・衛生に関する研究
眞子 岳
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
マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス
社会福祉の開発・発展に関する研究
藪長 千乃
持続可能なビジネス（テーマコーディネーター：島川 崇）
ニューツーリズムの開発手法に関する研究
金 承珠
観光の社会的責任
島川 崇
環境保全型ツーリズムの開発手法に関する研究
藤稿 亜矢子
途上国のホスピタリティ産業に関する研究
徳江 順一郎
交通インフラ経営の効率化に関する研究
堀 雅通
アフリカ（テーマコーディネーター：志摩 憲寿）
アジア・アフリカにおける内発的発展に関する研究
坂元 浩一
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
アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究
杉田 映理
途上国と先進国間における高等教育連携に関する研究
花田 真吾

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

〒112-8606
東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス８号館７階
E-Mail: cesdes@toyo.jp
URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc/
Tel/Fax 03-3945-7747（火・木・金の9：00～17：00）
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