
－ 1－

　東洋大学国際共生社会研究センターは、国際シンポ
ジウム「グローバル時代の国際貢献」（共催：東洋大
学学術研究推進センター、東洋大学大学院国際地域学
研究科、後援：独立行政法人国際協力機構（JICA））
を2015年12月11日、東洋大学井上円了ホールにて開催
しました。
　本年の国際シンポジウムは、今年度より新たに採択
された、文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支援事
業「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」のキックオフシン
ポジウムとして位置づけられたもので、新たな研究活
動のテーマおよびキーワードである､「国際貢献」､
「持続可能なビジネス」､「アフリカ」に関連する3名
の専門家を学外からお招きし､「グローバル時代の国際
貢献」とはどのようなものかについて、それぞれの専
門分野からご講演をいただくとともに、参加者との議
論を行うことを目的として開催したものです。シンポ

ジウムには、本学の学生も含め、延べ820名以上の参加
をいただきました。
　なお、各講演者の講演概要は以下の通りです。
「センターの新しい活動について」
北脇秀敏（東洋大学副学長、国際共生社会研究センター
センター長）
北脇副学長からは、国際共生社会研究センターのこ

れまでの活動の振り返りと、今年度より採択された事
業「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」について、そのコ
ンセプト、研究内容、研究員、年次活動計画などの説
明がありました。
「持続的開発目標（SDG）とこれからの日本の国際貢献」
加藤　宏（独立行政法人国際協力機構　理事）
　JICAの加藤理事からは、2015年 9月に国連で採択さ
れた持続的開発目標（SDG）と SDG時代の日本の国際
協力について、「SDGという枠組み」、「国際的な潮流」､「日
本の将来」、「大学の役割」という 4つの論点からご講
演をいただきました。
　講演は、SDGや日本の国際協力という話にとどまら
ず、SDGの交渉過程における国際場裏での話や様々な
具体的な動きなどにおよぶ大変興味深い内容のもので
した。シンポジウムには多くの学生が参加していまし
たが、このような情報に触れる機会の少ない学生に
とって、貴重な講演となったと思います。
「アフリカにおけるNGOの活躍、人道支援という視点から」
柴田裕子（特定非営利活動法人ジャパン・プラット
フォーム　海外事業部長）
柴田氏の講演は、国際貢献のアクターとしてますま

す重要性を増しているNGOについて、特にジャパン・
プラットフォームが専門としている人道支援の視点と

国際シンポジウム会場の様子

≪国際シンポジウム開催報告≫

グローバル時代の国際貢献
テーマコーディネーター　松丸　亮
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アフリカという切り口からのものでした。ジャパン・
プラットフォームが行っている支援とその特徴、人道
支援の特徴とその中でのNGOの役割といったことに加
えて、アフリカ・スーダンの支援現場について、支援
に実際に携わっている方ならではの臨場感あふれる講
演をいただきました。
「持続可能な観光開発～エチオピアの事例から～」
アセファ　テメスガン　カサフン（株式会社JTB総合
研究所　研究員）
島川　崇（東洋大学国際共生社会研究センター　研究
員、国際地域学部　准教授）
　この講演は、島川准教授がこれからの持続可能な観
光開発に向け、観光地化することのメリット、デメ
リット、観光による地域の持続的発展のチェックポイ
ントなどの問題提起を行い、その問題提起に対してア

セファ氏がエチオピアの観光地での具体例を通して答
えるという形で進められました。具体的な事例を示し
ながらの議論は、アフリカにおける持続的なビジネス
としての観光をどう進めていくかという更なる議論の
きっかけになったと考えています。
　前述のように、今回の国際シンポジウムは、「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」という新たなセンタープロ
ジェクトのキックオフという位置づけでしたが、3つの
講演はその目的を果たすに十分な幅広いものであった
と考えています。このシンポジウムをきっかけに、研
究活動、フィールドでの実際の国際貢献活動、ビジネ
スが活発化していくことを期待するところです。
　最後に、共催やご後援を頂いた各機関、講演者の皆
様、参加頂いた皆様に改めて感謝を申し上げます。

　2016年１月８日、東洋大学白山キャンパス・スカイホール
にて、国際ワークショップ “Sustainable Development 
and Internat iona l Cont r ibut ion for A f r ican 
Countries” を開催いたしました。
　本ワークショップは、センターにおけるアフリカ研
究の論点を探ることをねらいとするもので、アフリカ
開発銀行アジア代表事務所より、横山正氏（所長）、
遠藤衛氏（次席、広報・パートナーシップ）、崔有那
氏（渉外・広報官）をお招きし、センター研究員や学
内留学生・日本人学生、学外者を含む35名を超える参
加者を得ました。
　ワークショップは、北脇センター長による開会挨拶に続
き、遠藤氏による基調講演 “Sustainable Development 
for African Countries: From the perspective of the 
AfDB” を頂きました（写真1）。
　遠藤氏は、まず、世界的に取り組むべき開発目標
「持続可能な開発目標」を概観した上で、様々な切り
口からアフリカ経済の動向を整理しつつ、アフリカに
おける持続可能な開発における論点を提示し、アフリ
カ開発銀行の「Ten Year Strategy（2013-2022）」と
持続可能な開発との接点を解説して下さいました。さ
らに、アフリカ開発銀行の組織概要や近年の取り組み

も紹介されました。　
　基調講演に続く質疑応答では、経済、水・衛生、高
等教育、住宅などアフリカの持続可能な開発に関する
幅広い分野にわたる議論が交わされ、センターにおけ
るアフリカ研究のみならず、参加した学生・研究者ら
にとっても大変有益な知見が得られました。
　センターでのアフリカ研究は、本ワークショップの
成果や研究員の個別研究を有機的に連携し、現地大学
とも共同しつつ、本格始動いたします。

≪国際ワークショップ開催報告≫
Sustainable Development and International Contribution 

for African Countries
テーマコーディネーター　志摩　憲寿

写真1　遠藤氏による基調講演
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ハーモニー氏による基調講演

　2016年1月30日、125記念ホールにて持続可能なビジ
ネスチームの国際ワークショップが開催されました。
今回は国連世界観光機関（UNWTO）アジア太平洋セ
ン タ ー の ハ ー モ ニ ー ・ ラ ム 課 長 を お 迎 え し て 、
「Responsible Tourism」と題して基調講演をいただい
たのち、参加者全員でディスカッションを行いました。
　本学では、国際観光学科が経済産業省の「サービス
経営人材育成支援事業」の採択を受けて「産学連携観
光人材育成プログラム」が実施されていますが、今回
のワークショップはそのプログラムとの共催で行われ、

国際共生社会研究センターと観光人材育成プログラム
の双方から15名の参加がありました。
　基調講演の中でハーモニー課長は、UNWTOの紹介
および世界の観光の動向を概観したのち、世界で観光
の果たしている役割が増加していることを主張されま
した。その一方で深刻な環境破壊など観光には負の側
面もあり、その負のインパクトをできるだけ低減する
よう、持続可能な観光への取り組みが求められている
ということを述べられました。
　UNWTOとしては持続可能な観光を実現するために
17の目標を設定し、それを実現するために、世界観光
倫理憲章を制定しました。観光が社会的に責任を果た
していくためには、この持続可能性を実現することに
加え、障がいの有無に限らずだれでも観光ができるこ
と（Accessible Tourism）も重要であるとの見解を述
べられました。その基調講演を受けて時間いっぱいま
で活発な質疑応答が展開されました。
　国際観光学科は1年後に学部化をすると同時に
UNWTOの賛助会員となることを目指して現在鋭意準備
をしています。センターとしても今後UNWTOとのさら
なる国際連携を構築していければと考えております。

　筆者は、2015年12月25日から29日までナイジェリア
の経済首都ラゴスに滞在した。砂漠に近い北部にはイ
スラム国（IS）への忠誠を誓うボコ＝ハラムがいて、
女子生徒200人を誘拐したことで有名である。
　日本ではそのような報道だけが取り上げられて、イ
スラムに対する嫌悪感が生じているようである。しか
し、現地を訪問してわかったことは、南部のラゴスで
は町を上げてクリスマスを祝っているのである。車で
走ると、道路の真ん中や建物の入り口や上に、白人の

サンタや雪だるまの人形が沢山ある。
　英国から里帰りした男性の話では、アブジャに近い
中部地域では、キリスト教徒とイスラム教徒の婚姻が
進み、お互いの祝祭を両教徒が祝うのである。家族の
中に両方の信者が沢山いるというのである。彼の故郷
は、外務省の海外安全情報では渡航中止勧告が出てい
る。
　内発的発展を考える場合、このような社会状況をさ
らに詳しく調べていく必要がある。ナイジェリアは

≪国際ワークショップ開催報告≫

Responsible Tourism for Sustainable Development
テーマコーディネーター　島川　崇

【海外研究報告】

テロ相次ぐもクリスマスを祝うラゴス
研究員　坂元　浩一
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に示すことを合意した。　　　　　　　　　　　　　

　同会議初日には150を超える国の首脳が参集するとい

う前例なき政治的モメンタムの高まりの中で開始、同

会合ファビウス議長：仏外務大臣は、各国と緊密な対

話を進め常に透明性と公平な参加機会を確保して慎重

に進行を行うなど、卓越したリーダーシップの下で各

国の信頼感を確保し、今般の合意に至ったものである。

３．パリ協定の意義と今後の展望　

　同協定の重要な点は、地球の平均気温上昇を2℃未満

との目標のみならず、1.5℃未満に向けて努力する旨を

決め、各国の目標や行動を5年ごとに提出・見直しを行

う仕組みとして構築したこと、そして、排出削減のみ

ならず、適応、損失と被害、技術移転、能力構築、資

金供与などについて、先進国の責任や役割はもとより、

途上国の役割についても適切に盛り込んだ包括的な協

定となっている。しかしながら、目標達成自体に拘束

力はかからないため、各国の主体的な行動とその強化

１．COP21パリ合意までの動向
　世界のCO₂排出量は急激に増加しており、産業革命

前のCO₂大気中濃度280ppb(0.028%)は、現在既に

400ppbと約1.5倍となっている。これらは、中国・イ

ンドをはじめ急速に発展するアジアなどの発展途上国

の増加が顕著である事等によるもので、今後の地球温

暖化対策の鍵でもある。

　一方、わが国においては、東日本大震災による原子

力発電所の停止などにより、既に批准していた京都議

定書の遵守はなされたものの、発電部門における化石

燃料の比率は約90％と、今後の対応において困難な局

面にまさに立っている。

　現状の上記国際スキームは、1997年京都で開催され

た第3回気候変動枠組条約締約国会議COP3で採択され

た。これは、先進国全体のCO₂など温室効果ガス排出

削減義務を、2008年～2012年の期間中に、1990年に

比べて少なくとも5%削減するものである。

　その後、2009年コペンハーゲン開催COP15では、産

業革命以降の気温上昇2℃以内に抑える合意がなされ、

2011年南アフリカ・ダーバン開催のCOP17では、全て

の温暖化ガス主要排出国に削減努力を、さらに2013年

ワルシャワ開催COP19で、各国削減目標は自主的に定

める新たな枠組みを、2015年までに交渉を終え2020年

に発効するものとされた。

２．COP21パリ会合について
　第21回国連気候変動締約国会議COP21は、2015年

11月30日から12月12日（１日延長）で開催、2020年

以降の新たな枠組みとし、京都議定書以来となる「パ

リ協定（Paris Agreement）」を採択、法的拘束力を持

つものとし途上国も含め全ての国が削減目標を自主的

１億７千万人の大国、やっと政治が安定してきたので、
日本の輸送器メーカーが再度生産を開始した。また、
食品会社も進出を決めた。大都会ラゴスとその未来都
市、輸出加工区を視察した。

　ナイジェリアではアフリカ全体の英語文献を、また
前後に降機したパリでは、フランス語圏アフリカの文
献を収集した。帰国後に、2016年の展望に関する小論
を書くことができた。

【海外研究報告】

COP21 パリ参加報告 —COP3 京都からの道程と方向—

客員研究員　久留島　守広

写真１．COP21パリ会合・会場入口
（出典：12月3日筆者撮影）
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八女コースイベントの様子　著者撮影

実施したアンケート調査を分析し、「持続可能な観

光」の観点から八女コースを活かした地域活性化の可

能性や改善点を提示すると共に八女コース開発や運

営における地場産業など地域住民の参加を「内発的発

展」の視点から調査を進めていきたい。

　平成27（2015）年11月29日、九州オルレ八女コース

一周年イベントに参加し、イベント参加者を対象に八

女コースの満足度や再訪問意図等に関するアンケート

調査を行うと共に、八女コースの運営・管理している

八女市観光推進課の担当者と聞き取り調査を行った。

オルレとは韓国の済州島の方言であり、「家に帰る細

い道」を意味する言葉で、済州島では2007年から済州

オルレという済州島の海岸沿いの自然や文化に触れな

がら歩くトレッキングコースのことで現在26コースの

済州オルレコースがある。各コースは平均15kmであ

り、コース周辺にあるお店を利用し食事や休みをとる

ことで観光客の消費が地域の還元につながる仕組みづ

くりを考慮したものである。平成26（2014）年まで8

年間の済州オルレ訪問者は約564万人で済州オルレの年

間景観価値は350億ウォンだと推定されていて、済州島

を代表する観光資源となっている。九州では東日本大

震災の影響などにより、激減した韓国人旅行者数を回

復させるための新しい取り組みとして平成23（2011）

年8月に一般社会法人九州観光推進機構が済州オルレと

業務協定を結び「九州オルレ」を立ち上げた。

　今回の現地調査では八女コースの訪問者が観光名所

や地場産業に触れることができるようにルートが設定

されていたことやイベント参加者を対象に地域特産品

をお土産として配るなど地元PR活動も行われていたこ

とが分かった。今回のイベントの参加者は募集定員を

上回るほどの盛り上がりを見せたと担当者は言う。

　しかし、コースを歩く途中に立ち寄った地域のお店

で買い物をする参加者は少なく、コース終点ではすぐ

帰る参加者が多いように感じられた。今回、八女市の

オルレコースの参加者を対象に参加満足度、再訪問意

図、八女コースにおける消費活動等を主な内容として

九州オルレにおける地域活性化の取り組みに関する調査報告
—八女コースを事例に—

研究員　金　承珠

に委ねられることになる。ただし、各国は政策措置を

実施すること及びその進捗を5年毎に評価する仕組みは

義務付けられ、今後の低炭素社会構築へ向けた方向性

は明確である。今後は、このための技術革新が何より

望まれており、本分野を主導するわが国の責務は益々

大きくなると思われる。
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イレ直後に手洗いが実施可能であることが外部観察に
よりわかった。なお、手洗いや家計等の各因子との相
互関係、洗浄剤の評価、手指汚染度測定結果について
は分析中である。
　一方、都市スラムでは、以前よりも住民の政府機関
に対する不信感が募っており、都市スラムにおける聞
き取り調査が十分に実施出来なかったため、今回の調
査では村落部を中心に行った。村落部では住民の方々
が快く調査に協力してくださり、多くの情報とデータ
を取得することができた。

〒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）

●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

お問い合せ先

　2015年12月９日から約10日間に亘り、カンボジア国
の首都プノンペン市を拠点に水利用状況と手洗い状況
に関する現地調査を実施した。調査対象地域はプノンペ
ン市ブーディン地区（以下、都市スラム）およびカンダール
州ルー村（以下、村落部）であり、各地域で無作為に聞き
取り対象世帯を選定した。カンボジアにおける手洗い状
況は水利用状況、水供給設備、経済状況により左右され
ると予想し、調査内容は「手洗い洗浄剤の種類」､「手洗
い行動」､「手洗いに用いる水供給設備」､「洗浄剤への
評価」､「家計支出額」に関するアンケートを用いた聞き
取り調査、GPSとレーザー距離計による手洗い場、トイレ、
調理場等の位置測定、キッコーマン（株）製のルミテスタ
ー機器（手指上ATP測定器）およびルシパックペン（手指
上ATP測定材）による手指汚染度測定であった。
　その結果、村落部の多くの世帯では洗浄剤（液体石
鹸、固形石鹸、食器用洗剤）の保有がみられたが、手
洗いには洗濯用洗剤や食器用洗剤を利用する世帯が多
かった。また、手洗いに用いる水供給設備については、
井戸水、河川水、雨水、簡易水道水を混合貯水した水
がめを利用する世帯が多く、僅かに手動ポンプ付井戸
と敷地に設置された簡易水道を利用する世帯がみられ
た。また、トイレに合設の貯水槽がある世帯では、ト
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