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「これまでの成果と今後の展望」 

東洋大学国際共生社会研究センター 

センター長 北脇 秀敏 

 

1. センターの経緯 

東洋大学国際共生社会研究センターは、文部科学省の私立大学学術研究高度

化推進事業であるオープン・リサーチ・センター整備事業として平成 13 年度に

当初 5 年間の予定で国際地域学研究科に設置された。その 5 年間に開発途上国

（タイ、バングラデシュ、東ティモール、ベトナム、カンボジア、フィリピン、

ウズベキスタン、中華人民共和国内モンゴル自治区等）や日本国内各地のフィー

ルドにおける調査研究、ニュースレターの発行による情報発信、公開講座や海外

の著名人を招いての国際シンポジウムの開催、研究員の分担執筆による書籍の

発行など多角的な研究活動を続けて来た。平成 18 年度から活動継続が同省より

認可された。平成 22 年度からセンターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略

的基盤形成支援事業として採択され 26 年度まで実施してきた。平成 27 年度か

らは、センターのこれまでの知見や経験を活かし拠点形成を拡大させていく活

動計画が再採択され、さらに 5年間の予定で新たに始動した。以下、便宜的に平

成 13 年度～17 年度を「第一期」、平成 18 年度以降から終了に至る 20 年度まで

を「第二期」、平成 22 年度～26 年度までを「第三期」、平成 27 年度から終了に

至る平成 31 年度までを「第四期」と称してその活動を紹介する。 

 

2．センターの目標と研究プロジェクト 

 センターの活動内容については発足当初から「研究者の養成、高度専門職業人

の養成、研究成果の公開」を目標に第一期・第二期を通じて一貫した活動を行っ

て来ている。第三期からは、これに加えて、「研究拠点形成」を新たな目標とし

活動している。研究プロジェクト・研究グループに関しては第一期、第二期にお

いて当初の目的を達したテーマや、新しくニーズが生じた研究テーマ等を考慮

して第三期に大きく改変を行った。その概要を以下に示す。 

 センター発足時の第一期には研究プロジェクト 3本を設定した。すなわち「プ

ロジェクト１：アジア大都市圏地域を対象とした定住環境の形成・整備」、「プロ

ジェクト２：環境共生社会論の体系化」、「プロジェクト３：地域開発データベー

スと計画作成・評価支援シミュレータの開発・整備」を平行して研究を進めてき

た。 

これに対し第二期ではよりセンターの活動の統合性を持たせるためにプロジ

ェクトを１本とし、新たなプロジェクト「環境共生社会の形成方策とその新たな
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展開」の下に課題・研究グループを置いた研究体制としている。すなわち第一期

の３つのプロジェクトを「課題１：環境共生社会の形成方策の研究」として集約

し、これまでの研究路線を継承してさらに深く研究している。課題１の中には環

境共生社会形成手法の基礎的な研究を行うグループと、個々の課題を応用的に

研究するグループに分けて効率的な研究を進める体制をとっている。これに加

え、第二期の新課題として「課題２：国際共生社会形成のための新たなパラダイ

ムに関する研究」を設定し、複雑さを増す国際社会において対応を迫られる重点

要支援段階の国々や重点要支援地域に関する研究を行っている。すなわち昨今

の世界情勢から必要性が増している「紛争集結国などの変遷・移行期における共

生社会実現のための研究」に加えて「重点要支援地域における共生社会実現のた

めの研究」においてアフリカ地域の支援や途上国の農村開発に関する研究を行

った。 

平成 21 年度は同事業の実施期間終了に伴い一時活動を休止したが、平成 22

年度になり、センターの活動計画が文部科学省の私立大学戦略的基盤形成支援

事業として採択され、５年間の予定で新たに始動した。新たな研究テーマは「ア

ジア開発途上地域における内発的発展支援手法の開発」であり、このテーマのも

と「研究拠点を形成する研究」の研究観点からアジア諸国を中心とする国内外の

研究拠点の形成と連携とに重点を置いた活動を行った。より具体的には、開発途

上国を自立的に発展させるためには先進国からの外部援助に頼る構造から脱却

し、途上国内部の人的・物的資源を活用した内発的発展の考えに基づくことが重

要であり、第三期センターはその支援手法を開発・実践することを主目的とし

た。第三期センターには常勤教員からなる研究員、国内外からの客員研究員、研

究助手、事務局員等から構成され、３つの研究サブグループがあった。これらの

組織を中心に、センターでは途上国開発等の専門家を海外から招聘して行う国

際シンポジウム／ワークショップを毎年開催し、また国内に向けた市民や実務

者むけの公開講座の開催、研究プロジェクトの情報発信を目的とした和英ニュ

ースレターの発行、年次報告書の発行を行った。最終的には、アジアにおける内

発的発展の現状に関する書籍の刊行や海外拠点における内発的発展支援の実施、

研究成果の社会への還元などを実施した。 

第四期センターは新たな研究テーマ「アジア・アフリカにおける地域に根ざし

たグローバル化時代の国際貢献手法の開発」のもと「研究拠点形成する研究」の

観点からアジア・アフリカ諸国を中心とする国内外の研究拠点の形成と連携と

に重点を置いた活動を行う。さらに途上国協力においてポスト MDG の新たな指

標となる、持続可能な開発目標（SDG)の実施に向けた国際貢献のあり方に関する

研究と実践とを行うことを目標としている。研究対象地域も従来から活動して

きたアジア地域にアフリカ地域も加え、グローバル化時代に即した内発的発展
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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。 

・平成 16 年度は研究員の構成に変化なし。 
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・平成 17 年度末をもって 2名（古田、佐々木）任期終了。 

・平成 18 年度に国際地域学専攻から 3名（吉永、張、中挾）追加 計 16 名。 

・平成 19 年度に国際観光学専攻から 2名（堀、東海林）追加 計 18 名。 

・平成 20 年度に国際観光学科から１名（松本）追加 計 19 名。 

・平成 22 年度に国際地域学専攻から 1名（稲生）追加 計 20 名。 

・平成 23 年度末をもって 2名（秋谷、川澄）退職。平成 24 年度に国際地域学専

攻から 1名（岡村）、国際地域学部から 1名（眞子）追加。 

・平成 24 年度末をもって 2 名（松園、吉永）退職。平成 25 年度に国際地域学

研究科より松丸、藪長、国際観光学科から 1 名（金）追加 計 21 名。 
・平成 25 年度末をもって 2 名（金子、薄木）退職。平成 26 年度に国際地域学

研究科より志摩、中島、国際観光学科から 1 名（藤稿）追加。 
・平成 26 年度のメンバーは以下の通り。国際地域学研究科より荒巻、安、池

田、稲生、岡村、北脇、久留島、坂元、髙橋、張、バレスカス、藤井、国際地

域学部より眞子、国際観光学科より薄木、島川、古屋、堀、金 計 19 名。 
・平成 27 年度からは以下の通り、メンバーを再構成した。国際地域学研究科

より荒巻、岡村、岡本、北脇、バレスカス、松丸、藪長、志摩、坂元、杉田、

島川、藤稿、徳江、堀、国際地域学部より花田、眞子、金 計 17 名。 
 

（３） 研究助手 

 研究助手は 1名を常時採用している。過去の採用者は以下の通りである。 

・平成 14 年 4 月～平成 14 年 9 月：薬袋奈美子（平成 14 年 10 月より福井大学

工学部建築建設工学科） 

・平成 15 年 4 月～平成 16 年 3 月：國分圭介（平成 16 年 4 月より国際経済労働

研究所） 

・平成 16 年 4 月～平成 17 年 3 月：近藤久洋（平成 17 年 4 月より東京国際大学

国際関係学部） 

・平成 17 年 4 月～平成 19 年 3 月：伊藤徹哉（平成 19 年 4 月より立正大学地球

環境学部講師） 

・平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月：松本尚之（平成 20 年 4 月より本学国際地域

学部助教） 

・平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月：高林陽展（平成 21 年 4 月より学術振興会特

別研究員） 

・平成 22 年 8 月～平成 25 年 3 月：高林陽展（平成 25 年 4 月より清泉女子大学

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） 
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（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 

 

（５）招聘外国人研究員 

 センターが海外の研究者との研究ネットワークを構築するために毎年外国人

研究員を１名招聘している。招聘者は以下の通り。 

・平成 15 年度：バングラデシュ工科大学（バングラデシュ）の Dr. Mafizur 

Rahman（環境工学部準教授） 

・平成 16 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms. Yasmin 

Suriansjah（建築学部上級講師） 

・平成 17 年度：ディリ大学（東ティモール）の Mr. Martin Benjamin（土木工

学科専任講師） 

・平成 18 年度：パラヒャンガン・カソリック大学（インドネシア）の Ms. 

Bernadetta Kwintiana Ane（工業技術学部上級講師） 

・平成 19 年度：社会労働とコミュニティ開発調査相談センター（ベトナム）の

Ms. Ay My Tran（上級職員） 

・平成 20 年度：ベトナム国立大学情報工科大学（ベトナム）の Dr. Nguen Phi 

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 
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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 

 

（６）客員研究員 

 センターでは第二期より積極的に客員研究員を任命し、共同研究を行ってい

る。平成 18 年 10 月には（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在

員である片山恵美子氏を客員研究員に任命した。平成 19 年までに招聘した外国

人研究員（６を参照）に加え、ベトナム国立大学情報工学大学の Dr. Nguyen Phi 

Khu（科学運用・国際協力学部長）を任命した。 

 第三期においては、研究拠点形成の目的の下、客員研究員の積極的な任命を行

い、（特活）ブリッジエーシア・ジャパンのホーチミン駐在員である片山恵美子

氏、横浜国立大学教育学部准教授松本尚之氏、バングラデシュ工科大学教授 M.M.

ラーマン氏等を平成 22年度に客員研究員に任命した。平成 23年度においては、

大阪大学学際融合教育研究センター准教授松行輝昌氏、寧夏大学講師蔵志勇氏、

本学博士号取得者周慶生氏を任命した。平成 24 年度においては、本学博士号取

得者其其格氏、劉励敏氏を任命した。平成 25 年度においては、本学客員教授金

子彰氏、本学博士号取得者劉蘭芳氏を任命した。平成 26 年度においては、早稲

田大学博士後期課程清水由賀氏を任命した。 

 第四期の初年度である平成 27 年度は、金子彰（東洋大学元教授）、松行輝昌

（大阪大学准教授）、Md. Mafizur Rahman（バングラデシュ工科大学教授）、久留

島守広（東洋大学国際地域学部客員教授）、劉蘭芳（東洋大学博士後期課程修了）、

永井恵一（東洋大学国際地域学部国際観光学科産学連携観光人材育成プログラ

ム開発チーム研究員）、島野涼子（横浜国立大学博士課程後期修了）、矢田部暁

（（一財）国際観光サービスセンター主任研究員）を任命した。 

 

（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。
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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。詳細は第二部年度研究報告の通りである。 

 

（３）研究成果の公表 

①シンポジウムの開催 

 平成 14 年度～20 年度に各年１回ずつ開催してきた当センター主催の国際シ

ンポジウムは、国際共生社会に関する理解を深める場として定着している。平成

22 年 12 月にはセンター活動再開記念シンポジウム「アジアの内発的発展のため

に」、平成 23 年 10 月には、国際シンポジウム「観光と内発的発展：持続可能な

観光地づくりを目指して」を開催した。平成 24 年 7 月には「アジア地域におけ

る震災復興と内発的発展」を開催した。平成 25 年 7 月には「ソーシャルビジネ

スと内発的発展-カンボジアと世界の経験から-」を開催した。平成 26 年 10 月

10 日には、国際シンポジウム「国際開発と内発的発展」を開催。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。 
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。 

③ワークショップ・公開講座の開催 

 センターの研究内容を広く一般に紹介するためのワークショップや公開講座

を毎年開催してきた。第三期初年度である平成 22 年度には、平成 23 年 1 月に

「都市整備のグリーン化に関するワークショップ」を開催した。同年 9月には、

フィリピン・セブ市において「アジアのコミュニティー開発」、同年 10 月には国

際ワークショップ「観光と内発的発展：持続可能な観光地づくり」を開催した。

本年度は、平成 24 年 7 月にワークショップ「アジア地域における災害復興と国

際協力」、平成 25 年 1 月 29 日に「研究拠点ネットワーク化のためのワークショ

ップ」を開催し、前者では自然災害からの内発的な復興支援方法の開発を、後者

では国際的な研究拠点のネットワーク化について知見を深めた。平成 25 年 7 月
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20 日にワークショップ「ソーシャルビジネスと内発的発展」、平成 26 年 1 月 28

日に昨年度に引き続き「研究拠点ネットワーク化のためのワークショップ」を開

催した。平成 26 年 10 月 11 日に国際ワークショップ「国際開発と内発的発展」

を開催した。平成 27 年度 1 月 8 日に国際ワークショップ“Sustainable 

Development and International Contribution for African Countries”を実

施、平成 28 年 1 月 29 日には国際ワークショップ“Responsible Tourism for 

Sustainable Development”を開催した。 

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。 

⑤ニュースレターの発行 

 センター発足当初より、センターの研究報告やシンポジウム等の案内のため

にニュースレターを和文と英文で交互に作成し、国内外の専門家等にセンター

の活動内容を紹介している。 

⑥ホームページの運営 

 センターの活動を紹介・公表する目的で平成 14 年度にホームページを立ち上

げ、第四期の初年度にあたる平成 27 年度は、英文サイトを構築、全面的にリニ

ューアルを行った。 

 

（４）センター活動の外部評価 

 センターでは学内外の有識者に委嘱し、外部評価委員会を組織している。評価

委員会は年１回開催され、センターの運営に対してアドバイスを行う諮問機関

としてその任に当たってきた。 
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Ⅱ．研究組織 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18





20 
 

東洋大学 国際共生社会研究センター研究員（2016 年２月５日現在） 

 

 

 名前 Name 専門分野／Profession 連絡先 
国際貢献（テーマコーディネーター：松丸亮） 
 

 荒巻 俊也 
Shunya ARAMAKI 

都市環境工学 
Urban and Environment Engineering 

aramaki@toyo.jp 
 

 岡村 敏之 
Toshiyuki OKAMURA 

都市計画 
Urban Planning 

okamura@toyo.jp 
 

 岡本 郁子 
Ikuko OKAMOTO 

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

ikuko.okamoto@gmail.com 
 

 北脇 秀敏 
Hidetoshi KITAWAKI 

途上国協力環境協力 
Environmental Cooperation for Development Countries 

kitawaki@toyo.jp 
 

◎ 松丸 亮 
Ryo MATSUMARU        

災害マネジメント  
Disaster Management 

matsumaru@toyo.jp 

 眞子 岳 
Gaku MANAGO 

国際地域学 
Regional Development Studies 

manago@toyo.jp 

 

マリア・ロザリオ・ピケロ・

バレスカス 
Maria Rosario Piquero- 
BALLESCAS 

ジェンダー論、移民論 
 
Gender, Migration 

maria@toyo.jp 
 

 
藪長 千乃 
Chino YABUNAGA 

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

yabunaga@toyo.jp 
 

持続可能なビジネス（テーマコーディネーター：島川崇） 
 

 金 承珠 
Seung Joo KIM 

国際観光 
International Tourism Situations 

kim069@toyo.jp 
 

◎ 島川 崇 
Takashi SHIMAKAWA 

観光学 
Tourism Study 

shimakawa@toyo.jp 
 

 藤稿 亜矢子 
Ayako TOKO 

自然環境学 
Natural Environmental Studies 

toko@toyo.jp 
 

 徳江 順一郎 
Jun-ichiro TOKUE 

ホスピタリティ・マネジメント 
Hospitality Management 

tokue@toyo.jp 
 

 堀 雅通 
Masamichi HORI  

交通経済学 
Transport Economics 

m-hori@toyo.jp 
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注） ◎ テーマコーディネーター 

 名前 Name 専門分野／Profession 連絡先 
アフリカ（テーマコーディネーター：志摩憲寿） 
 

 坂元 浩一 
Koichi SAKAMOTO 

開発経済学 
Development Economics 

ksaka@toyo.jp 
 

◎ 志摩 憲寿 
Norihisa SHIMA 

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

n-shima@toyo.jp 

 杉田 映理 
Elli SUGITA 

開発人類学 
Development Anthropology 

sugita_e@toyo.jp 
 

 
花田 真吾 
Shingo HANADA 

比較・国際教育学 
International Comparative Education 

hanada@toyo.jp 

客員研究員 
 

 金子 彰 
Akira KANEKO 

客員研究員 
Visiting Research Fellow 

akirak48@gmail.com 

 久留島 守広 
Morihiro KURUSHIMA 

客員研究員 
Visiting Research Fellow 

kurushima@toyo.jp 

 島野 涼子 
Ryoko SHIMANO 

客員研究員 
Visiting Research Fellow 

rykmyc26@gmail.com 

 永井 恵一 
Keiichi NAGAI 

客員研究員 
Visiting Research Fellow 

nagai174@toyo.jp 

 松行 輝昌 
Terumasa MATSUYUKI 

客員研究員 
Visiting Research Fellow 

terumasa.matsuyuki@gmail.com 

 矢田部 暁 
Satoru YATABE 

客員研究員 
Visiting Research Fellow 

satoru.yatabe@gmail.com 

 劉 蘭芳 
Ranho LIU 

客員研究員 
Visiting Research Fellow 

liuyang11032007@hotmail.com 

 
Md. Mafizur Rahama 客員研究員 

Visiting Research Fellow 
mafizur@gmail.com 

RA/Research Assistant 
 

 貫 久望子 RA 
Research Assistant 

kumiko.nuki0915@gmail.com 

 Hoang Le QUAN RA 
Research Assistant 

hoanglequan@yahoo.com 

 Thapa SAKHILA 
 

RA 
Research Assistant 

sakirahkt_t@yahoo.com 

 井上 常史 
Tsuneshi INOUE 

RA 
Research Assistant 

inouetsu@f8.dion.ne.jp 

事務局/Secretary 
 

 板倉 由利子 
Yuriko ITAKURA 

事務運営 
Secretary 

cesdes@toyo.jp 
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Ⅲ．平成 27 年度活動記録 
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平成 27 年度活動記録 
 
1. 国際シンポジウムの開催 

テーマ：グローバル化時代における国際貢献 
日 時：2015 年 12 月 11 日 
会 場：東洋大学白山キャンパス井上円了ホール 
講演者： 
 北脇 秀敏（東洋大学副学長、国際共生社会研究センター長、国際地域学部教授） 
 加藤 宏（独立行政法人国際協力機構 理事） 
 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） 
 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（国際共生社会研究センター 研究員、東洋大学国際観光学科 准教授） 
 
参加者：約 820 名 

 
2. 国際ワークショップの開催 

(1) テーマ：Sustainable Development and International Contribution for African  
        Countries 
日 時：2016 年 1 月 8 日 
会 場：東洋大学白山キャンパススカイホール 
講演者：横山正（アフリカ開発銀行アジア代表事務所 所長） 

遠藤衛（アフリカ開発銀行アジア代表事務所 次席 広報・パートナー 

シップ） 

ユナ・チェ（アフリカ開発銀行アジア代表事務所 シニア渉外・広報官） 

参加者：37 名 

 
(2) テーマ：Responsible Tourism for Sustainable Development 

日 時：2016 年 1 月 29 日 
会 場：東洋大学白山キャンパス 125 記念ホール 
講演者：Ms. Harmony LAMM（Deputy Manager, World Tourism Organization 

(UNWTO) Support Office for Asia and the Pacific） 
参加者：21 名 
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3. 調査・研究活動 
(1) 松丸 亮 

平成 27 年 8 月 4 日～10 日 
目的：ネパール被災者の生活状況調査 
場所：ネパール 

 
(2) 眞子 岳 

平成 27 年 8 月 4 日～10 日 
目的：ネパール地震 3 か月後の生活状況調査 
場所：ネパール 

 
(3) マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス 

    平成 27 年 10 月 31 日～11 月 3 日 
    目的：コミュニティー構築に関する研究 
    場所：山梨県甲府市 
 

(4) 松丸 亮 
    平成 27 年 11 月 28 日～29 日 
    目的：国際開発学会 学会発表 
    場所：新潟大学 
 

(5) 眞子 岳 
    平成 27 年 11 月 28 日～29 日 
    目的：国際開発学会 学会発表 
    場所：新潟大学 
 

(6) 金 承珠 
    平成 27 年 11 月 28 日～29 日 
    目的：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 
    場所：福岡県 

 
(7) 久留島 守広 

    平成 27 年 12 月 3 日～7 日 
    目的：COP21 パリ会合の参加 
    場所：フランス 
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(8) 貫 久望子 
    平成 27 年 12 月 9 日～18 日 
    目的：水利用状況と手洗い状況に関する現地調査 
    場所：カンボジア 
 

(9) 坂元 浩一 
    平成 27 年 12 月 22 日～31 日 
     目的：アフリカの内発的発展に関する現地調査 
     場所：フランス・ラゴス（ナイジェリア） 
 

(10) 眞子 岳 
平成 27 年 12 月 23 日～31 日 

    目的：中央乾燥地域における水供給調査 
    場所：ミャンマー 
 

(11) 島川 崇 
    平成 28 年 1 月 22 日～29 日 
    目的：観光の持続可能性に関する研究 
    場所：モーリシャス 
 

(12) 島野 涼子 
平成 28 年 2 月 11 日～16 日 

目的：障害者支援に関する研究 

場所：スリランカ 
 
(13) マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス 

平成 28 年 2 月 17 日～3 月 10 日 
    目的： コミュニティーディベロップメントに関する研究 
    場所：フィリピン 

 
(14) 岡村 敏之 

    平成 28 年 2 月 20 日～3 月 1 日 
    目的：都市交通に関する研究 
    場所：オーストラリア 
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(15) 北脇 秀敏 
    平成 28 年 2 月 20 日～28 日 
    目的：拠点形成のための現地調査 
    場所：ケニア 
 

(16) 金子 彰 
平成 28 年 2 月 20 日～28 日 

    目的：拠点形成のための現地調査 
    場所：ケニア 
 

(17) 松丸 亮 
    平成 28 年 2 月 20 日～28 日 
    目的：拠点形成のための現地調査 
    場所：ケニア 
 

(18) 眞子 岳 
    平成 28 年 2 月 20 日～28 日 
    目的：拠点形成のための現地調査 
    場所：ケニア 
 

(19) 久留島 守広 
平成 28 年 2 月 24 日～29 日 

    目的：世界再生エネルギー会議への出席 
    場所：オーストリア、ドイツ 
 

(20) マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス 
    平成 28 年 3 月 14 日～19 日 
    目的：コミュニティー開発に関する研究 
    場所：台湾 
 

(21) 高松 宏弥（研究協力者） 
    平成 28 年 3 月 14 日～19 日 
    目的：コミュニティー開発に関する研究 
    場所：台湾 
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Ⅰ．国際貢献 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

１．活動概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





平成 27 年度国際共生社会研究センター 活動概要 
 

国際貢献 活動概要 
 

国際共生社会研究センター テーマコーディネーター 
大学院国際地域学研究科（国際地域学部）教授 

松丸 亮 
 
1. はじめに 
東洋大学国際共生社会研究センター（以

下「センター」）は、平成 13 年度に設置さ

れて以来、「アジア開発途上地域における内

発的発展支援手法の開発」という研究テー

マのもと、国際社会、特に開発途上国におけ

る課題解決を目指した研究を続けてきた。 
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

なっている。又、筆者がコーディネーターを

務める「国際貢献」がサブテーマの一つとな

っており、このサブテーマでは、センター設

立以来積み上げてきた研究成果をベースに、

「その成果を広く展開し、いかに国際貢献

に結びつけるか」ということについて研究

をして行く計画である。 
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について、「どの

ような支援手法をとれば発展メカニズムを

促進できるのか？」、「開発促進に必要な人

材をどのような枠組みで育成していくの

か？」などについて、現場での活動を基本に

研究をして行く予定である。また、同時に具

体的な国際貢献プロジェクトも行っていき

たい。 

本年度は、採択初年度であるため、各研究

員は、これまでの研究成果をもとに、今後の

研究計画を立案するとともに、研究成果を

学会等で積極的に発表した。各研究員の研

究状況については、本報告書の各研究員か

らの報告部分に具体的に示されている。さ

ら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た。 
 

2. 各研究員の研究テーマと研究活動 
①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」のテー

マに研究をおこなっている。 
開発途上地域では、水、衛生、廃棄物など

生活環境の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環境問題への対応も

同時に考えていく必要がある。さらに、行政

側からのトップダウン的なアプローチに加

え、地域住民の意思を考慮したボトムアッ

プ的なアプローチのもとに問題を検討して

いくことも求められている。 
このような課題に対し、これまでの研究

では、都市化が進む途上国郊外地域を対象

とし、水道などの水供給インフラを対象に
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した検討を行ってきている。 
今後も当面は、水供給を対象に研究を進

め、住民のオーナーシップやコモンズに対

する意識を高めつつ、コミュニティ固有の

水源を多元的に活用した水利用システムを

デザインするための実践的な方法論を開発

することを目指すが、将来的には、コミュニ

ティにおける廃棄物管理やリサイクル、

Waste-to-Energy などのエネルギー利用等も

研究の視野に入れている。 
②岡村敏之 研究員 

岡村研究員は「途上国の都市公共交通シ

ステムの構築－インフォーマル交通を取り

込んだ交通体系」をテーマに研究を実施し

ている。 
開発途上国では、パラトランジットをは

じめとする「インフォーマル交通」が、多く

の問題（例えば、道路混雑の原因、低い安全

性など）を指摘されながらも都市内の公共

交通手段として重要な役割を果たしている

ことが多い。 
本研究では、途上国の都市内の公共交通

手段として重要な役割を果たしている「イ

ンフォーマル交通」が抱える問題を解決す

る方策の提示し、さらには、インフォーマル

交通を「フォーマル化」し、既存の都市公共

交通体系を補完するものとして活用した、

新たな「都市交通体系」の構築に向けたロー

ドマップを示すことを目指している。研究

対象は、これまで研究を行ってきた東南ア

ジア諸都市に加え、主に東アフリカ諸国の

都市へ展開を考えている。 
③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。 

農村開発の実践の場において、住民の「参

加」の重要性が重視されるようになってか

ら久しいが、その中身には住民が主体的に

参加するものから極めて受動的なものまで

大きな幅が存在し、その有効性はプロジェ

クトの対象・分野・具体的内容や象とする地

域社会の特性にも規定される。 
そのため、本研究では、地域社会の特性を

生かした住民の組織化とはどのようなもの

なのか、そしてそれを実際にいかに開発実

践につなげていくにはどうすべきかを明ら

かにすることを目的とし、こうした分析を

通じて、草の根レベルでのより効果的な国

際貢献に資することを目指すものである。 
④北脇秀敏 研究員 
北脇研究員は、「ミャンマーにおける研究

は、本報告書では述べていないが」をテーマ

に研究を行っている。 
中央乾燥地域において水供給と衛生、さ

らに電化に関する研究を行ってきた。中央

乾燥地域では、水源は 300m 掘った深井戸、

もしくは雨期に貯まった池の水である。地

下水は中央乾燥地域では有料であり、池の

水は降水量によるものなので持続的ではな

いため、持続可能な水供給手法を模索して

いる。 
中央乾燥地域において水供給と衛生、さ

らに電化に関する研究を行ってきた。中央

乾燥地域では、水源は 300m 掘った深井戸、

もしくは雨期に貯まった池の水である。地

下水は中央乾燥地域では有料であり、池の

水は降水量によるものなので持続的ではな

いため、持続可能な水供給手法を模索して

いる。 
⑤眞子岳 研究員 
眞子研究員は 「アジアにおける適正技
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術を用いた水と衛生に関する研究」をテー

マに研究を行っている。 
開発途上国における課題解決には、BOP

ビジネスやソーシャルビジネスという手法

の導入が有効であるとの認識の下、これま

で、ミャンマー、カンボジア等で研究を行っ

てきており、今年度は、ネパール、ミャンマ

ーでの調査を行ったが、特に、ネパールの調

査は、これまで対象としてこなかった自然

災害による被災者を対象としたものであり、

被災という特殊な状況、宗教上の問題とい

った、研究課題として新たに取り組むべき

課題がみえてきた。 
今後は、研究対象地域をアフリカ地域に

も広げ、水資源が限られた地域における水

供給について調査研究を、宗教学、社会学、

文化人類学など分野横断的な視点から実施

してきたい。 
⑥マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス 
バレスカス研究員は Women and Their 

Sustainable Engagement for Sustainable 
Development in Asian and African 
Households and Communities をテーマに

研究を行っている。 
持続的開発は、将来の世代に負担をかけ

ることなく現在のニーズを満たす開発とさ

れ、社会・経済・環境と密接に関係している

とされている。女性の役割も重要視されて

おり、持続的開発には女性の全面的参画が

必要ともされている。そのような認識の下、

近年では、女性の生活や教育において、大き

な改善や進展が見られているところである

が、例えば、所得の面での男女間格差が依然

として解消されていない等、残された問題

も多い。 
本研究では、持続可能な開発や貧困削減

を目指し、政策、成功事例などから、女性の

参画を促進するための要因について、アジ

ア・アフリカ地域を中心に明らかにする。さ

らに、先行研究において確認された女性の

参画事例についても追跡調査を行い、その

成否を確認する。  
⑦松丸亮 研究員 
松丸は「防災・災害復興分野における国際

貢献手法に係る研究」をテーマに研究を行

っている。 
途上国に顕著な状況として、都市への人

口集中と、それに伴う災害に対して脆弱な

土地への居住、慢性的な資金不足による対

策や復興の遅れがある。途上国で災害が発

生すると、壊滅的な被害になり、被災者は人

的資源と物的な資産の両方を同時に失うこ

とになり、災害から立ち直るのが非常に難

しくなるため、政府からコミュニティの全

てのレベル、および、関連する方面から強化

することが課題である。 
本研究では、自然災害を対象とした防災

と災害からの復興分野において、開発途上

国が自律的に防災に取り組めるような形を

目指す上での支援方策を明らかにすること

を目的とし、特に、政府レベルの能力強化、

コミュニティ防災活動の定着化、より良い

復興に向けた被災者支援、観光地を対象に

持続的なビジネスに資する防災について研

究を行っていく予定となっている。 
⑧藪長千乃 研究員 

藪長研究員は「脱商品化・脱家族化指標を

用いた家族政策分析試論－発展途上国に応

用可能な比較分析方法の開発に向けて－」

をテーマに研究を実施している。 
近代以降の社会福祉は、社会・経済の発展

のなかで慈善事業や博愛事業が課題と範囲
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を拡大し、次第に社会全体の生活問題との

かかわりを広げていく過程の中で発展して

きた。そのため、福祉国家の発展経路やその

背景要因の分析と類型化に関する研究は、

ヨーロッパや北米を中心とする先進諸国に

おいて、多くの蓄積があるが、途上国に関す

る研究はそれほど進んでいない。 
本研究は、これまでの社会福祉制度の整

備とそれをめぐる研究をふまえた上で、ア

フリカ諸国を中心とした途上国の社会政策

の分析に向けて、家族（特に、脱家族化と脱

商品化の人びとの福祉にもたらす機能）に

着目し、その分析枠組を提示しようとする

ものである。 
 

3. おわりに 
 ここでは、「国際貢献」サブテーマに所属

する研究員の研究テーマについての概要

をまとめた。 
 繰り返しになるが、本年は、プロジェク

トの初年度であり、各研究員の活動は、今

後の研究プログラムの検討、準備に重点が

置かれていることがわかる。 
 「国際貢献」の意味するところは幅広い

が、幸いにもセンターに所属する研究員の

研究分野も幅広いことから、各研究員が個

別にその専門分野で研究を深化させるこ

とはもとより、テーマ内あるいは他のテー

マに所属する研究員との合同で研究活動

を行うことで、学際的な視点に立った研究

となり、これまでにはなかった新たな国際

貢献の枠組みを提示できると考えている。 
 そのような効果を発現させるために、来

年度以降、テーマ内での勉強会の開催、複

数の研究員による合同現地調査の実施、他

のテーマとのジョイントワークショップ

の開催などを検討しているところである。 
 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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平成 27 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 
大学院国際地域学研究科（国際地域学部）教授 

荒巻 俊也 
 

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

開発途上地域においては、水供給や衛生施設の

整備、廃棄物管理の高度化などにより生活環境の

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

環境問題への対応も同時に考えていく必要があ

る。このような中で、水供給や排水・廃棄物処理

などの環境インフラの形成において、行政側から

のトップダウン的なアプローチだけでなく、地域

住民の意識や選好などを考慮したボトムアップ

的なアプローチのもとに問題を検討していくこ

とも求められている。 
そこで、途上国における低炭素社会・循環型社

会、あるいは健全な水循環の構築に向けて、内発

的発展という視座のもと、地域住民の主体的な

（ボトムアップの）取り組みによる可能性や課題

について検討を行うことを目的として研究を進

めることとする。 
 
2．これまでの検討状況 

（1） 検討の背景と目的 

水道などの水供給インフラを対象に、都市化が

進む途上国郊外地域を対象とした検討を行って

きた。水供給インフラは、先進国では多くの地域

で既に整備が終わり高度化と維持管理が課題と

なっているが、途上国ではまだ不十分な地域も多

い。特に人口の集中が進む大都市圏では慢性的な

水不足に悩んでいる地域もあり、迅速かつ適切な

水供給システムの整備が都市の発展にむけて主

要な課題となっている。特に適切な整備という観

点では、地域住民の水量、水質に対する要求と、

水供給に対する支払い可能額を考慮しながら、地

域住民にとって最も適切なシステムを選択しな

ければならない。 

そのためには、都市化が急速に進む地域におい

て、現在どのような用途にどれくらい水を利用し

ているかといった水使用量や水使用の実態を把

握するとともに、将来どれくらい水需要が増えう

るのか、水利用に対する住民の意識などを理解し

ておく必要がある。そこで、ベトナムのハノイ都

市圏を対象として、都市化が急速に進行しつつあ

る集落（コミュニティ）において水利用の実態調

査を行い、その結果をもとに今後の水供給インフ

ラ整備のあり方を検討してきた。 

 

（2） 対象地域 

対象としたハノイ市は人口約650万人のベトナ

ムの首都であるが、急速な人口の流入と経済発展

が進んでいる。これまで地下水を水供給の水源と

していたが、地盤沈下が深刻な問題となるととも

に、地下水のアンモニア性窒素やヒ素による汚染

も問題となっており、表流水への転換が課題とな

っている。近年西部の山岳地帯に河川水を水源と

する浄水場を建設して市の一部地域に供給して

いるが、今後の水需要の増加に対して、新たな表

流水源の開発を計画している。 

しかし、ハノイ市近辺にある河川上流では近年

少雨傾向が続いて渇水が頻発しているとともに、

国際河川であること、また水力発電用水としての

利用が既に行われていることから、表流水を安定

に確保することについてもさまざまな課題があ

る。よって、水資源の有効利用と適切な水供給イ

ンフラの整備が市の発展に向けた重要な要素と

なっている。 
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（3） 水利用の実態調査 

現地における水利用の実態調査は，2010 年 8 月

（100 軒）、2011 年 3～7 月（50 軒）、2011 年 8 月

（109 軒），2012 年 3 月（106 軒），8 月（99 軒），

2013 年 8 月（92 軒）の 6 回にわけて行った（表

1）。 
第 1 回は現地の水利用状況の確認と小型流量計

の設置協力を依頼するための予備調査であり、そ

の際に協力意向が得られた家庭について、第 2 回

の調査でシャワーや洗濯機、台所などの各蛇口に

小型流量計を設置し、同年 7 月に取り外すまでの

5 ヶ月間蛇口ごとの水使用量を計測した。小型流

量計はカウンターとセットになっているプロペ

ラ型の積算流量計で、共同研究者らが開発したも

のである。各蛇口の用途は、炊事、シャワー、洗

濯など固定されていることが多いため、この流量

計により調査期間中の用途ごとの水利用量の測

定が可能となる。また、水洗トイレについてはタ

ンク内に利用回数を測るカウンターを設置する

とともに、1 回のフラッシュで必要となる流量を

各トイレにおいて確認した。なお、調査期間はハ

ノイ市において、春季から夏季に該当し、比較的

水利用が多い期間を含んでいる。 
第 3 回以降の調査では、実地調査およびインタ

ビュー調査を実施した。実地調査では，洗濯機や

トイレ，シャワーなど家庭内の水利用機器の確認

を行った．インタビュー調査では，第 3 回までア

ンケート用紙を印刷して実施していたが、第 4 回

からは iPad にアンケート票を実装して実施した。

質問内容は，家族構成や収入など家庭の基本情報，

水源，さまざまな用途への水の利用状況，水道料

金，水利用に関する意識，などである．いずれの

調査でも対象家庭は地域のコミュニティ関係者

の紹介のもとに、協力意向のある家庭に対して実

施した。 
対象コミュニティは、第 2 回は郊外部を中心に

6 カ所、第 3 回は第 2 回の対象地区に都心部を追

加した 10 カ所、第 4 回以降は 3 カ所のコミュニ

ティに絞って実施している。 
図 1 は第 3 回調査以降の対象家庭 406 軒の収入

分布である（百万ドンは約 5 千円，2014 年 1 月現

在）．約 4 割の家庭が 5-10（百万ベトナムドン）

であり，これはハノイ市全体における平均月収と

ほぼ同程度の値である． 
 

（4） 調査結果 

小型流量計を用いて計測した水使用量の平均

値と全水使用量に対する構成比を表 2 に示す。計

測された水使用量の合計値は一人一日約70Lと先

進国等の平均と比べると小さくなった。今回の調 
 

表 1 現地調査の概要 

 調査時期 調査内容 

第 1回 2010 年 8月 予備調査 

第 2回 2011 年 3-7 月 小型流量計とアンケ

ート調査 

第 3回 2011 年 8月 アンケート調査 

第 4回 2012 年 3月 電子端末によるアン

ケートとコミュニテ

ィ調査 

第 5回 2012 年 8月 

第 6 回 2013 年 8月 

 

 

図 1 対象家庭の月収分布（単位：百万ドン） 

 

表 2 用途ごとの水利用量と構成比 
用途 利用量

（L/m3） 
構成比 

(%) 
トイレ 18.6 28 
洗濯 16.2 24 

シャワー 10.4 15 
台所 15.7 23 

洗面、その他 6.8 10 
 

  

<1 1-2

2-5

5-10

10-15

15-20

20-30 >30
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査では流量計が取り付けられない蛇口もあり、実

際の家庭内での水使用量はこの値より大きいこ

とが十分に考えられる。構成比としてはトイレ、

洗濯、台所の順となり、我々のグループがタイの

チェンマイやコンケンで調査した結果と比べる

と、シャワーへの利用が少ないことが分かった。 
また、第 4 回以降の調査で集中的に調査を実施

した 3 つのコミュニティにおけるインタビュー調

査からコミュニティごとの水利用状況の違いに

ついて検討した。3 つのコミュニティのうち図 4
中の BB (Bac Bien)はハノイ中心部からホン川の

対岸であり、既に都市化がある程度進展している

コミュニティである。TT (Thanh Tri)は南東部に位

置し、最近急速な都市化が進んでいるコミュニテ

ィである。VQ (Vin Quynh)は南部の最も離れたコ

ミュニティであり、今後都市化が進むと予想され

る地域である。 
表 2 はこれらのコミュニティにおける対象家庭

の水源の状況を示す．水源ごとの利用率は水道水

が 77%，地下水が 54%，雨水 40％，ボトル水 10%
であり，多くの家庭で複数の水源を利用していた．

特に VQ 地区では水道がない地域や水道が敷設さ

れているものの機能していない地域もあり，地下

水や雨水が多く利用されていた．それに伴い水利

用機器の普及状況や皿洗いなどの水利用の方法

についてもコミュニティによる違いが見られた． 
  

 

表 2 対象家庭の水源 

 水道水 地下水 雨水 ボトル水 VQ TT BB 合計 

a ○ × × × 4 46 44 94 

b ○ ○ × × 8 23 26 57 

c × ○ ○ × 54 0 0 54 

d ○ ○ ○ × 13 10 5 28 

e ○ × ○ × 11 13 1 25 

f ○ × × ○ 3 4 4 11 

g ○ ○ × ○ 2 1 5 8 

h × ○ ○ ○ 5 0 0 5 

i ○ ○ ○ ○ 3 0 0 3 

j その他のパターン 6 0 0 6 

 

（5） 調査のまとめ 

 これまでの調査の成果をもとに、2013 年 8 月に

TT 地区で、2014 年 7 月に VQ 地区でコミュニテ

ィ内のさまざまな組織の代表者を集め、各コミュ

ニティにおいて今後どのような形で水供給シス

テムを整備していくべきかについて議論をする

ミーティングを開催した。 
TT 地区においてはこれまでコミュニティ水道

を利用していたが、最近ハノイ市水道局から受水

するようになった家庭が多い状況であるが、水圧

や水質に対する不満が多く聞かれ、市の水道事業

に対する不信感が見受けられた。市域全体を管理

する水道事業では、急激に発展しつつある郊外部

のコミュニティのニーズに対して十分に対応で

きていない状況があった。 

VQ 地区については市の水道事業としての水供

給システムの普及は目途がたっておらず、しばら

くは雨水や地下水などの個別水源を利用しなけ

ればならない状況である。一方で、これらの個別

水源の貯水槽を対象とした簡易水質調査を実施

したが、衛生的に懸念がある水源が多く存在し、

住民による個別水源の適正な管理が必要である

ことがわかった。 
なおここで紹介した内容は、お茶の水女子大

学・大瀧雅寛教授、東京大学・窪田亜矢教授、一

橋大学・大瀧友里奈准教授、ハノイ土木工学大学・

Tran Tien Viet Nga 講師らの研究グループと共同で

実施しているものである 1),2),3)。 
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3. 今後の研究展望 

（1） 短期的な研究課題 

これまでの水供給システムに関する調査から

わかったことは、都市化が急速に進行しているコ

ミュニティでは、水をコミュニティ単位で管理す

るというライフスタイルが流行遅れと受け止め

られ、画一的な水道施設の整備が進んだが、実際

には施工不良、供給水量や水質の問題など、多く

の課題を抱えているという状況であった。 
これをふまえ、コミュニティに適した水利用シ

ステムの計画立案や適切な運営を行っていくた

めには、住民のオーナーシップを高め、コミュニ

ティとして主体的に運営するための具体的な手

法を開発する必要があるという考えに至った。 
 そこで、複数の都市化進行コミュニティを対

象に以下の研究項目を学外の研究者らとともに

実施し、住民のオーナーシップやコモンズに対す

る意識を高めつつ、コミュニティ固有の水源を多

元的に活用した水利用システムをデザインする

ための実践的な方法論を開発する。 
ⅰ オーナーシップ向上を促すための手段として、

水使用量の「見える化」が可能な小型流量計の

効果と課題について検討する。 
ⅱ 半構造化インタビューやアンケート調査を行

い、階層分析やコンジョイント分析を用いてさ

まざまな水利用オプションに対する選好とそ

の要因を明らかにする。 
ⅲ 現地でのワークショップを随時開催し、提案

する水利用システムの住民への受け入れ可能

性を確認しつつ、問題点を抽出する。この過程

を通して、住民参加を促進させることが可能な

水利用システムのデザイン手法を確立する。 
 上記の中でも(2)を中心として研究を実施して

いく。 
 
（2） 研究計画 

まず、継続して調査への協力が可能な家庭を調

査対象としてリストアップし、これらの家庭に対

し、水利用行動や水利用意識に関するインタビュ

ーを行う。また、水利用のオプションを提案する

ための水質情報も含めたさまざまな情報の収集

を行う。 
次に、多元的な水利用システムのオプションを

コミュニティごとに複数提案する。またこれらの

オプションについて、水量や水質面、維持管理、

コスト、その他の環境影響など利点と課題を多角

的に評価するとともに、住民の選好を分析するた

めのアンケート調査を複数回実施する。アンケー

ト票をタブレット端末に実装して回答者が視覚

的な情報をもとに回答できるように工夫する。調

査対象数は 200～400 軒を想定している。アンケ

ート調査から、一対比較（階層分析法）や 2 項選

択（コンジョイント分析）、支払意思額、などの

情報を収集して、各水利用オプションに対する選

好を明らかにするとともに、経済性、利便性など

選好に影響を与える要因について分析する。また、

住民が主体的に水利用システムの計画、維持管理

に関わっていくうえでの重要な要因を抽出する。 
 
（3） 長期的な研究課題 

 当面は水供給を対象に研究を進めるが、コミュ

ニティにおける廃棄物管理やリサイクル、Waste-
to-Energy などのエネルギー利用等を視野に入れ

て、得られた知見を整理していく。 
このような地域単位で導入が進められる環境

インフラの整備において、住民のオーナーシップ

を高めることが低炭素で循環型の環境インフラ

の実現に有効であると考えられるが、その実現の

ための方法論をまとめていくことを目指す。 
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１. 研究概要と研究計画 

途上国では，パラトランジットをはじめとする

「インフォーマル交通」が都市内の公共交通手段

として重要な役割を果たしていることが多い．た

とえば多くの東アフリカ諸国では，14人乗り程度

のバン車両による路線固定型の乗り合い交通が

みられる．これらのインフォーマル交通は，道路

混雑の要因となる，低い安全性など，多くの問題

が指摘されているが，一方で，都市鉄道や大型車

両による路線バスなど，近代的で「フォーマル」

な都市公共交通体系を補完するものとして，積極

的に位置付けていくことが重要である．国際共生

社会研究センターでは，アジア・アフリカ諸国を

中心として，パラトランジットとしての長所を生

かしつつ，現状のインフォーマルな交通手段を

徐々に「フォーマル化」していていくことで，こ

れらの交通手段を組み込んだ「都市交通体系」を

構築するための，さまざまな研究を行っていく． 

これまでも，フィリピン，ベトナムを中心に，

パラトランジットの活用，小型私的交通(バイク

など)と公共交通との関係，自動車利用から公共

交通へのシフトの可能性などについて，前センタ

ーにて研究を行ってきた．今後の 5年間では，東

南アジア諸都市に加えて，主に東アフリカ諸国の

都市をいくつか選定して（たとえばナイロビ），

パラトランジットの利用意向，自家用車保有者の

自動車利用意識および公共交通への態度，改良さ

れた都市公共交通への自動車保有者の転換意向

を明らかにして，インフォーマル交通を活用した

都市公共交通体系構築へのロードマップを示す。 

２．今年度の研究成果：ラホールの新しい都市内

路線バス利用者の満足度調査 

(1) Introduction 
This study aims to explore the public satisfaction with 
Daewoo urban bus service, and suggest potential 
improvements in Daewoo Bus service and for whole 
public transportation system. A questionnaire survey 
was conducted in Lahore and 631 usable samples 
were obtained. The analysis results revealed that 
symbolic, functional, cost and time factors are 
important determinants of commuter’s satisfaction 
with service quality of a public transportation mode.  
This study implicates that there is need to improve 
level of symbolic and functional attributes in order to 
enhance public satisfaction, but keeping travel cost 
factors on lower side. The findings would be helpful 
in taking mandatory steps to improve service quality 
of Daewoo bus service and other public transportation 
modes.  
(2) Daewoo Bus Service in Lahore 
Lahore is the second largest city of Pakistan with 
population of almost 8.65 million and surface area 
1792 Km2 (JICA 2012). It is the most advanced 
district of Punjab province and almost 81.7% 
population is urban (Faiza and Jamal 2009). The 
vehicle growth rate has reached to 17% per year 
between 2004 and 2008 in Lahore (JICA 2012). 
Now-a-days, Lahore citizens are showing a high trend 
of motorcycle ownership, which has been 
tremendously increased by 483% during the last 
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decade. Motorcycle almost accounts for 45% of road 
traffic (Urban Unit 2010), whereas 22.4% of modal 
share (JICA 2012). The share of motorcycle is almost 
two times of public transport in the modal share of the 
city and even sometimes uses as a family mode. 
Sammi Daewoo's Korean owned company operates 
four routes within the Lahore city and two suburban 
routes connect urban parts with two nearby districts. 
Daewoo City Bus was the first environmental and 
technological revolution in urban transport sector in 
Pakistan when state of the art buses with advanced 
and more powerful engines were introduced in 1999. 
Moreover, provision of air-con, call bell and 
announcement system was part of this modernistic 
change in urban transport culture. Daewoo bus service 
has almost hundred buses; they are air-conditioned 
and provide better comfort to the passengers. The 
length of some urban routes of Daewoo bus service is 
more than the suburban routes i.e. almost 30 km. The 
fare is charged based on distance for urban routes 
whereas flat fare is charged for suburban routes. 
Daewoo bus service has well educated and trained bus 
crew (drivers and conductors) compared with other 
private operators in the city. People prefer to use 
Daewoo bus service due to better comfortably and 
reliability of service even with higher travel cost. The 
frequency of bus service is provisionally fixed and 
also adjusted based on the demand. 
(3) Questionnaire Design  
A comprehensive questionnaire was designed to know 
the socio-economic characteristics, travel pattern, and 
satisfaction with Daewoo bus service. This 
questionnaire was included following three parts: 
1) Personal information: sex, marital status, age, 
household members, personal and household income, 
education, occupation, car and motorcycle ownership. 
2) Trip information: travel pattern with different 

modes and for different trip purposes. 
3) Level of satisfaction with service quality of 
Daewoo Bus Service 
In part 2, travel pattern with different modes and for 
different trip purposes was asked using the following 
scale: Never, a few times a year, a few times a month, 

1-2 days a week, 3-4 days a week, and 5-7 days a 
week. In part three, various attributes of Daewoo bus 
service were selected as presented in table 1 and 
evaluated using a four point Likert scale i.e. not 
satisfied (1), less satisfied (2), satisfied (3) and totally 
satisfied (4).  In this study, it was hypothesized that 
four-point ordinal scale is appropriate considering a 
questionnaire survey in developing country and 
reliability of data in grasping the actual behavior. The 
questionnaire was designed to get opinion of different 
mode users about Daewoo bus service. The response 
of different modes users helps in assessing their 
intentions with the Daewoo city bus service. 
Table 1: Attributes of service quality of the bus 

 
Seeking the objectives of study, data was collected by 
interview based survey in Lahore. A total of 631 
usable samples were collected through survey which 
is conducted at thirteen different locations. These 
locations included railway station, public transport 
terminals, Badami Bagh, major commercial areas, and 
several private and civil organizations located in CBD. 
The respondents were selected randomly at selected 
locations and interviewed with the help of university 
students. The targeted groups were mainly consisted 
of students, government and private employees, 
business and shops related people. 
(4) Analysis of Perceptions to Service Quality of 

Daewoo Bus Service 
1) Overall opinion 
The results of perceptions to service quality attributes 
of Daewoo bus are presented in Fig. 1. More than 
60% of the respondents are satisfied with punctuality, 
travel time reliability, and convenience level of bus 
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service. Approximately 70% of the respondents are 
satisfied with physical condition of bus, comfort level, 
safety and security of bus service. The satisfaction 
level for attitude of bus drivers and conductors is 
almost 65%. Physical condition of bus stop, walking 
time to bus stop, ticket and fare collection system, 
travel cost, and bus frequency attributes got less 
satisfaction from the commuters. This indicates that 
Daewoo bus service needs to increase service 
frequency and reduce fare level in order to increase 
public satisfaction and attraction. The geographical 
coverage both in terms of routes coverage, and bus 
stop need to address in future. The introduction of 
electronic fare collection system can also enhance the 
performance of bus service because the commuter’s 
satisfaction is less with the current ticket and fare 
collection system attribute (i.e. manual method) of the 
service quality. 
2) Distribution of satisfaction across different 

mode users groups  
Based on frequent mode usage the sample strata was 
categorized into four segments i.e. car oriented 
(including auto-rickshaw and taxi), motorcycle 
oriented, public transport oriented, and walking or 
bicycle users (non-motorized modes: NMM). The 
number of samples in car, motorcycle, public transport, 
and NMM groups are 204, 224, 145 and 58 
respectively. Using this classification scheme of 

sample, as stated above a comparison was made 
between four identified segments with Daewoo bus 
service as presented in Table 3. This comparison is 
made  on average satisfaction as well as taking 
“satisfied” as threshold satisfaction point from four 
point ordinal scale. Satisfaction level is represented by 
‘■’ and more number of ‘■’ means higher satisfaction 
level of a particular group with a particular attribute of 
service quality. From table 3, it is clear that car 
oriented respondents have lower satisfaction with 
most of attributes of service quality except travel cost 
or fare. This is, because they belong to middle to high 
income category and higher travel cost does not make 
much impact on them. Comparing other three groups 
for travel cost, non-motorized oriented group has 
lower satisfaction with travel cost, which is due to low 
income level. Walking/bicycle users seem to be highly 
satisfied with most of service characteristics, however, 
they do not use due to higher travel cost. After 
non-motorized groups, motorcycle users have more 
satisfaction with service quality attributes and ranked 
as second. Nevertheless, they prefer to use their own 
vehicle due to flexibility and lower travel cost as 
compared to public transport. It is believed that travel 
cost by Daewoo bus or other public transport 
modes are higher than motorcycle travel cost. 
Public transport users can be ranked as third in 
satisfaction with service quality.  

Figure 1: Overall public satisfaction with quality of service of Daewoo bus 
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Table 2: Distribution of different mode users ‘satisfaction with Daewoo bus service quality 

 
Service Quality Attributes 

Car 
oriented

Motorcycle 
oriented 

Public transport 
users 

Walking/ 
bicycle users 

Routes coverage ■ ■■■■ ■■■ ■■
Punctuality ■ ■■ ■■■ ■■■■ 
Travel time reliability ■ ■■■■ ■■■ ■■ 
Bus service frequency ■ ■■■ ■■ ■■■■ 
Travel cost (fare) ■■■■ ■■ ■■■ ■ 
Crew attitude ■■ ■■■ ■ ■■■■ 
Safety and security ■■ ■■■■ ■ ■■■ 
Waiting time at bus stop ■ ■■■ ■■ ■■■■
Comfort level ■ ■■■ ■■ ■■■■ 
Convenience level ■ ■■■ ■■ ■■■■ 
Vehicle physical condition ■ ■■■■ ■■ ■■■ 
Routes and schedule information ■ ■■ ■■■■ ■■■
Walking time to bus stop ■ ■■■ ■■■■ ■■ 
Physical condition of stop ■ ■■ ■■■■ ■■■ 
Ticket and fare collection system ■■ ■ ■■■ ■■■■ 
Overall evaluation of performance ■ ■■■ ■■ ■■■■ 

Note: More ‘■’ means higher satisfaction with Daewoo bus service attribute 

 
This ranking can also be compared with overall 
evaluation of service performance i.e. 1: 
non-motorized; 2: motorcycle; 3: public transport 
users; and 4: car oriented. It is believed that car users 
generally perceive less satisfaction with public 
transport modes and evaluate considering worst 
scenario (Beirao and Cabral 2007) and it is also true in 
this study. 
(5) Conclusions and discussion 
This study evaluates the commuter’s satisfaction with 
quality of service of Daewoo city bus service in 
Lahore. It is found that more than 60% of respondents 
are satisfied with most of the attributes of service 
quality except travel cost (i.e. fare), service frequency, 
physical condition of bus stop, and egress/ingress time. 
Among all modes users, car oriented group has low 
satisfaction with service quality and non-motorized 
(walk/bicycle users) group is found to be highly 
satisfactory with most of attributes except travel cost. 
It is argued that there is need to decrease fare level of 
bus service in order to make it affordable for low 
income people or non-motorized group. The decrease 
in travel cost would help in keeping existing users and 
also to attract potential users. The results of factor 
analysis and structure of satisfaction reveal that 

people’s satisfaction is positively affected with the 
change of symbolic, functional, and cost and time 
attributes of service quality. The analysis results 
implicate that there is need to increase spatial and 
temporal coverage (i.e. routes coverage and service 
frequency) with low travel cost in order to make it 
more satisfactory service from perspective of all 
modes users. Improvement in symbolic attributes such 
as trained crew, better vehicle condition, safe and 
secured service would result in better public 
satisfaction. Convenient, comfortable and secured 
public transport service is very important in order to 
attract female users and people belonging to different 
socio-economic groups. Service frequency, reliability 
and punctuality are the key service quality dimensions 
that required proper attention at each stage of planning 
and operation. It is suggested that dynamic approach 
is required in scheduling the service because it has 
major impact on commuter’s mode choice behavior.  
 

本稿の「今年度の成果」は，下記にて発表した論文の一部

から構成している． 

Muhammad Ashraf JAVID, Toshiyuki OKAMURA, Fumihiko 
NAKAMURA: Public Satisfaction with Service Quality of 
Daewoo Urban Bus Service in Lahore, Journal of the Eastern 
Asia Society for Transportation Studies, Vol. 11 (2015) p. 
1097-1108
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１. 研究の背景 

農村開発の実践の場において、住民の「参加」

の重要性が重視されるようになってから久しい。

しかし、農村開発の現場で見られる「参加」の中

身には実際には大きな幅が存在する。たとえば、

開発プロジェクトを援助ドナー・NGO 等が現場に

持ち込みそれを了承するといった受動的な参加

形態もあれば、開発ニーズの見極め、実施までを

住民が主体的に行なう能動的な参加もある1。どの

ような「参加」が有効かはプロジェクトの対象と

分野や具体的内容によるところもあるが、それと

同時に対象とする地域社会の特性にも規定され

る。 

たとえば、天然資源の持続的利用を目的とする

プログラムを考えてみよう。いわゆるコミュニテ

ィをベースとした天然資源管理プログラム

（Community based natural resource management

－CBNRM）はこれまで多くの途上国で実践されて

きた。その背景にはしばしば住民が排除される形

をとる政府主導の天然資源管理の失敗への反省

があった。CBNRMが推進される前提には、住民が

当該天然資源の性質を政府よりも熟知し、また生

計を依存する以上持続的な利用に対するインセ

ンティブをもつということがある。加えて、途上

国の「コミュニティ」の凝集力は強固であり、住

民は協同作業に一丸となって取り組むことに適

している前提も加わる場合が多い（Agrawal and 
Gibson 1999）。ところが、実際にコミュニティ内

部の構造を見ると、経済的あるいは社会的に一様

ではなく、そこには利害の対立があることは珍し

                                                   
1 参加型開発の手法に関しては、野田（2003）を参照。 

くない。そうした地域社会の場合、円滑な協同行

動が行なわれることを前提にコミュニティベー

スの天然資源管理プログラムを導入したとして

も期待した成果を出すのは容易ではない。 

 フィリピンで長年にわたって実施されてきた

コミュニテイ・フォレストリー・プログラムはま

さにその失敗例だとされる（Hayama 2014）。フィ

リピンでは1980年代末から90年にかけて実に多

くの住民参加型森林管理プログラムが導入され

た。その数は2014年時点で約1800にものぼった。

その大半は援助機関の支援によって形成された

ものである。これらのうち、援助事業者の撤退後

も継続して森林管理を行なった住民組織はほと

んどなかったとされる。Hayama（2014）によれば、

その原因は、フィリピン農村社会が森林管理を長

期的に持続させていく能力、あるいは組織力を、

持ち合わせていないことによる。すなわち、主と

して二者関係のネットワークで特徴づけられる

フィリピン社会は、小規模かつ短期的な組織形成

は得意だが、長期的な組織形成は不得手とするた

め、森林管理のような長期的な目的の場合には機

能不全を起こしてしまうのである。そうした地域

社会の特色をきちんと見極めずに森林管理プロ

グラムを持ち込んだ帰結がプログラムの失敗だ

ったのである。 

 上記の例が端的に示すように、開発プログラム

が期待される成果を挙げるためには、その対象と

する地域社会の特色、とりわけ組織力のあり方を

見極め、プログラムとのミスマッチを最小限に抑

えること、さらにはその既存の組織力を最大限に

活かすことが重要となる。 
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本研究は以上のような問題意識に基づき、地域

社会の特性を生かした住民の組織化とはどのよ

うなものなのか、そしてそれを実際にいかに開発

実践につなげていくにはどうすべきかを明らか

にすることを目的とする。こうした分析を通じて、

草の根レベルでのより効果的な国際貢献に資す

ることを目指す。 

 

２．ミャンマーの農村開発実践と住民組織化の概

要 

 本研究では、農村開発実践と地域社会、とりわ

け住民組織化のあり方を分析するとともに、さら

にはそれに外部から働きかけるにあたっての方

法論を探る。それにあたって、農村部に人口の 7

割が居住し、かつ農業部門がいまだ経済に大きな

割合をしめるミャンマーを対象として検討する

予定である。 

 

(1) ミャンマーの農村開発をめぐる状況 

 ミャンマーでは 2011 年からテインセイン

（Thein Sein）政権が本格的な経済改革を開始し、

農業分野においてもそれまで長期にわたり棚上

げになっていた生産、農地、流通政策の改変が進

められている（岡本 2015）。軍政時代の政策と比

較してもっとも大きく異なる点は、政策の重点が

農村住民の経済厚生の改善、端的には貧困削減に

置かれていることである。軍政期の経済運営は社

会主義期の遺制が色濃く残ったものだった。その

中で、農業政策もそのほとんどが数量的計画（た

とえば作付面積等）の達成で専らはかられ、農家

経済の状況などが顧みられることはほとんどな

かった。農村部の貧困、とりわけ経営農地を保有

しない層の存在をそのものの認知を避けてきた

節もある。そのような中で、軍事政権が国際世論

の強い批判にさらされ孤立を深めていったこと

で、世界銀行などの多国間援助機関の支援はもち

ろん二国間の対ミャンマー支援も限定されてい

た。加えて政権が農村部での国際 NGO 活動に対し

疑念の目を向けていたこともあって2、農村・農業

                                                   
2 これは、農村部で海外の機関が自由に活動した場合に農

村部の困窮状況等に関する情報が海外に伝わり、さらに政

権批判が強まるのではないかという懸念を政府が必要以

部での開発プログラムの展開は一部に限定され

ていた。 

しかし、テインセイン政権は貧困削減を主要な

政策アジェンダに掲げるようになる。またアウサ

ンスーチー氏ら民主化勢力との国民和解の進展

が国際社会からも一定の評価を受け、海外援助機

関の支援も増大し始め、その重点分野の一つに農

村開発が挙げられるようになった。2015 年 11 月

に実施された総選挙ではスーチー氏率いる国民

民主連盟が大勝したが、円滑な政権移譲が実現さ

れれば、ますますこの傾向は強まると考えられる。 

こうした文脈で、農村開発の実践と地域社会の

あり方を分析するにあたって、ミャンマーは様々

な興味深い材料を提供してくれると考える。 

 

(2) ミャンマーの農村社会の特質に関する予備

的考察 

 ミャンマーの農村地域社会の構造、組織力に関

して、筆者は 1990 年代半ばに政府によって導入

されたコミュニティ・フォレストリー・プログラ

ムの農村レベルでの実態の分析を行なった

（Okamoto 2014）。基本的に農村開発をボトムア

ップで実施するという発想を持ち合わせていな

かった軍事政権の下で、このコミュニティ・フォ

レストリープログラムは唯一政府主導で実施さ

れた住民参加型プログラムといってよい。ミャン

マーの森林資源の減少の主な原因の一に農村住

民の日常生活で使用する薪需要増大がある。同プ

ログラムはこうした薪需要の充足を一つの目的

とした。具体的には、住民が主体的に森林を管理、

利用を推奨するために、本来国有である森林地の

利用権を期間限定で住民グループに認めるとい

うスキームであった。このプログラムは、森林面

積の減少が深刻化していた３つの地域で重点的

に始まった。 

 

同プログラムの展開を３つの地域の農村部で

検討していくと、以下のような特徴が浮かびあが

った。 

                                                                                 
上に持っていたからだと考えられる。しかし、2008 年に

サイクロン・ナルギス被災後、その警戒感はやや緩み、少

しずつであるが NGO の活動範囲が拡がっていった。 
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 まず、ミャンマーの場合、村（village）が開

発プログラムの受け皿ないし単位として最適で

あるということである。村（Village）は行政組

織の末端にあたる村落区（Village Tract）を構

成する、自然村に近い単位である（図１）。1村の

規模は人口 50人程度から300人程度と幅がある。

また、村落区内に含まれる村の数は地域によって

差があるが、一般的には３～５のところが多い。 

 

 

図１ ミャンマーの地方行政組織 

出所：筆者作成 

 

 次に、「村」が基本的な単位になるのは、以下

の５つの機能が備わっているからである。 

1) 意思決定・伝達メカニズムの存在 

村長は住民の総意によって選ばれ、それを支え

る 10世帯組頭3、及び重立（村の長老を含む）、ま

た時には僧侶も加わって意思決定がなされる(図

2)。事案の軽重により、この意思決定サークル内

のみで決定するか、もしくは村民全体にはかるか

が決まる。決定された事項は、10世帯組を通じて

各世帯に伝達される。 

2) 村ベースの組織設立と維持  

 住民のニーズに合わせて、村が独自で（オフィ

シャルな行政ラインとは無関係な）組織を作るこ

とがしばしば観察される。たとえば、住民間に電

気を引きたいという要望が高まり、それに住民の

大半が合意した場合、電力委員会が作られ電化の

ための資金調達やメンテスなどが行なわれると

いった例があげられる（図２）。 

                                                   
3 10 世帯組とは村内の世帯（通常は隣接世帯）を 10～15
世帯ごとに作られたグループ。そのリーダーは、その世帯

内で決定される場合が多い。 

3) 資源動員メカニズム  

 村内の道の補修等に労働力が必要となった場

合、各世帯１人ずつの労働力を動員する、または

学校の補修に資金が必要ならば世帯から集金す

るなど、村の主導で様々な資源を調達することが

できる。こうした集金や労働動員を直接的に村人

に働きかけるのは、10世帯組頭である。 

 

 

 

図２ 村の社会構造・機能 

出所：筆者作成 

 

4) 履行力（Enforcement power） 

  意思決定メカニズムとも密接に関連するが、

その中心となるアクター（村長、10 世帯組頭、重

立など）は村人に対する影響力を保持しているこ

とから、何らかの協同行動をする際に村内で一定

の履行力を発揮することができる。また、村が独

自のルールを定めているケースもある。 

 

 こうしたことから、ミャンマーで住民参加型の

プロジェクトを行なう場合、村を単位すれば社会

構造との親和性が高くなり、加えて上記の機能を

うまく取り込み活用するならば、そのプロジェク

トは持続的かつ効果もあがりやすいものとなる

であろう。 

  

３.今後の研究計画 

 本研究では以上のような村の社会構造とそれ

がもつ機能を念頭に、以下の二つの分析を重点的

に取り組む。まず、実際に現在実施されている開

発プログラムの取り組みをとりあげ、地域社会と

の親和性、ないしミスマッチを検討する。次に、
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さらに一歩進んで、開発プログラムの実施に外部

アクターが、プログラムの有効性を高めるために、

いかに地域社会に働きかけることができるのか、

その方法論を探っていく。 

 組織化と組織運営のあり方と地域社会との関

係に注目して、重冨は以下のような類型化を行な

っている（重冨 2012 p.12）。 

(1) 地域社会共有資源管理 

地域社会の資源を地域社会が管理運用す

るタイプである。先にあげたコミュニテ

イ・フォレストプラグラムで、村が森林の

管理・利用のルールを決め役割を村人間で

分担するものなどが該当する。 

(2) 私的主体資源管理  

地域社会の資源を用いて私的主体に管理

運営させるというものである。たとえば、

村の井戸の管理権を一人の村人にリース

し（リース料は村の収入）、日常の管理そ

のものはその村人に委託するというよう

なケースが考えられる。 

(3) 資源プール型資源管理 

私有資源をその所有主体が持ち寄って協

同管理するものを指す。たとえば、共販組

合や共有資金である。 

 （１）（２）のタイプに関しては、筆者はす

でにコミュニティ・フォレストリー・プログラ

ムの展開の検討を通じて一定の分析をしてき

ていることから、本研究では主に以下の（３）

の資源プール型資源管理に重点をおく。具体的

には、村が資金を調達、管理する共有資金を取

り上げたいと考えている。ミャンマーの村では、

しばしば住民の生活ニーズに応じて、村が外部

資金あるいは村内で資金を調達して（村人の寄

付）、それを村民に利子有りで貸し付けること

によって基金化し、種々の事業を実施すること

が観察される。これが具体的にはどのような目

的で始められ、いかに資源動員され、運用され

ているのか、その過程でどのような問題点があ

るのかなどを、その基盤となる地域社会の特徴

との親和性の観点も念頭に置きながら分析す

る。 

 地域社会への外部からの働きかけに関する

分析には、上述の共有資金運営の事例に加えて、

実際にミャンマー農村にて参加型開発に取り

組む NGO（Action Aid）の活動を分析対象とし

て取り上げる。同 NGO は村外のファシリテータ

ーを育成し、ファシリテーターが村人と一緒に

生活改善のために必要な課題を洗い出し、その

課題克服のための具体的な処方箋を考え、実施

していく方式を採用している。その活動のなか

で期待通りの成果をあげたケース、同時にうま

くいかなかったケースなどの事例を分析する

ことにより、外部アクターの働きかけに関する

方法論の構築を目指す。 
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平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

MDG 達成支援に向けたセンターの活動と新規研究の始動 
 

国際共生社会研究センター 研究員 
大学院国際地域学研究科（国際地域学部）教授 

北脇 秀敏 
 

Center's Work Plan and Commencement of New Research Project for the Support of MDG 
 
１. 研究プロジェクトの位置づけ 

開発援助大綱が見直され、国際貢献も相手国へ

の裨益に加えて援助国の利益も重視されるよう

になってきた。国内では東京オリンピックの開催

に向けたグローバル化の一環として観光産業の

振興も大きな課題となっている。国際的にはポス

ト MDG として平成 27 年に国連総会で決議され

た「Sustainable Development Goals が大きなメルク

マールとなっている。 

こうした背景のもと、｢社会教育｣と｢開かれた

大学｣を目指して 128 年前に建学された東洋大学

は、今日のグローバル化の波に対応して変革を進

めている。大学が果たすべき３つの使命である

「教育、研究、社会貢献」に対応し、教育分野で

は文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支

援事業（タイプ B)」の採択に伴いグローバル人材

の育成を進めている。また JICA の BOP ビジネス

連携促進事業をはじめとして ODA 案件を大学と

して受注するなど国際的な社会貢献を行ってい

る。本構想の提案組織である東洋大学国際共生社

会研究センターの研究者が所属する国際地域学

研究科では、アフリカとのビジネス促進のための

ABE イニシアティブによる学生を平成 26 年度か

ら受け入れ、国のアフリカ重視の政策と歩調を合

わせている。こうした背景のもと、小職がセンタ

ー長を務める国際共生社会研究センター（以下、

「センター」と称す）は、プロジェクト「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」実施を通じて SDG

の達成への貢献を目指すこととした。 

 

２．センターの研究目的 

本研究プロジェクトはポスト MDG において必

要とされる国際貢献のあり方に関する研究を新

規に立ち上げるものであり、途上国の社会インフ

ラの充実による内発的発展を目指している。すな

わち開発途上国における「社会・経済基盤形成の

研究」「社会形成のための人材育成研究」「ビジ

ネスによる持続可能な社会生成の研究」の３つの

研究分野を通じてグローバル化時代の国際貢献

手法を開発し、実践する。生活環境が劣悪で絶対

的貧困に悩む要重点的支援地域で必要とされる

国際貢献手法の実践的研究を目指す。センターで

は、アジア地域における過去 13 年間の研究活動

で国際共生や内発的発展に関する５冊の書籍を

発行するなど知見を蓄えてきた。この主旨を継承

しつつも、さらに発展させた研究を行うため、セ

ンターではフィールドをアフリカ地域に拡大し、

研究成果を ODA 案件等にフィードバックするた

め、平成 27 年度～31 年度にわたる実践的研究を

展開することを目的としている。 

 

３．研究の特色と意義 

本プロジェクトの学術的特色は、第一に複雑な

事情を抱える途上国への国際貢献についての実

践的研究を行うために技術面、経済面、社会面、

環境面など多くの専門分野にまたがる研究者が

連携して研究を進める点である。本プロジェクト
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に携わる研究者の多くは、学際領域である国際地

域学研究科に所属しており、地域開発や産業振興

を分野横断的に研究することができる。このため

途上国で必要とされている内発的発展に絡む複

雑な問題を包括的に取り上げ、最適な解決へ向け

た指針を構築することが期待できる。また同研究

科に国費等で受け入れた途上国の国家公務員が

自国の発展に尽力していると共に、過去に RAと

して勤務した多くの留学生が学位取得後母国の

大学で教鞭をとっている。こうした人脈や研究活

動の過程で構築したネットワークを活かしつつ

研究を進めることが第二の特徴である。本研究で

は現地に派遣中の同研究科所属の青年海外協力

隊員や JICA 職員、国際コンサルタント、NGO、
企業等の実務家とも連携して途上国のフィール

ドと密接な関係を持ちつつプロジェクトを展開

する。 

本プロジェクトは、国際貢献手法の開発に止ま

らずフィールドにおける実践を伴うという点で

意義がある。東京のセンターに加え、アジアでは

タイにある本学事務所をはじめ、数カ所のアジア

拠点を活用し、実践的研究活動を行う。一方でア

フリカ地域は、天然資源の獲得の上でグローバル

社会の国益が衝突する場であるとともに国際協

力が最も難しい地域である。本研究プロジェクト

では、こうした難しい課題に取り組むためにアフ

リカにも研究拠点を設け、適正な国際貢献手法の

開発のための実践を行うという点でも意義があ

る。 

 

４．研究内容 

先に述べたようにセンターでは、ポスト MDG
を視野に入れた「途上国における社会・経済基盤

形成の研究」、大学等における人材育成を視野に

入れた「途上国における社会形成の人材育成研

究」、実践的研究を視野に入れた「ビジネスによ

る持続可能な社会形成の研究」の３つの研究分野

を設定し、それぞれの研究分野が有機的に連携す

ることによりアジア・アフリカにおける地域に根

ざしたグローバル時代の国際貢献手法の研究を

行う。以下に各研究分野の内容を示す。 

第一の研究分野である「途上国における社会・

経済基盤形成」に関しては、SDG に示される 17
ゴールに沿った研究を行う。すなわち①貧困撲滅

②飢餓・食料安全保障・栄養・持続可能な農業③

健康④質の高い教育・生涯教育⑤ジェンダー平

等・女性のエンパワーメント⑥水衛生⑦エネルギ

ー⑧経済成長・雇用⑨インフラ・産業⑩不平等削

減⑪都市・居住⑫消費・生産行動⑬気候変動⑭海

洋資源・海洋⑮生態系・森林・砂漠・土地・生物

多様性⑯平和で包摂的な社会・正義・能力のある

組織⑰実施手段・グローバルパートナーシップ、

の各項目をカバーする。 

第二の研究分野である「途上国における社会形

成の人材育成研究」については国際地域学研究科

が参画している「アフリカの若者のための産業人

材育成イニシアティブ(ABEイニシアティブ)」が

アフリカ地域の開発に与える効果をリアルタイ

ムで検証するため、アフリカ拠点を形成するとと

もに研修員と連携を取りながら現地調査を行う。

またセンターの RA 出身者が、現在多くのアジア

途上国で大学教員となっているが、そのネットワ

ークやセンターの海外協定締結大学等を通して

各国の人材育成過程を検証する。さらにスーパー

グローバル大学創成支援事業や英語で講義を行

う各学部との連携により途上国の人材育成を検

証する。 

第三の研究分野である「ビジネスによる持続可

能な社会形成の研究」に関しては、産業界との連

携に加えて、すでに東洋大学として受注実績のあ

る JICA の協力準備調査(BOP ビジネス連携促進)
や、草の根技術協力事業等に応募して実際に途上

国において案件を実施することにより参与型観

察による実践的研究を行う。 

 

５．研究体制 

上記の３つの研究分野をカバーするため、研究

メンバーは途上国開発協力に携わる本学専任教

員を中心に構成し、緊密に共同研究を実施してき

た海外の研究者等を加えた。研究員はアジアとア

フリカにおける国際協力・地域開発分野から国際

貢献手法を研究する国際地域学専攻所属教員と、

観光や交通手段の整備による途上国の産業振興

の分野と内発的発展手法を研究する国際観光学
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専攻所属教員等から構成されている。研究プロジ

ェクト本部は白山キャンパスの国際地域学研究

科とし、従来連携を取ってきたアジア諸国では大

学のタイ、インド、マレーシアにおける在外事務

所を活用するとともに、学外研究者所属先の大

学、政府機関等を中心とした研究拠点を設ける。

アフリカに関しては、ABEイニシアティブにより

社会人学生を受け入れるケニアや、研究員がフィ

ールドとしてきたウガンダ等のサハラ以南の諸

国を中心に研究拠点を形成する。また研究助手を

雇用しフィールド調査と事務局運営担当とし、大

学院博士後期課程の学生をＲＡとして雇用し、研

究補助に当たらせる。なお研究の作業監理は毎週

行う事務局会議と毎月開催される全体会議、年１

回の有識者から構成される評価委員会で行い、適

切かつ確実な遂行を担保する。なおセンターで

は、３つの研究分野においてスムーズな進捗が得

られるように、研究員等の組織は研究分野ごとに

グループ化するのではなく「国際貢献」「ビジネ

ス」「アフリカ」の３テーマを設定し、各テーマ

にコーディネーターを配置した。 

 

６．各年度の活動計画 

(1)平成 27 年度の主要活動 

平成 27 年度は初年度であるため事務局の整備

を行った。また平成 27 年 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」を井上

円了ホールで開催し、センターの５年間の活動予

定の紹介や SDG と日本の今後の貢献に関する議

論を深めた。また平成 28 年１月８日にはアフリ

カ開発銀行等から講演者を迎えて国際ワークシ

ョップ「アフリカと国際貢献」を開催、平成 28
年 １ 月 29 日 に は 国 連 World Tourism 
Organization から講演者を迎えて国際ワークシ

ョップ"Responsible Tourism"を開催した。また

平成 27 年度は活動報告として和文 1 号と 2 号、

英文 1号を発行した。なお平成 28 年２月 21 日～

27 日にはケニアへ渡航し、協定先大学の開拓と平

成 28 年度の国際シンポジウムへの招聘者の選考

を行った。 
 
 

(2)平成 28 年度の主要活動 

平成 28 年度には、海外研究拠点を中心とした

現地調査活動を強化するとともに、ミャンマー等

の東南アジア諸国において BOP ビジネス連携等

のスキームで事業期間２年の予定で JICA 案件を

提案・実施する。センター研究員は調査団員とし

てコンサルタント企業や製造業と連携して現地

で ODA 案件の実施を行う（産学官連携）。平成

28年度は、ABEイニシアティブで平成 26年度に

受け入れたケニア人長期研修員が帰国するに合

わせ、ナイロビに研究拠点を形成する。同時に、

わが国の援助で水質保全を行っている世界的に

有名な世界遺産ナクル湖の環境と開発の両立を

議論するため、ケニアから専門家を招聘して平成

28年秋に国際シンポジウム「（仮）アフリカにお

ける開発と環境」を開催する。なお、国際ワーク

ショップ、ニュースレター・年次報告書の刊行等

は毎年のルーチンワークとして継続する。また次

年度の活動に備え、本部から後援者の招聘国（未

定）に調査団を平成 29 年２月に派遣し、国際シ

ンポジウム招聘予定者との交渉、研究テーマへの

協力依頼、共同研究者との打ち合わせを行う。 

 

(3)平成 29年度～31 年度の計画 

東洋大学では観光分野の研究・教育を平成 29
年度より一層強化する予定である。また東京オリ

ンピック支援のための協力協定を文科省（確認）

と結んでいる。こうした動きと呼応して、平成 29
年秋に開催予定の国際シンポジウム「（仮）観光

産業における国際貢献－東京オリンピックを視

野に入れて」ではアジア・アフリカの観光立国か

ら政府要人を招き国際シンポジウムを行う。同時

に東洋大学では国際地域学部を改組し、国際イノ

ベーション学科を含む「国際学部」を設置するこ

とにより国際貢献を大学の使命の一つと位置づ

ける。また研究開始３年目の平成 29 年度には、

それまでの研究成果を取りまとめた書籍「（仮）

グローバル化時代の国際貢献」を刊行する。 

平成 30 年度にはタイ、インド、マレーシアに

設置されている東洋大学の海外事務所をはじめ、

海外研究拠点として協定を結んでいる研究機関

が位置するケニア（予定）、ウガンダ（予定）、
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バングラデシュ、中国、インドネシア等の各国で

研究員による実践的な国際貢献手法に関する研

究が行われる。また東南アジアにおける実践的国

際貢献の総括を行う。 

最終年度である平成 31 年度には、前年度まで

行って来た海外拠点における国際貢献手法の実

践研究の成果の定点観測結果が得られるため、そ

の取りまとめと国際貢献手法の総括的書籍の編

集と発行、データの公表とアジア・アフリカにお

ける研究成果を社会に還元させるための最終シ

ンポジウムの実施を構想している。またこれらの

情報を広く社会へ還元するため、公開講座等も開

催する。 

以上の他、基本的に各年度共通の活動として途

上国開発等の政府高官や専門家を海外から招聘

して国際シンポジウム／ワークショップを開催

する。また国内に向けた市民や実務者向けの公開

講座の開催を年１回、研究プロジェクトの情報発

信を目的とした和文・英文ニュースレターの発行

をそれぞれ年３回、年次報告書の発行を年１回行

う予定である。 

 

７. 新規案件へのアプローチ 

 センターが重点分野として研究を行う SDG
は、多角的な分野にまたがる開発を目指すもので

あり、分野横断的な援助手法の開発に関する研究

が望まれる。そのため小職らのグループは途上国

支援においても従来行われてきたようなセクタ

ー別の開発プロジェクトではなく、従来の援助の

枠組みを超えるアプローチを模索している。すな

わち新しい試みとして、今まで小職らが進めてき

た水供給セクターに関する研究に加えてエネル

ギー開発も含めた案件の形成と実施とを試みる

事とした。その具体的内容を下記に示す。 

 小職らは日本の代表的な NGO の一つであるブ

リッジ・エーシア・ジャパン（BAJ)のフィール

ドにおいて、井戸掘削による水供給施設の整備が

住民の生活をどのように改善するかの研究を行

ってきた。こうした地域では、伝統的水供給施設

であるため池からの水くみに伴う時間の損失が

住民の大きな負担となってきた。その近傍に掘削

された井戸は水くみ時間を大きく削減し、住民の

生産活動に大きく貢献し、収入向上につながるこ

とを研究により把握してきた。このような井戸掘

削地域では、水管理委員会が効率的に機能し、地

下 200m～300m から揚水するためのポンプや駆

動のための発電機等の機械設備の維持管理や水

使用料金の貯蓄等の管理を行って来た。こうした

マネジメント組織を、今後電化を進める際に活用

すれば技術的・経済的に持続可能な形での開発が

進められると考えられる。 

 ミャンマーにおける電化率は全土で約 32.4%で

あり、現在の国家電化計画では既存送電網から 3

マイル以内は速やかな送電線への接続が期待さ

れる一方、10 マイルを超える地域の電化は 10 年

以内に電化する目処が立っていない。このように

電化計画から取り残された地域においてはコミ

ュニティベースの小規模な発電機の設置、小規模

水力発電や太陽光発電などが選択肢としてあげ

られる。センターの研究グループは、太陽光パネ

ルやバッテリー等による電化を対象とした案件

発掘のため現地調査を平成 27年 12 月に行い、活

動を開始した。 

 現地調査では、BAJ の活動地域であるミャンマ

ー中央乾燥地域の非電化地域においてソーラー

パネルの普及状況、電気製品に対する住民の支払

い意思額の調査等を行った。また国策調査のため

村落開発を担当する中央省庁である畜水産村落

開発省の村落開発局を訪問し、センターで過去に

客員研究員として招聘した Dr. Zani min と情報

交換を行った。また、国際協力機構のヤンゴン事

務所の水と電化の担当者やミャンマーで活動す

る NGO 等とも情報交換を実施し、関連プロジェク

トの進捗状況や周辺情報等を収集した。 

 センターでは、単なる援助手法の研究に止まら

ず、その成果を実際の開発援助案件に活かすこと

を目的としている。上記の試みはその嚆矢となる

ものであり、今後こうした新規案件の発掘とセン

ターの研究活動とをリンクさせて行きたいと考

えている。 
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平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

防災・災害復興分野における国際貢献手法に係る研究 
 

国際共生社会研究センター 研究員 
大学院国際地域学研究科（国際地域学部）教授 

松丸 亮 
 

Research on International Contribution on Disaster Risk Management and Reconstruction 
 
１. はじめに 

東洋大学国際共生社会研究センター（以下、共

生センター）のプロジェクト、「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」は、今年度より文部科学省

の私立大学戦略的基盤形成支援事業として採択

された。筆者は、本年度より 5年間の研究期間に

おいて、防災・復興分野での国際貢献手法の開発

に関する研究を行っていく予定である。 

本年次報告では、プロジェクトの初年度である

ことを鑑み、防災・復興分野において国際貢献手

法の開発に関する研究を行っていく背景、意義、

目的などを整理した後、これまで筆者が行ってき

た関連研究と本プロジェクトにおける方向性概

観したうえで、今後４年間の研究の計画を示す。 

 

２. 研究の背景・意義および目的 

（１）研究の背景と意義 

「災害対策基本法」では、『災害』を「暴風、

竜巻、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴

火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若

しくは爆発その他その及ぼす被害の程度におい

てこれらに類する政令で定める原因により生ず

る被害をいう」と定義している。つまり、災害と

は、異常な自然現象や事故などが人々の生活や経

済活動に負の影響を与えることと言い換えるこ

とができる。さらに、同法では、『防災』とは、「災

害を未然に防止し、災害が発生した場合における

被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることを

いう」としている。防災という単語の感覚からす

ると、災害の防止や被害の拡大を防ぐことのみに

捉えがちであるが、災害対策基本法では災害から

の復旧も防災の範疇である。防災を「事前の備え

～災害対応～復旧・復興～事前の備え」という途

切れのないプロセスとして扱う概念は、海外でも

定着した概念である。 

災害が人々や人々の生活、社会や経済にネガテ

ィブなインパクトを与えるものであること、また、

防災が事前の備えから災害を経て新たな備えま

での途切れのない活動であることを考えると、防

災（災害対策）により得られる効果というものは、

以下の二つ、すなわち、「事前に対策を行うこと

で災害によるネガティブなインパクトを減らす」

ことと、「災害からの回復力を高めより早く復興

する」という 2つに集約される。 

しかし、筆者が主な研究対象とする開発途上国

に顕著な状況として、地方から都市への人口流

入・集中と、それに伴う災害に対して脆弱な土地

への居住、慢性的な資金不足による、事前の対策

の遅れや復興の遅れがある。例えば、資金不足に

より事前の対策がない地域でひとたび災害が発

生すると、壊滅的な被害になり、被災者が受ける

経済的なインパクトは非常に大きく、人的資源と

物的な資産の両方を同時に失うことになり、災害

から立ち直るのが非常に難しい状況に置かれる。

度重なる自然災害により繰り返される壊滅的な

被害は、開発を阻害し、貧困層の貧困を加速させ

る負のサイクルとなり、社会が内包する課題を顕

在化させる。 

このような背景の下、開発途上国の防災分野を

政府からコミュニティの全てのレベル、および、

関連する方面から強化するための方策と支援策

（国際貢献手法）について研究を行うことは、開

発途上国の開発の促進にとって意義がある。 
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（２）研究の目的 

本共生センタープロジェクトの共通研究課題

が、「アジア・アフリカ地域」と「国際貢献手法」

の開発であることを鑑み、本研究では、自然災害

を対象とした防災と災害からの復興分野におい

て、開発途上国が自律的に防災に取り組めるよう

な形を目指す上での支援方策を明らかにするこ

とを目的とする。 

特に、政府レベルの能力強化、コミュニティ防

災活動の定着化、より良い復興に向けた被災者支

援、観光地を対象に持続的なビジネスに資する防

災についてその方策と支援策についての研究を

行っていく。 

 

３. これまでの研究と本プロジェクトでの研究

の方向性 

ここでは、筆者がこれまで行ってきた関連研究

と本プロジェクトの方向性について、「２．」で示

した研究課題ごとに論じる。 

（１）政府レベルの防災能力強化 

政治家や政府職員の防災分野に関する意識向

上も含めた形での防災行政に関する能力強化は、

防災・復興を適切に進めていく上で最も重要なこ

とであり、1995 年の第 2回国連防災世界会議で採

択された「兵庫行動枠組（HFA）」において特に強

調された点であり、HFA の採択以降、開発途上国

の防災能力強化に対し多くの支援がなされそれ

は一定の効果が得られたところであるが、この分

野の能力強化は依然として高いニーズがあり、多

くの支援が引き続き行われているところである。 

能力強化の対象は様々であり、相手国の社会的

能力に応じた支援が求められているところであ

るが、効果的な支援策検討のための方法論は十分

な状況にあるとは言えない。筆者はこのような状

況に対応するために、日本およびいくつかの開発

途上国の事例から「防災は社会システムの一部と

してとらえることができ、社会の発展段階と関連

づけて考えることができる」という作業仮説の有

効性を検証したうえで、その検証過程で導いた

「防災に関する発展段階モデル」（表１）を提案

し、それに応じた支援を行うべきであると提案し

てきた（松丸 2009）。 

表１ 「防災に関する発展段階モデル」 

段
階

その国が持つ防災諸制度等 
の内容 

目安とする
指標の範囲

GDP／
人 HDI

第１
段階

自然災害に関して全く事前の
備えをしていない。公共・個人共
に災害が起きてから個別の対応
をするのみ。住民のみならず行政
組織の構成員も自然災害や防災
に対する知識が少ない。 

2,000
ドル

0.5
以下

 0.5

第２
段階

自然災害に関してある程度事
前の備えを行わないといけない
と感じており、ごく一部について
は構造物や予警報の実施をして
いる。しかし、防災を政策として
取り上げてはおらず、制度などは
未整備であり、防災を推進してい
く人材も限られている。 

3,000 
ドル 0.6

 0.7

第３
段階

防災に関する制度がある程度
整っており、事前の備えに対する
投資（構造物および非構造物）も
ある程度行われおり、不十分では
あるが専門知識を持ち防災を推
進する人材もいる。

 0.75

10,000
ドル 0.8

第４
段階

事前の備えに対する投資や制
度などがほぼ整備されており、あ
るレベルまでの自然災害に対す
る備えができている。備え以上の
災害については、保険などの市場
によるリスクシェアリングのシ
ステムが機能し始めている。 

20,000
ドル 

0.85
以上

出所：松丸（2009） 

 

本プロジェクトでは、このモデルを改良するこ

とで、政府レベルの防災能力強化を効率的に支援

するツールを開発・提案をしていきたい。 

（２）コミュニティ防災活動の定着化 

コミュニティレベルの防災能力強化は、政府レ

ベルの防災能力強化とともに、HFA において強調

された分野である。特に、開発途上国では、政府

による防災投資があまり期待できないことから、

被害軽減における自助・共助の強化、つまりコミ

ュニティ防災の推進は被害軽減に直接寄与する

手段として有効とされている。 

筆者は、これまで、スリランカやフィリピンを

対象にコミュニティ防災に係る研究を行ってき

た。特にスリランカでは、JICA の支援活動の一部

として行われた、コミュニティ防災能力強化活動

に長年（2005 年から 2013 年）までにわたり従事

してきており、コミュニティ防災活動にかかるマ

ニュアルや教材の整備なども経験した。 

JICA の活動が終了した後も複数回にわたって

スリランカを訪問し、コミュニティ防災活動の状

況と課題を分析してきている。特に、コミュニテ

ィ防災活動支援後活動の現状をコミュニティの

特性に着目して考察し、コミュニティ防災を推進

する要素（表２）を明らかにした（松丸 2015（2））。 
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表２ コミュニティ防災活動の持続的推進に係

る要素 

要素 内容 

リーダー

の資質 

活動の継続にはリーダーあるいはリーダーグ

ループの資質が影響している。活動が継続し

ている 3 つのコミュニティでは、リーダーグ

ループの中に、比較的知識レベルの高い核と

なるリーダー（小学校校長、地方議会議員、

IT 技術者）が存在していることが共通した特

徴である。また、核となるリーダーを他のメ

ンバーが支える構造になっている。 

リーダー

とコミュ

ニティの

関係 

活動が継続できているコミュニティでは、リ

ーダーグループとコミュニティ住民の間に一

定の信頼関係がある。コミュニティ住民から

その地域の防災活動をリードする人々として

認知されており、様々な防災に関する相談を

受け、信頼をされている。 

ステーク

ホルダー

の関係 

JICA専門家が雇用したファシリテーターとコ

ミュニティのリーダーグループ、特に核とな

るリーダーがキーとなるステークホルダーで

ある（図１）。コミュニティ防災活動の持続に

は、コミュニティ内部の努力に加え、防災に

関して様々な相談ができるパートナーが外部

にいることが重要である。 

出所：松丸（2015（2））を基に作成 

 

 
出所：松丸（2015（2）） 

図１ コミュニティ防災におけるステークホル

ダーの関係（スリランカの場合） 
 

今後は、コミュニティ防災の先進国と言われる

フィリピンでの調査を進め、スリランカとの比較

研究を行う等し、コミュニティ防災活動の支援手

法と定着化に係る方策を明らかにしていきたい。 

（３）より良い復興にむけた被災地支援 

災害を防ぐ施設が少ない開発途上国では、大規

模災害を受けやすい。大規模災害で被災した多く

の被災者の復興過程をよりよくすることは、被災

者の早期の生活再建を果たす上で重要な課題で

あり、被災地を被災以前より強くすること（Build 

Back Better、図３）は、度重なる災害による開

発の阻害を食い止めることとなる。 
 

 
出所：Ian Davis 他編（2015） 

図２ Build Back Better の考え方 
 

今後は、インドネシアやフィリピンにおいてこ

れまで行ってきた、被災者の生活環境にかかわる

研究や復興時の居住地選択に関する研究（井内、

松丸、マリ 2015）をさらに進化させ、これまで行

ってこなかった精神面での復興にも焦点を当て

てより効果的な被災者支援および Build Back 

Better に係る研究を行っていく。 

（４）観光地と防災－持続可能なビジネス 

共生センタープロジェクトは、「国際貢献」、「ア

フリカ」、「持続可能なビジネス」という 3つの研

究サブテーマを設定しており、筆者は、「国際貢

献」にかかる研究を主として行っていくものであ

るが、筆者が近年取り組んでいる「観光地の防災」

は、「持続可能なビジネス」というサブテーマに

も通じるものである。 

すでに、日本とスリランカの観光地（江の島お

よびヒッカドゥア）において、観光客、地元住民、

観光産業従事者の防災意識調査を始めており、そ

の結果の一部を報告しており（松丸 2015（1））、

今後は同様の調査をフィリピン等に広げていく

とともに、調査内容を深化させ、観光地での防災

計画立案のための支援手法の開発などにつなげ

ていきたい。 
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４. 研究計画 

表３に今後の研究計画を示す。 
 

表３ 研究計画 

年度 内容 

2015 年度  

（実施済み） 

 これまでの研究のレビュー 

 研究計画の立案 

 現地調査（ネパール震災後の被災差生

活と復興について） 

 アフリカにおける研究協力先開発、研

究テーマ発掘 

2016 年度  コミュニティ防災および防災と観光

にかかわる国際貢献手法研究のため

の共同研究の開始（スリランカとフィ

リピンを想定） 

 上記に係る現地調査の実施 

 関連研究に関する学会報告 

2017 年度  政府レベルの防災能力強化にかかわ

る国際貢献手法研究の深化とこれに

係る現地調査の実施 

 関連研究に関する学会報告 

 共生センターで刊行する書籍の執筆 

2018 年度  研究の継続（詳細は未定） 

 関連研究に関する学会報告 

 現地調査 

2019 年度  研究の取りまとめ 

 共生センターで刊行する書籍の執筆 

出所：筆者作成 

 

なお、大規模災害の発生後には機動的に現地調

査を行い、災害の発生原因の確認や被災者の生活

状況等を行うとともに、復旧や復興に関しての国

際貢献にかかる提言を行っていく。 

 

５. おわりに 

災害には開発を阻害し貧困を加速させる側面

があるが、一方、開発には災害を増大させるとい

う側面もある。都市の開発による居住不適地の市

街化やタイの工業団地の洪水災害の事例にも見

られるように、都市域の拡大や産業の立地（開発）

が新たな災害を生み出しており、これも、開発の

側面から見て防災が課題となる理由である。 

災害のインパクトは、基本的には災害が発生し

た地域や国に限定されるが、被災地域の特性によ

っては、災害の影響が、時には世界経済にも及ぶ。

特に、生産の国際分業が進んでいるような分野で

は、特定地域での災害が、結果として世界規模で

影響をする。例えば、東日本大震災の場合、東北

地方に立地していた部品工場が操業停止に追い

込まれ、重要部品の供給が滞り、その結果として、

途上国で行っている自動車などの最終組立が出

来なくなり、最終製品の生産に支障をきたした。

同様の影響は、2011 年のタイ洪水でも確認されて

いる。もはや、災害は一部地域の問題ではなくグ

ローバルな影響を持つ問題であり、各国における

防災が重要になってきており、本共生センタープ

ロジェクトで国際貢献手法を開発する意義は大

きく、今後 5 年間そのための研究を進めていく。 

また、プロジェクトの「国際貢献」サブテーマ

のコーディネーターとして、研究員間の研究調整

と協働の推進による研究効果を高めること、海外

の共同研究先などの開拓、実際に国際貢献に寄与

するプロジェクトの実施などにも積極的に取り

組んでいきたい。 
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平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

アジアにおける適正技術を用いた水と衛生に関する研究 
 

国際共生社会研究センター 研究員 
国際地域学部 助教 

眞子 岳 
 

Appropriate Technology of Safe Water Supply and Hygiene in Asia Countries 
 
１．序論 

 開発途上国では、安全な水供給率と適切な衛生

施設へのアクセス率を向上させることが重要視

されている。昨今発表された MDGs（Millennium 
Development Goals；ミレニアム開発目標）の後

継 で あ る SDGs (Sustainable Development 
Goals；持続可能な開発目標)において、「すべての

人に対する、持続可能な水源と水と衛生の確保す

る」ことを目標として掲げていることからも、開

発途上国での水と衛生問題の解決は急務である

ことが解る。 
 筆者が所属する国際共生社会研究センター（以

下、センター）では、国際貢献と持続可能なビジ

ネスをテーマとし、水と衛生の分野を専門として

調査研究を実施している。筆者は、安全な水の供

給と、水供給施設または村落内の衛生環境の向上

を目指すには、国際貢献（内発的発展手法）やビ

ジネスの手法が適切であると考えている。国際貢

献の手法では、主に援助対象者に国際機関か二国

間援助機関などによる「援助」という手法がある

のは、よく理解していることであろう。しかし、

重要なのは、対象者自身が自分達で発展して行こ

うという意思や意欲を与えるような国際貢献、つ

まり内発的発展手法が重要であると考える。また、

対象者の多くは開発途上国内で、貧しい地域に住

んでいることが多いため、意思や意欲を向上させ

るために経済成長できることを示すことが必要

である。そのために、ビジネスという手法を導入

し、内発的に発展できるビジネス手法が社会問題

を解決できると考えている。 
 
 

２．今年度の研究状況 

今年度の研究では、主にネパール国（9 月）と

ミャンマー国（12月）における調査研究を行った。

ミャンマーの調査研究結果は本報告書には提出

日の関係上反映されていない。そのため、ネパー

ルにおける調査研究結果を下記に記載する。 

（1） 背景と目的 

2015 年 4 月 25 日、11 時 56 分（現地時間）に

ネパール中央部のゴルカ地方で M7.6 の地震が発

生した。ゴルカはカトマンズから西へ約 76km 離

れた位置にあるが、カトマンズにおいても歴史的

建造物を中心に大きな被害が出た。同年 6 月 7 日

にも M4 から M6.8 の余震が断続的に発生してい

る。2015 年 6 月 25 日の時点で、死者約 8,790 人、

負傷者約 22,300 人、大きな被害が発表されてい

る。この震災を受けて国際機関 WFP(United 
Nations World Food Programme：国際連合世界

食糧計画)や UNICEF(United Nations Children 
Fund：国際連合児童基金)などの国際機関よる支

援活動が行われている。わが国も政府がネパール

政府からの要請を踏まえ、緊急援助物資の供与お

よび 1,400 万ドルの緊急無償資金協力の実施、国

際緊急援助隊（救助チーム、医療チーム、自衛隊

部隊）を派遣し、被災者に対する緊急人道支援を

実施している。さらに、JPF（ジャパンプラット

フォーム）が資金を提供する形で NGO が現地入

りしたほか、もともと現地で活動していた日本の

NGO も支援活動を実施している。特に水・衛生

に関しては UNICEF と協力体制をとり現地へ支

援を実施していたとされている 
研究全体の目的は、災害時にいかに効果的、か

つ現地に即した形で安定した水供給を行うこと
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ができるかということにあり、本報告書では震災

から約3ヶ月が経過した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、明らか

になった水供給手法や水質管理について報告す

る。 

（2） 対象地域 

筆者は2015年8月4日から9日の間、都市部のカ

トマンズ市内やパタン地区、山岳地域であるシン

ドゥパルチョークのチョウタラにて現地調査を

実施した。聞き取り調査を用いて被災者の水使用

形態解明に努めると同時に、被災者が使用してい

る水についても水質実測(大腸菌群及び大腸菌)

を行った。 

 

３. 現地調査結果 

（1） 都心部観光地における震災状況 

首都カトマンズは世界遺産が多いことでも知

られている。特にバクタプルやナラヤン、パタン

には屋根を持つ塔や寺院があり世界遺産登録さ

れている有名な観光地であるが、地震による被害

は歴史的建造物において、顕著であった。ネパー

ル従来の工法は、土とレンガを用いて建設された

建物であり、いわゆる「柱」がないことが特徴で

ある。しかし同様の構造を持つものであっても全

く被害が無いものもあった。これらの被害は観光

業に大きな経済的打撃を与えているため、瓦礫の

撤去や早急な改修、修繕を実施する必要がある。

破壊された瓦礫は歴史的文化遺産の一部であり、

再利用の可否を含め慎重に処分する必要があり、

瓦礫処理の進捗に遅れがでていると推測される。 

 

（2） パアンにおける被災状況と水使用形態 

パアン地区は伝統的なチョーク（中庭のよう

な広場）を中心とした４から５階建ての住居が

密集した地域からなる住宅地域である。訪問し

たチョークを中心に52世帯（約400人）が住んで

おり、チョークには共同井戸と貯水タンクが設

置されていた。また、公共の水道も通ってお

り、井戸と水道の両方の水使用について調査し

た。 

井戸は、建設費の50％を政府の援助で賄い、

残りの50%を住民が負担して建設されていた。各

世帯は60,000Rs（日本円で約7万円）を支払って

いる。管理人を決め井戸の清掃や水質管理を行

っていることから、維持管理は適切に実施され

ていると判断できる。 

水道水は従量制で課金（メーターで計測）す

るシステムで、一世帯当たり水への支出は約200

～300Rs/月とのことである。さらに水使用形態

を見てみると、飲用水源として水道水を利用し

ており、それ以外の用途には地下水を用いてい

る。これらの理由は、ネパール、バングラデシ

ュやインドで見られる地下水のヒ素汚染を住民

が懸念したためと考えていたが、地下水ヒ素汚

染の知識はなく、地下水飲用による一般的な健

康被害、下痢疾病への懸念であった。無料の地

下水より支払いが生じる水道水を利用している

ことから健康への意識及び地下水への不信感が

強いことが伺える。 

 

（3） キャンプ地における水使用形態 

筆者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

を続けていた。被災直後の生活は、生活再建に

向けた第一歩として重要な時期であるが、キャ

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。本調査ではバクタプル、サノ

バシャム、チョティパチ地区のキャンプ地にて

調査を実施した(図1)。 

 

1) バクタプル地区 

バクタプル地区は地震によって倒壊した住居な

どが多く、瓦礫も多く残っていた。緊急避難用

の住居として一般的なテントやトタンを用いて

建設された仮設住宅が点在している。これらの

仮設住宅は主にNGOや海外の援助団体からの寄付

で建設されており、主に9m2(3mx3m)の広さであ

る。 

 

2) サノバシャム地域 

サノバシャム地域では、学校の校庭をキャンプ

地とし、ネパール軍、中国やドイツの援助によ

って供給されたテントに約80世帯が暮らしてい

る。テントで複数の家族が同居する場合には同

等のカーストで住んでいるが、敷地内では異な
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るカーストが混在しており、水利用や支援物資

の配分に関して、カーストによる差別などが確

認された。被災地域ごとにカーストを考慮した

適切な支援等が今後必要であると考える。 

生活用水タンクには、ネパール政府によって供

給された水道水が貯水されており、5時から7時

（AMとPM両方）の間使用することが可能であ

る。この水は全ての用途に使用されていること

が聞き取り調査より明らかになっていることか

ら、乾期時にも適切な水量が供給されるか懸念

される。さらにこの水からは大腸菌群が検出さ

れており、未処理の水を飲用している場合は下

痢疾病なども懸念される。 

 

3) チョティパチ地区 

チョティパチ地区のキャンプサイトには、約

1,800世帯(約10,000人)がテントで暮らしてい

る。当キャンプ地のリーダーによると、地震発

生から約20日間がもっとも切迫した状態であ

り、当初供給された水の水質に問題があった。

そのためボトルドウォーターを購入し、飲用や

手洗いを行っていたが、その後UNICEFの支援に

より水質の良い水が供給され、現段階では、水

量・水質と共に適切な水が24時間給水可能であ

る（表1）。簡易トイレについても様々なドナー

がキャンプ地に設置しているため、一定の環境

が保たれており、その運転維持管理も住民へ委

託(800Rs/日)されていることが確認され、低い

カーストとされる住民の収入源にもなってい

る。 

 

4) 山岳地チョウタラにおける水使用 

チョウタラ市役所によると、人口の95%、約

5,000世帯に影響が出ており、30以上のNGOが活

動しているとのことである。現地では国際機関

であるIOMやUNDP、赤十字・赤新月社が人道支援

や医療、水供給支援などを実施していることが

確認できた。 

水使用形態についてみると、赤十字・赤新月社

がチョウタラから少し離れた地域の滝を水源に、

被災地域まで水を引いており、キャンプ地へ供給

していた。また赤十字・赤新月社のキャンプ地内

には水浄化装置や塩素剤、プラスティックの水サ

ーバーが備蓄されており、水供給のシステムが比

較的整っているといえる。被災者に供給されてい

る水からは、塩素臭が確認でき、水質管理が実施

されていると判断できる。援助団体の撤退後の乾

期の水供給については懸念される所ではあるが、

調査期間が雨期であり、山岳部の被災地では水資

源が豊富であったため、水供給の問題は見られな

かった。 

チョウタラ市役所によると、人口の95%、約

5,000世帯に影響が出ており、30以上のNGOが活

動しているとのことである。現地では国際機関

であるIOMやUNDP、赤十字・赤新月社が人道支援

や医療、水供給支援などを実施していることが

確認できた。 

水使用形態についてみると、赤十字・赤新月社

がチョウタラから少し離れた地域の滝を水源に、

被災地域まで水を引いており、キャンプ地へ供給

していた。また赤十字・赤新月社のキャンプ地内

には水浄化装置や塩素剤、プラスティックの水サ

ーバーが備蓄されており、水供給のシステムが比

較的整っているといえる。被災者に供給されてい

る水からは、塩素臭が確認でき、水質管理が実施

されていると判断できる。援助団体の撤退後の乾

期の水供給については懸念される所ではあるが、

調査期間が雨期であり、山岳部の被災地では水資

源が豊富であったため、水供給の問題は見られな

かった。 

 

４. 結論 

 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、同等のカースト

でテントに住んでいるが、カーストによる

差別などが確認されたため、カーストを考

慮した適切な支援等が必要である。 

 キャンプ地における水質調査結果から、多

くの大腸菌群が確認された。一方、病原性

大腸菌は確認されなかった。 

 テントに貯水のされた飲用水はテント内で
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蓋付きのバケツに保管されているが、大腸

菌群汚染が確認された。 

 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。 

 水道インフラが被災し、仮復旧により水を

供給しているのも見受けられた。復興のた

めの本格的な復旧も必要であるが、安定的

な水供給を確保するために乾期の水不足解

消に向けた取り組みも同時に行うことが必

要である。 

 

上記の報告内容は、筆者の論文「2015 年ネパール地震 3か月後の

被災者の生活状況―被災者の水使用に着目してー」、国際開発学

会、2015 年 11 月から引用したものである。 

 

５．今後の研究展望 

（1） ネパールとミャンマーにおける調査 

 本報告書にあるネパールの研究結果は、ヒンド

ゥー教による水使用の差別を確認できた。これは

雨期に行った調査結果から明らかになったもの

で、乾期は雨期より喫緊な状態になりことから、

適切な水供給形態を提案する必要があると考え

られる。ネパール政府の見解では、宗教による差

別はないとされているが、村落部などでは現在差

別は大きく存在している。宗教の差別による水使

用形態の変化は、宗教事態を変える Behavior 
Change が必要になることから早急には困難であ

る。そのため宗教習慣に沿った水使用携帯を検討

する必要が今後でてくる。 
 ミャンマーにおける研究は、本報告書では述べ

ていないが、中央乾燥地域において水供給と衛生、

さらに電化に関する研究を行ってきた。中央乾燥

地域では、水源は 300m 掘った深井戸、もしくは

雨期に貯まった池の水である。地下水は中央乾燥

地域では有料であり、池の水は降水量によるもの

なので持続的ではないため、持続可能な水供給手

法を模索している。 

（2） 研究計画 

 今年度は、水と衛生についてネパール、ミャン

マーにおいて調査を行ってきた。 
来年度からは ABE イニシアティブの学生とア

フリカのケニア、タンザニア、南アフリカにて水

供給と衛生に関する研究を実施することになっ

ている。そのため、水源が少ない地域における水

供給について調査研究を実施していく。またネパ

ールの調査からも宗教と水供給は深く関わって

いることから、宗教学、社会学、文化人類学など

分野横断的な研究を実施してきたい。 
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１．Introduction 
In 1979, the United Nations described the 

state of the world’s women as follows: 

“ Women constitute one half of the world’s 

population, they do two-thirds of the world’s 

work, they earn one tenth of the world’s 

income and they own one hundredth of the 

world’s property including land.” (United 

Nations,1979). 

Since the release of the 1987 Brundtland 

Commission Report entitled “Our Common 

Future, the world has moved on towards 

sustainable development” defined as 

“ development that meets the needs of the 

present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs." 

Sustainable development also highlighted the 

important links of the social, economic, and 

environmental dimensions. 

The subsequent 1992 Earth Summit resulted 

in the Rio Declaration and Agenda 21 which 

“ laid out a global framework for addressing 

the challenges facing the global community in 

the three central dimensions of sustainable 

development” and which stated in its 

Principle 20 that women have a vital role in 

environmental management and development 

and their full participation essential to achieve 

sustainable development.” (UN Women, 

2012). 

Significant achievements have been observed 

since then and include: “ more girls enrolling 

in school; more women working; more 

getting elected and assuming leadership 

positions; preventing and redressing violence 

against women and girls on the public policy 

agenda: women with greater legal rights to 

access employment, own and inherit property 

and get married and divorced on the same 

terms as men.” ( UN Women, 2015). 

Education advancement of women has been 

linked to better household and health care 

management, employment, more agency and 

empowerment for women, among other 

interrelated benefits. Gender equality and 

better benefits for women result in better, 

interactive improvements for the household 

and communities and the inclusion of policies 

that are good for “ care” of people, including 

women, “is an essential foundation of 

sustainable development outcomes.” 

( UNRISD, 2014) 

While much progress has been made to 

improve the lives of women throughout the 
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world, there remains so much more still to be 

done. The positive changes mentioned earlier 

have not been uniform for women and men, 

diverse among women, across geographical 

locations, between and within countries, 

across ages, classes, cultures and physical 

abilities or disabilities. Specifically, despite 

advances in education, “only half of working 

age women are in the labour force (compared 

to 3/4 of working age men), women are not 

given equal pay for equal work and women 

work more hours, large numbers of women 

still unable to exercise their rights to even 

basic levels of health care, water and 

sanitation.” (UN Women, 2015,). 

Through the years, initiatives to achieve 

sustainable development, for the benefit of 

and involving women have been practiced 

successfully at variously interrelated levels, 

from household, community, regional, 

national, global levels and involving various 

stakeholders among individuals, groups, 

organizations, governments within and across 

countries globally. Despite these efforts, 

however, the challenge remains: how to 

accelerate the goal to achieve sustainable 

development for households , communities, 

and societies with women rights at the center. 

Another hurdle to overcome is how to sustain 

the active engagement and participation of 

women for sustainable development of 

households and communities locally and 

globally. 

 

２．Research Objectives and Plans 
With the unfinished business of attaining 

gender equality and women empowerment 

(OECD, 2015) , poverty reduction, and 

over-all sustainable development globally, 

this research aims , firstly, to move forward to 

find global data and policy suggestions about 

what initiatives best accelerate the active and 

continuing engagement of women for poverty 

reduction, gender equality, and sustainable 

development. The research will also identify 

successful women change agents in selected 

communities of Asia and Africa and 

document their contribution for and their 

journey towards sustainable development of 

their households and communities. Finally, 

this research intends to examine and analyze 

if women’s participation observed and 

documented, in previous reports and in our 

own proposed case studies, have been 

sustained or not and to trace and analyze the 

factors affecting the continuing engagement 

of women for household and community 

sustainability.  

For Year 1, literature review will be 

conducted to produce a report about global 

initiatives for active women participation for 

development of sustainable households and 

communities. The research for this first year 

will also include case studies of successful 

women change agents in selected 

communities of Asia and Africa culled from 

literature. Within the first year, the selection 

of Asian and African communities to be 

included for field research and case studies of 

actual women engagement for sustainable 

development will be finalized and the criteria 

for selection clarified and reported. 
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For Year 2, field research will be conducted to 

document and report about a) the state of 

development of households and communities 

within the selected sites, b) the gender 

situation, and, c) the participation of women 

within the selected households and 

communities. Participation “ involves more 

than giving disadvantaged groups ( like 

women) a voice at the table; it is also about 

(i) strengthening their capacity to gain control 

over resource mobilization and 

decision-making processes within households 

and communities and (ii) enhancing their 

capacity to exert claims on external 

stakeholders and institutions that affect their 

lives.” (UNRISD, 2014). The second year 

research report intends to identify the women 

change agents and analyze their contribution 

for sustainable development in the respective 

households and communities included in the 

study. 

For Years 3-4, the research focus will be on a 

longitudinal case study of selected women 

engaged in sustainable household and 

community development in Asia and Africa. 

The research for this period will pay attention 

to the wider context of internal and external 

factors that may influence the active and 

continuing engagement of women for 

household and community development 

within the selected research sites. 

  

For Year 5, a final publication will be 

produced that will present and analyze the 

results of the field research and case studies 

for Years 3 and 4. Who are the women change 

agents for sustainable development of 

households and communities? What factors 

influenced their participation and the 

continuation or withdrawal of their 

participation? How do the results of our own 

research results compare with the data 

obtained from literature review about women 

participation for sustainable development for 

households and communities, about the 

drivers or deterrents to their participation, and 

about the initiatives and related factors that 

positively accelerate sustainable development 

and women’s participation for households and 

communities. 

 

３．Current Research Output 
 Women participation for sustainable 

development of households and communities 

has been investigated globally through 

literature review and in an exploratory 

fashion, through field visits of certain 

communities in Japan and in the Philippines. 

 Some initial results include: 

(1) As mentioned in the Introduction, the 

unfinished goals of the Millennium 

Development era, specifically relevant 

for this research, gender equality and 

poverty reduction, have been carried over 

as the post-sustainable development goals 

posing continuing challenges , especially 

to the vulnerable groups, including 

women; 

(2) Another significant result of the literature 

review is the clarification of the need to 

ensure “substantive equality or de facto 

equality” which is concerned, 
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additionally “ with the effects of laws, 

policies and practices and with ensuring 

that they do not maintain, but rather 

alleviate, the inherent disadvantage that 

particular groups experience.” (UN 

Women, 2015);  

(3) Reports about women participation and 

case studies of successful engagement of 

identified women globally are also 

available with a discussion and analysis 

of initiatives showing various types of 

women participation and consequent 

results for sustainable development, 

generally, for communities and societies, 

rather than households. 

(4) Community visits to Kofu, Yamanashi 

Prefecture in Japan showed women 

participation as farmers, as product 

sellers, as shop dealers, as food 

processing workers, and migrant Filipino 

women as church and Filipino 

community leaders, caregivers, teachers, 

and entertainers.  

(5) In several communities visited in Cebu, 

Philippines, various types and extent of 

women participation were observed. 

Specifically, in the newly formed 

relocated community of Barangay 

Danglag in the municipality of 

Consolacion, the active engagement of 

women as community leaders negotiating 

with various authorities about 

relocation-related needs and services was 

observed. Women were also active in 

organizing the residents for community 

land repayment schemes , for planning 

and implementation of community 

projects such as waste management and 

sanitary water supply. In the communities 

of Sitio Paypay and Sitio Igot in the 

municipality of San Francisco, Camotes 

in Cebu, women leaders were involved in 

health and disaster management and other 

community projects. Women were also 

involved in production of banana chips 

and other food for sale. Elderly women 

and men were also active in attending 

meetings and events for their sector. 
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Family Policy Analysis Using De-commodification and De-familiarization Index 

-Approach to Development of Family Policy Analysis Method - 
 
１．研究の背景 

近代以降の福祉への社会的取組（社会福祉）は、

社会・経済の発展のなかで慈善事業や博愛事業が

課題と範囲を拡大し、次第に社会全体の生活問題

とのかかわりを広げていく過程の中で発展して

きた1。産業化の中で、疾病や加齢、不安定就労や

不慮の事故に伴い、従前の生活の維持が困難にな

るケースが顕著にみられるようになり、このよう

な場合に政府や民間市場が社会福祉資源を供給

するようになったのである。社会福祉は、近代資

本主義社会におけるこのような政府や市場・相互

扶助組織を主な供給主体として、19 世紀後半から

20 世紀にかけて飛躍的に発達した。 

20 世紀後半には、ヨーロッパや北米を中心とす

る先進諸国において、福祉国家の発展経路やその

背景要因の分析と類型化に関する研究が蓄積さ

れていった。しかし、発展途上国に関する研究は

20 世紀末になっていくつか見られるようになっ

たが、体系化・類型化の蓄積はそれほど進んでい

ない。 

したがって、発展途上国における社会保障・社

会福祉制度の整備を進めるのであれば、産業構造

や家族構造に適応する制度の構築、専門職人材の

開発、課題の抽出をめざし、情報収集を行う必要

がある。特に、日本においては情報が希薄なアフ

リカ地域に重点を置く必要性は高い。さらに、収

集した情報の分析だけでなく、社会福祉の内発的

発展を促進するための援助の在り方について事

例収集をしながら検討していく必要性もあるだ

ろう。 

本稿は、こうした社会福祉制度の整備とそれを

めぐる研究をふまえて、アフリカ諸国を中心とし

た発展途上国の社会福祉・社会保障政策（社会政

策）の分析に向けて、水端として家族に着目し、

その分析枠組を検討しようとするものである。 

 

２．家族政策分析の意義－なぜ家族か 

先進諸国では、政府や市場、相互扶助組織（市

民社会）による社会福祉の供給が始まる以前、す

なわち近代資本主義社会の発達以前の生活は、お

おむね家族や共同体を中心とした支え合いによ

って維持されてきた。その後、前述のように産業

社会の発展の中で生活維持困難が社会問題化し

ていくにつれ、相互扶助組織による援助が制度化

し、福祉国家の発達とともに、政府主導で社会改

良や社会保障制度の導入が行われるようになっ

ていった2。主たる生計の担い手の事故・低所得・

失業・疾病等の稼働困難による所得の減少を補い、

育児・介護（ケア）などの無償労働を有償化し、

親族等の扶養がない貧困者の生活を支えてきた。

慈善事業や博愛事業、市場によるサービスの販売、

政府による福祉制度の整備と実施である。 

しかし、今なお家族は最大の福祉供給主体であ

る。家族の性的・経済的・生殖・教育的などの伝

統的機能の多くは、近代化とともに主に社会福祉

の供給主体によって外部化されてきた。しかし、

情緒安定化、ケアを含めた社会化・安定化機能に

関しては、いまだに外部化されない部分が多く残

っている。 

このような、社会福祉分析における変数として

の家族の重要性に加えて、20 世紀後半以降先進諸

国で顕著に表れてきた家族構造の変容が、家族政
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策、あるいは社会政策における家族の視点の重要

性をさらに高めている。産業構造と家族・人口構

造の変容は、それを前提としてきた社会福祉の機

能を縮小させ、ときには逆機能をもたらすことも

あるからである。 
例えば、定型化された業務による大量・安価な

生産を追求してきた 20 世紀後半の日本社会では

婚姻した夫婦が男性を主たる生計の担い手とし

て家庭を形成する「標準型家族モデル」を前提と

して、男性の終身雇用、女性の専業主婦に適した

社会保障、雇用環境が整備されてきた。しかし、

これに適合しない家族環境下では貧困リスクが

はるかに高くなり、標準型家族モデルにあてはま

らない人びとの社会的排除を進行させた。こうし

た戦後の家族モデルは 20 世紀末以降の低成長時

代に入ると雇用環境の不安定化と子育ての経済

的負担とあいまって少子化を進行させた。さらに、

市場経済のグローバリゼーションの拡大と知識

基盤産業の進展によって、もはや働き方・人生が

定型化できなくなったにもかかわらず、この新た

な変化に対する社会保障制度の未対応が、主に若

年層の生活を圧迫し、貧困を増大させた。結果と

して、子どもを産み育てる世代の貧困が、子ども

の貧困状態を生み、次世代の育成を阻んでいる。 

 

３．脱商品化と脱家族化そしてトレード・オフ3 

比較福祉国家研究の嚆矢となったＧ．エスピン

－アンデルセンの福祉資本主義レジーム論は、福

祉資本主義（国家）の三つのレジームのメルクマ

ールとして、脱商品化指標と階層化指標を用いた。

福祉国家は、近代化に伴う社会の経済的発展に伴

い単線的に発達するともっぱら説明されてきた

が、1970 年代以降、先進諸国間の福祉国家とし

ての性格の違いが顕著になる中で、彼のレジーム

を枠踏みに用いた福祉国家の類型化は多様性を

説明する有効なロジックとなった。 
ここで指標として使用された「脱商品化」につ

いて、エスピン－アンデルセンは、個人あるいは

家族が市場参加の有無にかかわらず社会的に認

められた一定水準を維持することがどれだけで

きるのか、その程度を意味する、と説明している。

つまり、有償労働につかなくても（自らを労働力

として商品化しなくても）生活を維持できる程度

のことである。病気やけが、加齢などの生活リス

クに直面したときに、労働によって得られる収入

がなくても十分生活できる社会環境は、自分を商

品化する必要性が低い「脱」商品化が進んだ状態

といえる。また、階層化は、この脱商品化が社会

の構成員に対してどのように、どの程度適用され

るのかを表す。彼は、階層化を用いて給付の偏り

とその背後のメカニズムを示した。 
一方、脱家族化は、福祉国家または市場の働き

を通じて、福祉や介護に関する家庭の責任がどの

程度まで緩和されるか、その程度を意味する。つ

まり、個人の生活保障が家族に委ねられずに社会

が引き受ける程度のことである。家族の多様な機

能である物質的充足や高齢者・子どもの世話（ケ

ア）、さらには社会化機能や情緒安定機能などが

社会によって保障されていれば、「脱」家族化が

進んだ状態といえよう。 
20 世紀の福祉国家は、社会福祉・社会保障制度

の整備を通じて、もっぱら労働力の脱商品化を図

ってきた。しかし、脱家族化が進まなければ家族

の扶養とケア責任は家族に残される。この場合、

若く、家族が定型的に構築される人口未成熟な社

会では、脱商品化の諸制度は一定程度機能する。

しかし、高齢化が進み、家族規模が小さく複雑化

した人口成熟社会では、標準型家族を前提として

整備した脱商品化の諸制度は、家族へケアの過重

負担を迫るなど、機能不全に陥る可能性がある。

したがって、脱家族化を図ることは、脱商品化と

同様に、生活を安定させるために不可欠である。 
ところが脱商品化と脱家族化は、現在のところ、

トレード・オフに近い関係にある。（図１参照） 

図１ 脱商品化と脱家族化のマトリクス（筆者作成） 
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例えば、子どものいる家族は、収入を確保しな

がら子どものケアを確保しなくてはならない。そ

こで、親の少なくとも一人が出産とケアに専念で

きるよう、出産休暇や育児休業（親休暇等）制度

が整備されてきた。しかし、出産・育児のための

出費の増加が見込まれるにもかかわらず、一方の

親が休暇に入ることで所得が低下すれば、生活が

苦しくなる。そのため、親たちは子どもをあきら

めるか、苦しい生活の中で子育てをするか、産後

すぐに仕事に復帰するか、いずれかを選択しなけ

ればならない。そのときに、従前の収入をカバー

する手当金が支給され、休暇後の仕事への復帰が

保障されれば、親たちは自分を商品化する必要が

低くなり、特に理由がない限り一時的にケアに専

念するだろう。休暇とその間の所得が十分に保障

される限り脱商品化は進む。ところが、子どもの

ケアは家族が自前で確保する必要があるから、脱

家族化は進まない。 
では、所得の代替保障がある育児休暇の代わり

に、ケアの現物給付が用意されていたらどうなる

だろうか。保育施設などにおける保育サービスの

提供が十分にあり、その質が高ければ、家族はケ

アをする必要がなくなる。所得の代替保障がない

ため、仕事に復帰するインセンティブが働き脱商

品化は進まないが、自分で家族のケアをする必要

性が低い「脱」家族化が進む。 
このような脱商品化と脱家族化のトレード・オ

フに近い関係の成立には条件がある。この二つの

モデルケースは、それぞれ十分な所得の代替保障

のある休暇制度と、質の高い保育サービスのいず

れかが実質的に整ったケースである。しかし、た

とえば休暇制度が整備されていても、実際に休暇

取得によって職を失うおそれがあれば、休暇をと

らないようにするか、職をあきらめるかしかない。

どちらであっても脱商品化は進まない。それどこ

ろか、子どものケアを第三者に委託するための費

用を稼がなければならないので、有償労働へのイ

ンセンティブ、すなわち商品化が進むことになる

か、または仕事をあきらめて育児に専念すること

で家族化が強化されることになる。同様に、保育

サービスの質も条件となる。もし保育サービスの

質が低ければ、預けずに自分で子どものケアに専

念しようと考える親もいるから、脱家族化は進ま

ない。とはいえ、脱商品化が進むわけでもない。

収入が減るため有償労働へのインセンティブが

働き、商品化が進む。この場合、親の片方が有償

労働を増やし収入を確保するしかないので、家庭

内の役割分業が強化され、家族化が進むことにな

る。すなわち、休暇制度も保育サービスも十分な

質を伴い、利用が実質的に保障されていることが、

脱商品化と脱家族化を進めるカギになる。 
脱商品化は 20 世紀型の工業社会の貧困リスク

に対応して進められた。しかし、人口・家族構造

を含めた社会環境の変化のために脱商品化だけ

では貧困リスクを回避できない状況にある。21
世紀の現在、脱商品化と脱家族化を両立させる制

度設計が求められている。 
 

４．発展途上国に応用可能な比較分析方法の開発

に向けて 
 これまで、先進工業国家を前提に議論を進めて

きた。こうした議論は、どのようにすれば発展途

上国に応用可能だろうか。最後に今後の分析方法

の開発に向けた論点を提示し、結びとしたい。 
（１）福祉国家に対する批判と先進工業国家にお

ける課題  

 脱家族化は、離婚やひとり親などライフコース

の多様化に伴う貧困リスクや、少子・高齢化に伴

うケア負担リスクなど家族の失敗に伴うリスク

を軽減する。しかし、家族の崩壊や出生率の低下

をもたらしかねないとして、プラスの側面はあま

り評価されてこなかった。 

 しかし、図２にみられるように、先進諸国間に

おける状況は、脱家族化への批判を否定している。

脱家族化の代表的な指標となる女性の就労率と

出生率をみてみよう。OECD によれば 2000 年代半

ばにおいて準加盟国を含む 31 か国の女性の就労

率と出生率は正の相関関係にあることがわかる。 

課題はそれだけではない。安価な非熟練労働力

が流入し労働市場の不安定度が増す中で、単独の

稼ぎ主が安定的に家族を扶養することはもはや

困難である。このときに、家族の扶養に伴う経済

的負担やケア負担の増大が、家族によるリスクの

低減、つまり出産控えによって回避されようとし、
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少子化につながる。これを克服するには家族の負

担を軽くする脱家族化が不可欠である。図３にみ

られるように、女性の就労率と子どもの貧困は負

の相関関係にある。 

 

図２ 女性の就労率と合計特殊出生率 

（OECD のデータ4を用いて筆者作成） 

 

 

図３ 女性の就労率と子どもの貧困 

（OECD のデータ5を用いて筆者作成） 

 

一方、脱商品化は資本主義社会における市場の

失敗に伴う貧困リスクを軽減する。しかし、労働

インセンティブの低減や、財政負担の大きさ、こ

れらによる企業の国際競争力の低下等が主な批

判として指摘されてきた。市場経済のグローバリ

ゼーションが進み、情報や労働など資源の国際移

動が飛躍的に進んだ 21 世紀において、労働生産

性を上昇させ、高い付加価値を生み出す労働力を

育成することが国際競争力の強化には欠かせな

い。それには、次世代の良好な育成環境が必要で

ある6。すなわち、家族員の商品化の度合いにかか

わらず子どもが一定水準の生活を送り成長する

ことのできる脱商品化と、これと両立する脱家族

化を図ることが不可欠である。 

（２）発展途上国の分析への応用に向けた課題 

このような議論を発展途上国に直接応用する

ことができないことは言うまでもない。近代化の

一定の段階まで福祉国家は単線的に発達し、こう

した議論は当てはまらないからである。発展途上

国における女性の就労は、もっぱら生活環境のハ

イリスクとそれに伴う経済的困窮が理由であり、

貧困家庭ほど女性の就労率は高くなる。 

また、出生率は文化的・宗教的背景によって変

化する。産業構造や社会環境の変容とこれらに伴

う労働集約性の変化も就労率に影響し、就労のジ

ェンダー構造も変える。さらに地域間のバリエー

ションも変数として考慮に入れる必要がある。 

とはいえ、このような議論は、安定的な生活を

保障するシステムを選択し、持続可能な社会を作

るための手がかりとなるであろう。脱家族化と脱

商品化の人びとの福祉にもたらす機能を念頭に

おいて、各国間の比較分析、システムの安定性を

考えることができる。 

脱商品化と脱家族化は、産業構造の変容や人口

（家族）構造の変容など、社会環境の変化に社会

福祉の諸制度を順応させるために、今なお分析視

角として有効である。具体的な発展途上国の社会

政策分析への応用については、未だ緒に就いたば

かりであるが、今後の研究課題とする。 

                                                   
1 三浦文雄（1985）『社会福祉政策研究』全国社会福祉協

議会、4-5 頁 
2 藪長千乃、清水由賀（2014）「社会福祉の内発的発展」

『国際開発と内発的発展』、朝倉書店、77-83 ページ。藪

長千乃（2015）「東アジアにおける社会福祉の内発的発

展に関する研究に向けて」『平成 26 年度国際共生社会研

究センター研究概要』 
3 藪長千乃（2015）「北欧５か国における家族政策の相違

―脱商品化、脱家族化からみた家族政策分析への試論」

『ビョルク』第 127 号、北海道スウェーデン交流協会 
4 OECD(2007), Babies and Bosses-Reconciling Work and 
Family Life, OECD 及びそのオンラインソース 
5 ibid., 
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- To form port-cities on developing countries -   
 
１．新センターにおける研究内容 

(1) 背景 

 都市はそのはじめから交通と密接な関係をも

って発展してきた。同時に交通の進歩とともに

その関係も変化してきた。陸上交通でみればは

じめは徒歩や馬車とそのための道路が長い間都

市の立地を規定しその内部の骨格を形成してき

た。その後幹線鉄道網が形成され、次いで市街

鉄道や都市近郊の鉄道の整備により都市は拡張

したが、さらに自動車の普及すなわちモータリ

ゼーションにより都市そのものが大きく変化し

てきた。このため、現在先進国ではコンパクト・

シティが推進されている。一方、特に物資の長

距離大量輸送は古くから水運によって担われて

きた。河川や帆船のネットワークは都市の発展

を先導してきた。蒸気船の普及から始まり船舶

の大型化が進み多くの都市は交易による経済力

により巨大化していった。しかし、後で述べる

ようにコンテナ化は都市と港湾の関係に大きな

変化をもたらしている。  

さらにこれらの交通インフラは公共財という

ことで公共により整備、運営されてきたが、民

営化が促進されることにより地域への社会経済

効果より収益が重視され、公共交通の縮小や港

湾と都市が分離されるようになってきた。 

このうち、鉄道整備と連動した都市開発特に

郊外住宅開発については、イギリスやアメリカ

の動きを踏まえつつ、わが国では独自の形で民

間企業による鉄道整備とそれに連動した住宅都

市開発が進められ 1)今日の大都市郊外を形成し

た。これについては、交通インフラと都市のあ

り方の大きな課題でありわが国のみならずモー

タリゼーションの進む発展途上国でも重要な課

題であるが、港湾都市とは異なる問題であり次

の課題として取組むこととし本研究においては

港湾都市に焦点をあてて研究することとした。 

さて、発展途上国がグローバル化の中で国際

貿易による発展を図るためには国際水準のコン

テナ港湾とその効率的運営が必要となる。しか

し、それが立地する都市や地域との関係は必ず

しも明確ではない。 

これまでは発展途上国の港湾施設整備に対し

て ODA による支援が行われてきた。わが国にお

いては港湾施設の整備や管理運営に加えて港湾

空間の高度な利用も港湾行政の役割として取組

まれてきた。このため港湾都市という考え方が

理解されてきたが先進国のウォーターフロント

開発においても、このような位置づけが明確で

はないことが多い。このような問題においては

後で述べるようにわが国の経験が有効 2)と考え

られる。しかし、わが国における実務的な成果

を発展途上国に適用する国際貢献についての研

究は十分ではない。 

本研究においてはわが国の経験をふまえ、発

展途上国において港湾都市の考え方も念頭にお

いたグローバル化に対応する港湾のあり方およ

びそのための国際貢献の方策について議論する

こととした。 

(2) 発展途上国における現状 

 発展途上国の港湾の現状を一般論として述べ

ることは容易ではないが、多くの主要な港湾は

植民地時代に近代港湾の整備が始められている。

またその背後に行政、経済の拠点となる都市が

形成された。しかしながら、それは当時の海運、
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により巨大化していった。しかし、後で述べる

ようにコンテナ化は都市と港湾の関係に大きな

変化をもたらしている。  

さらにこれらの交通インフラは公共財という

ことで公共により整備、運営されてきたが、民

営化が促進されることにより地域への社会経済

効果より収益が重視され、公共交通の縮小や港

湾と都市が分離されるようになってきた。 

このうち、鉄道整備と連動した都市開発特に

郊外住宅開発については、イギリスやアメリカ

の動きを踏まえつつ、わが国では独自の形で民

間企業による鉄道整備とそれに連動した住宅都

市開発が進められ 1)今日の大都市郊外を形成し

た。これについては、交通インフラと都市のあ

り方の大きな課題でありわが国のみならずモー

タリゼーションの進む発展途上国でも重要な課

題であるが、港湾都市とは異なる問題であり次

の課題として取組むこととし本研究においては

港湾都市に焦点をあてて研究することとした。 

さて、発展途上国がグローバル化の中で国際

貿易による発展を図るためには国際水準のコン

テナ港湾とその効率的運営が必要となる。しか
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荷役方式や港湾建設技術に基づいたものであり

工業製品の輸出などが経済に大きな地位を占め
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ているようにすべての港湾／港湾都市に一律に

適用できるものはありえないが計画における基

本的な考え方を示すことは有効と考えられる。 

そこで、本研究においては「わが国の経験も

ふまえた都市と複合した交通インフラ開発とい

う概念を整理するとともにこのために必要とさ

れる計画プロセスと事業手法もあわせた計画手

法を考察し、これを発展途上国に適用するため

の国際貢献方策を提案する」ことを目的とする。  

(4) 研究の方法 
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1) 先進国の調査成果、主として OECD の調査結

果の報告書 4)をふまえ、研究の目的と枠組

みを明らかにする。 

2) 既存の港湾都市やウォーターフロントに関

する文献 5)を収集、整理・分析し、国内外

の 

 ①海運の発展に伴う都市形成の変遷 

 ②港湾都市の現状と課題 

 ③現在のウォーターフロント開発の事例、政 

策、計画手法 

3) わが国の代表的な港湾都市について具体的

なプロジェクトを選定し既存資料および現

地調査により計画の考え方、現状の課題お

よび今後の方向を明らかにする。 

4) 日本の技術協力における港湾、都市、地域

および交通に関する調査報告書をもとに発

展途上国の港湾と都市の関係についてどの

ような検討がなされていたか考察する。こ

こでは調査の対象として近年の JICA 調査

の報告書を取り上げる。 

5) わが国のウォーターフロント開発を含む港

湾都市の専門家および発展途上国の港湾関

係者との意見交換により実際に生じている

課題を明らかにする。 

6) 以上の検討をふまえ、本研究の結果として

1.3 に示した研究の目的に示した内容を明

らかにする。 

 

 

 
 
２．5か年の研究計画 

[平成 27 年度] 

平成27年度においては研究の第1段階として

資料収集ならびに研究の枠組みを設定する。結

果のポイントについては後述の「4.本年度の研

究成果」に示す。 

[平成 28 年度] 

平成 28 年度においては日本の技術協力にお

ける港湾、都市、地域および交通に関する調査

報告書を収集する。これら文献について整理、

分析を行い課題を整理する。また引き続き関係

者との意見交換などをおこなう。 

[平成 29 年度] 

平成 29 年度においては、これまでの文献調査

および現地調査によりわが国の代表的な港湾都

市について計画の考え方、現状の課題および今

後の方向を明らかにする。現地調査の対象とし

ては横浜、神戸およびその他複数の港湾都市を

取り上げる。 

[平成 30 年度] 

平成 30 年度においては、都市と複合した交通

インフラ開発という概念を整理するとともにこ

のために必要とされる計画プロセスと事業手法

もあわせた計画手法の考察を行うとともにその

発展途上国への適用のための課題の検討を行う。

このためにいくつかの発展途上国の港湾都市に

関する現地調査を行う。現地調査の対象として

東南アジアの複数の港湾都市を取り上げる。 

[平成 31 年度] 

平成 31 年度はこれまでの研究のまとめとし

て発展途上国における港湾都市という都市と複

合した交通インフラ開発の必要性と課題を整理

するとともにそのための計画プロセスと事業手

法もあわせた計画手法を考察し、そのための国

際協力による国際貢献方策を提案する。その中

で個別プロジェクトの枠をこえたより総合的な

計画手法、ステークホルダー間の調整プロセス

をふまえた計画プロセスなど従来とは異なる手

法を提案することになる。 

 

３．これまでの研究とセンターとの関連 

筆者はこれまで実務においてウォーターフロ 

ント開発を含む港湾の再開発プロジェクトに参

加するとともに、発展途上国におけるインフラ

整備に関して JICA 長期専門家としての経験を

有している。さらにこの問題についてわが国や

発展途上国の関係者とのさまざまな意見交換を

行ってきた 6)。また、当センターの研究として

発展途上国における地域計画手法やインフラ整

備のための制度形成などについて研究を行って

きた 7)。これらは当センターの持続可能な発展

や内発的発展のための手法開発という研究の方

向の一部をなすものである。詳細は省くがこれ

らは限られたトピックについての調査、研究で

あったが貴重な知見が得られた。その中で課題

としては個別プロジェクトの枠をこえたより総

合的な計画手法、ステークホルダー間の調整プ

ロセスをふまえた計画プロセスの重要性が示さ

れた。筆者のこれまでの具体的な経験を当セン

ターにおける研究の成果を合わせ新たな国際貢

献を行おうとするものである。 

 当センターの目標については東洋大学のホー

ムページに示されているがその中で「そのため

に時代グローバル化時代に即した内発的発展を

社会的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」8)いると述べており本研

究はその一環をなすものである。 

  

４．本年度の研究成果 

本年度は研究の初年度として既存文献などの

収集、整理を行った。収集した文献を大まかに

整理すると以下のようになる。（文献リストは紙

幅の関係で省略する） 

（１）ウォーターフロント開発プロジェクトに

関するもの：例えば代表的のものとして 1986 年

に刊行された「都市のウォーターフロント開発」
9)や2009年にみなとみらい21の詳細計画をまと

めた「都市づくり戦略とプロジェクト・マネジ

メント」10)がある。 

（２）港湾の歴史からアプローチしたもの：例

えば1989に刊行された「港の世界史」11)がある。 

（３）港湾政策の中でウォーターフロント開発

をとりあげたもの：多数あるがそのスタートと

なったものとして 1985 年に刊行されたものと

して「21世紀への港湾」12)があげられる。 

（４）港湾の立場から港湾都市を見て議論した

もの：例えば 1994 年に刊行された「港湾都市」
13)があげられる。 

（５）港湾や水際を利用した都市形成とその変

容に関するもの：河川などを含むと多数の文献

があるが 2013 年に刊行された「水の都市 江

戸・東京」14)や 2014 年に刊行された「水都ブリ

ストル 輝き続けるイギリス栄光の港町」15)が

あげられる。 

（６）水際空間計画の事例と方法論に関するも

の：例えば 2014 年に刊行された「親水空間論 
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時代と場所から考える水辺のあり方」15)がある。 

以上に加えて横浜における港湾都市形成につい

て整理した調査報告書を収集している 17)。 

また、先進国を事例とした先行研究について

3)に示す OECD の調査結果を整理しわが国にお

ける計画、実施と比較、評価し、第 76 回ウォー

ターフロント研究サロンにおいて OECD におけ

るみなとまちづくりとして報告 18)し、わが国の

専門家との意見交換を行った。なお OECD の調査

は港湾と都市はかつては手を携えて発展してき

たが今日では異なる方向を志向しているが、港

湾都市という概念を入れることにより港湾は地

域の市民から支持され競争力をもって発展する

ことができることをその結論として述べている。 

わが国における具体的な取り組みもこの結論を

支持するものと考えられる。 

この先進国の取組みおよびわが国の具体的な

取り組みについて説明し、発展途上国の港湾実

務者と意見交換を行った。わが国と異なる制度

や整備資金の不足などもあり、港湾が円滑に機

能していない現状が明らかになり、その解決と

将来の発展のためには産業、環境、交通など港

湾の内部のみならず立地している都市、地域を

広く見たうえで本研究で取り上げているような

対応が必要と考えられた。 

本年度に得られた成果はまだ十分体系化され 

たものではないため、来年度以降引き続きその

実践への適用を目指していくこととしている。  

 

注および参考文献 

1)  郊外住宅地形成と交通については先進国
でも国毎に全く異なる状況にある。これに
はモータリゼーションの進展のみならずそ
れ以前の歴史的な経緯が影響している。わ
が国の交通・開発企業の中には発展途上国
においてわが国の経験を踏まえた事業を実
施している事例もありそれも含めさらなる
検討が必要となる。 

2)  文献 12)参照 
3) 超大型コンテナ船による幹線コンテナ輸送

から各国の小規模コンテナ港湾への小型コ
ンテナ船への積替えに特化した港湾。幹線
航路に近接した大規模・高能率の施設で大
ターミナル企業により運営されるが多くの
場合背後地域・都市とは基本的に関係を持
たない。 

4)  Edited by Olaf Merk “The competitive 
-ness of Global Port- Cities; Synthesis 
Report“ OECD(2013) なおこの総括報告書
の他９つの個別ケーススタディの報告書が

ある。 
5) 多くの発展途上国においては植民地時代に

港湾と都市が一次産品の輸出や植民地統治
のために整備された。今日当該国の首都あ
るいは経済の中心都市であり同時に貿易の
拠点港となっているものも少なくない。こ
れらの港湾や都市には様々な課題があり、
本研究の主たる対象となる。 

6) 藤野陽三・赤塚雄三・金子彰・堀田昌英・
山村直史共著(2011)「海外インフラ整備プ
ロジェクトの形成」鹿島出版会刊 

7) 金子彰(2004)「社会経済開発における共生
要素の評価（東洋大学国際共生社会研究セ
ンター編『環境共生社会学』第 5章所収)
朝倉書店刊 
金子彰(2014)「内発的発展と国際開発－経 
験からの人材育成（北脇秀俊・金子彰・岡
崎匡史編、東洋大学国際共生社会研究セン 
ター監修『国際開発と内発的発展』第１章
所収)朝倉書店刊 

8)  http://www.toyo.ac.jp/site/orc/ 
center.html html（2015 年 12 月 18 日閲覧） 

9) ダグラス・M・レン著 横内憲久監訳 (1986)
「都市のウォーターフロント開発」鹿島出
版会刊  

10) 岸田比呂志・卯月盛夫(2009)「都市づくり
戦略とプロジェクト・マネジメント」学芸
出版社刊 

11) 高見玄一郎 (1989)「港の世界史」朝日新聞
社刊 

12) 運輸省港湾局編(1985)「21 世紀への港湾」
大蔵省印刷局刊  

13) 北見俊郎(1994)「港湾都市」（港湾研究シリ
ーズ⑨）成山堂書店刊  

14) 陣内秀信＋法政大学陣内研究室編（2013）
「水の都市 江戸・東京」講談社刊  

15) 石神 隆 (2014)「水都ブリストル 輝き続
けるイギリス栄光の港町」法政大学出版会
刊 

16) 日本建築学会編(2014)「親水空間論 時代

と場所から考える水辺のあり方」技報堂出

版刊 

17) 宮腰繁樹（1970）「6大事業の基本理念」（横

浜市調査季報 No.28 所収）横浜市政策局政

策課刊 

18) 「港湾新聞 2015 年 6 月 9日号」港湾新聞

社刊にこの研究サロンにおける発表の概要

が示されている。 

 
 

平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

地球温暖化防止への国際的取組に関する調査 
国際共生社会研究センター 客員研究員 

国際地域学部客員教授 
久留島 守広 

Research on International Regime for Climate Change 
 

 

１. COP21 パリ合意までの動向と展望 

世界の CO2 排出量は急激に増加しており、1990

年のCO2大気中濃度280ppb(0.028%)は既に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ためであり、今後の地球

温暖化対策の鍵であると言われている。 

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

る京都議定書遵守の対応はなされたものの、発電

部門における化石燃料の比率は約 90％と、今後の

対応には困難な局面に直面している。 

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℃以内に抑えるべく採

択されたコペンハーゲン合意にて、世界全体の長

期目標として産業化以前からの気温上昇 2℃以内

に抑えること等を定め、これが今般の COP21 パリ

合意において踏襲された。 

 

２. COP17 ダーバンの成果 

2011 年南アフリカ・ダーバンで開催の COP17 で

は、以下のような合意が採択された。 

京都議定書の義務期間：ポスト京都 2013 年以

降の約束について、全ての温暖化ガス主要排出国

に削減義務を課す新たな枠組み「ダーバン・プラ

ットホーム」を制定、2015 年までに交渉を終え、

2020 年に発効するものとされた。この全ての主要

排出国を対象とした意義は大きく、京都議定書と

異なり先進国のみならず中・印・墨・伯など多く

の経済大国も義務を負う。また、京都議定書の「第

2拘束期間（2013 年から 20 年まで）」では、EU 他

は入るが日本・カナダ・ロシアは入らないことを

表明。京都議定書が、世界全体の排出量に占める

割合の 26%（2009 年当時）をカバーしていたのに

対して、第2約束拘期間では15%程度にとどまる。  

さらに、発展途上国の地球温暖化対策を支援する

「緑の気候基金」を設置することに合意した。こ

のように先進国が年間1000億ドル規模を拠出し、

気候変動への緩和と適応、さらに技術移転のため

の地球温暖化環境対策資金とした。 

 

３. COP18 ドーハ会合について 

第 18回国連気候変動締約国会議 COP18は、2012

年 12 月 8 日、新枠組策定に向けた交渉作業計画

などを盛り込んだ「ドーハ・クライメート・ゲー

トウェイ」（ドーハ合意）を採択した。その間で

は、途上国支援や新たに設定する京都議定書第２

約束期間のルールを巡って、先進国と途上国の間

の意見の隔たりが大きく、調整が難航した。2020

年に発効を目指す新たな国際枠組に関しては、

2015 年までの作業計画の策定が最大の課題で、

2014 年に交渉文書の素案を作成し 2015 年 5 月ま

でに交渉文書をまとめ、本年 12 月の COP21 パリ

で合意するとされた。 
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４．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

という例年にない政治的モメンタムの高まりの

中で開始し、同会合ファビウス COP 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、各国の信頼性を

確保し、合意に至ったものである。      

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、今世紀下半期のうちには世界全

体の人為的な排出と人為的な吸収を均衡させる

という、排出をほぼゼロにさせる中期目標を明確

に設定し、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。各

国の行動は、国別約束（Nationally Determined 

Contributions(NDCs)）と呼ばれ、2020 年までに

正式に提出することになるが、この約束の達成自

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が義務付けられ

るとともに、国別約束の目標や行動の情報の透明

性を確保し、その進捗を 5年毎に評価する仕組み

も義務付けられ、これからの各国の取り組みは、

国際的に監視され、管理されていくことになる。   

５．今後の展望 
わが国の政府・産業界は、京都議定書履行のた

め、海外より膨大な量の CO₂排出枠を購入した。

この結果、ようやく国際的な法的義務遵守がなさ

れた。今般のパリ協定の合意を受けての、産業界

の対応においても、省資源・省エネルギー他の課

題をとらえ、持続可能性の観点から、低炭素社会

構築へ向けた環境投資をより一層増加させるこ

とになろう。また、低炭素社会への技術革新が何

より望まれており、新技術や製品・サービスに多

くの需要が生まれ、そのビジネスチャンスは大き

くなる。つまり、製品の低炭素化で差別化を図る

ことで、競争優位を確保することもできる。さら

に、CSR の観点から社会ニーズへの対応で、信用

やブランドイメージへの貢献も期待できる。 
 
６．省エネルギー確保とアジアとの連携 

前述のように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、同諸国における社会・産業活動の基

盤として、先進国によるエネルギー技術を中心と

した『技術移転』が果たす役割への期待が寄せら

れ、具体的な資金援助スキーム等が定められた。 
一方、わが国の省エネルギー対策については、

産業界は世界に冠する省エネルギー技術を有し、

行政においても既に省エネルギー法に基づきト

ップランナー方式が導入等の顕著な成果をあげ

ている。 
このようなことから、アジア諸国とわが国との

エネルギー・環境協力を展開すべく、同諸国のエ

ネルギー・産業・社会構造の分析とともに、各国

に導入可能な政策・制度・技術の提案を行うこと

による連携を強化すべきである。このため、アジ

アへのエネルギー・環境技術移転を促進するため

の新たなメカニズム構築が望まれる。 
例えば、本分野への意志と能力を有する大学間

において、その制度設計等検討、省エネルギー基

準等法制度研究、関連する社会制度等の分析を共

同して行い、行政の施策及び産業界の対応に活用

される基礎資料を提示するとともに、所要の人材

教育・育成を行うことを目的し『アジア・エネル

ギー環境ゲートウェイセンター（仮称）』などの

設立を検討することも有益である。 
 さらに、これら先進国からの技術移転に加え、 

国際協調による技術移転が有効と考えられ、それ

を促進するための対策も望まれる。例えば、IEA

（国際エネルギー機関）の気候変動対応技術活動

実施協定（Climate Technology Initiative：CTI） 

 
 
の下での活動（日・米・欧等による国際活動；筆

者が事務局）のように、これらの課題に対応すべ

く、適切な技術の選定・技術移転・能力向上・金

融支援など、一体的移転ワンストップ・サービス

でなさしめるべく志向、活動している。 

 

７．途上国での新エネルギーの展開 
新エネルギーは、前述の地球温暖化問題への対

応はもとより、エネルギー・セキュリティの確保

の観点からも積極的な開発・導入を行っていく必

要がある。このため、産官学における技術開発・

産業化への努力とともに、今般導入された電力固

定買取制度のように、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、社会

システムとしての導入促進へ向けた行政の努力

が、わが国はもとより世界各国でも行われている。 
一方、新エネルギーをとりまく環境は、一部の

環境グループの主張によるようなバラ色ではな

く、むしろ克服すべき課題が多くある。しかしな

がら、社会システムとして社会・経済に組込んで

いくことが、地球環境のためのみならず、豊かな

地域社会の創造や新規産業・雇用の創出に資する

とともに、先行した国・企業が当該分野で「グロ

ーバル・スタンダード」を構築しまさにトップラ

ンナーとなろう。 
 他方、新エネルギーに過大な期待や幻想を有す

ることは社会・経済の安定性の観点から危険でも

あり、以下に述べるとりまく環境や克服すべき課

題を十分に把握することが前提である。 
つまり、新エネルギーは、技術的には十分実用

可能な段階に達しつつあるが、現時点ではまず経

済性である。一般的に従来型電源に比べ発電コス

トが高いが、今後の市場拡大と技術開発、さらに

前述の固定価格買取制度など行政の努力により、

十分克服可能と思われる。 
一方、出力安定性は、最大の課題でありまさに

ボトルネックと言える。  
太陽光発電、風力発電といった自然条件に左右

される新エネルギーは出力が不安定であり、その

エネルギー を利用できる機会や地点が限られ、

新エネルギーの電力系統への連系が増加するに

つれて、電力品質が悪化し、一般需要家への影響

を及ぼす可能性も指摘されている。さらに太陽光

発電、風力発電等のようにエネルギー変換効率や

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。 
例えば、図 1 に羽田空港隣接の大型太陽光発電

の公表実測出力値をとりまとめたものを示すが、

まさに天気と気候に依存することが良くわかる。 
このための対応の一つの方向が、今着目されて

いるスマート・コミュニテイであり、情報通信技

術により蓄電・出力平準化を行うことにより地域

社会全体のエネルギー需給の最適化を行うもの

で、その概念を図 2 に示す。また、これら出力の

安定のためには大規模なバイオマスへの期待も

大きく、その国内外での展開が肝要である。 
このための人材育成については、経済外部性が

大きいことから、産業界からは国が主導的に実施

すべきとの声が強く、大学等における技術移転分

野での教育の拡充、同教育における積極的なイン

ターン・シップ・海外派遣など、基盤的な教育・

研究から大型技術開発までの幅広い人材育成を、

産官学が密接に協力しながら進めていくことが

望まれる。 
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図 1．川崎メガソーラーの出力推移 

（出典：東大・早野研究室 HP） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１．COP21 パリ会合・会場入口 
（出典：12 月 3 日筆者撮影） 
 

 

 

 

 

 

 

図２．スマート・コミュニテイの概念図 

（出典：経済産業省発表資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２．同・日本パビリオンの入口 

各国同様の施設を設け、展示・セミナー他実施 

（出典：同左） 
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1. はじめに 

 近年、発展途上国の持続可能な発展や内発的成

長に関する議論が盛んになっている。従来のトッ

プダウン型の国際協力に限界が見える中、適正技

術や BOP ビジネス、ソーシャルビジネスなどのボ

トムアップ型の手法の重要性が指摘されている。

こうしたいわゆるソーシャルイノベーションま

たはソーシャルデザインと呼ばれる最近の分権

的な社会変化に関する研究が蓄積されてきた。例

えば、スタンフォード大学のフィランソロピーと

市民社会センター (Center For Philanthropy and 

Civil Society, Stanford University)が発行す

る Stanford Social Innovation Review (SSIR)

は 2003 年に創刊されたソーシャルイノベーショ

ンに特化した刊行物であり、この分野における最

新の研究成果が掲載されている。ソーシャルイノ

ベーションの成果については評価を俟たねば成

らないが、途上国の発展において重要な要素とな

っていることに異論はないだろう。その一方で、

国際機関などによるトップダウン型の援助は未

だに大きな影響力を持っている。特に、途上国に

おける各種インフラの整備などにおいては非常

に重要な役割を果たしていることは事実である。

途上国の持続的な発展を実現するには、こうした

トップダウン型とボトムアップ型両者のアプロ

ーチを統合して考えることが重要である。しかし

ながら、従来の研究は、両者のどちらかに焦点を

当てたものが多かった。そこで、本研究では、ト

ップダウン型とボトムアップ型アプローチの間

にある種の好循環が生まれる条件について考察

を行い、どのような条件下で持続可能な発展が可

能か検討する。 

 手法としては、経済学における比較制度分析 

(comparative institutional analysis)を用いる。

比較制度分析は社会の仕組みと仕組みの間に生

じる（相互）補完性 (complementarity)とそこで

生まれるインセンティブに注目する分析手法で

ある1。これまでわが国の戦後経済システムなどを

対象に研究が進められてきたが、途上国の社会シ

ステムについての研究は限定的である。そこで、

本研究では途上国におけるボトムアップ型のア

プローチのひとつであるソーシャルビジネスに

注目し、それがトップダウン型のアプローチとど

のような補完性とインセンティブを生み出すか

検討する。特に、ミャンマー国の中央乾燥地域を

フィールドに調査を行い、安全・衛生的な水供給

や電力供給に着目して研究を行う。 

 

２．研究の背景 

 筆者はこれまで比較制度分析の手法を用いて、

戦後住宅システムの研究などを行ってきた2。そこ

では持ち家政策における終身雇用や年功賃金制

などの労働市場の仕組みやマクロ経済の条件な

どの間に多くの補完性が存在し、人々が持ち家を

取得するインセンティブを持ったことを説明し

ている3。 

また、それと同時に 2014 年よりミャンマー国

の中央乾燥地域においてフィールドワークを行

                                                   
1 比較制度分析については青木・奥野 (1996)、岡崎・奥

野 (1993)などを参照されたい。 
2 松行・松行 (2015)など。 
3 戦後住宅政策については平山 (2009)などを参照せよ。 
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い、インフラの整わない農村における水環境や電

力供給に関する調査を行ってきた（図 1参照）。 

 

 

図 1 ミャンマー中央乾燥地帯の農村（著者撮

影） 

 

特に、ソーシャルビジネスによるボトムアップ

手法による持続可能な発展についての検討を行

ってきた。当初は水や電気に関するソーシャルビ

ジネスによる持続可能な成長についての検討を

行っていた。しかし、ミャンマー国政府は 2015

年に世界銀行の支援を受けながら、2030 年までに

全国を電化する計画を策定した。これは国家電化

計画 (National Electrification Plan: NEP)と

呼ばれる国家プロジェクトである。ミャンマーで

はこれまでも電化が政策的に進められ、2015 年時

点で国全体の約 3 割が電化されている。NEP はこ

れを 2030 年までに総電化する計画であり、これ

までの電化の約2倍の速度で電化していくもので

ある。このような国家的なインフラ整備が進む中

で電気に関するソーシャルビジネスを普及させ

持続可能な発展を促すためにはできるだけNEPと

相乗効果を持つような形でソーシャルビジネス

を設計するのが理想的である。 

このような経緯があり、筆者はミャンマー国に

おける国家的なインフラ整備計画であるNEPとソ

ーシャルビジネスの関係について比較制度分析

を行い、どのような制度設計をすれば適切なイン

センティブを引き出し、持続可能な発展が可能か

検討することとした。 

 

３．ソーシャルビジネスの設計と補完性 

 ミャンマーの中央乾燥地域の一部は既に電化

がなされているが、多くの農村はまだ電化されて

いない。また、この地域では水道のインフラ整備

も進んでおらず、一部の村落には深井戸があるが、

多くの村落ではいまだに雨水や溜池の水に依存

しているような状態である。 

インフラの整わない村落では、NGO などが中心

になり深井戸が設置されている（図 2 参照）が、

その費用はトップダウン型の援助によるもので

ある。 

 

図 2 深井戸（著者撮影） 

 

こうした農村で持続可能な発展を実現するた

めにはボトムアップアプローチが重要である。実

際、中央乾燥地域の農村ではソーラーパネルが一

定程度普及し、村民達は電球を点けたり、テレビ

を見たりしている（図 3）。 

 

 

図 3 ソーラーパネル（著者撮影） 

 
 
各種のソーラーパネルは適正技術であり、既存

のインフラを補完するものである。持続可能な発

展のためにはこのような補完性を多く生み出し

ていくことが重要である。本研究では適切なソー

シャルビジネスを設計し、既存の制度または社会

的な仕組みと補完性を生み出し、持続可能な発展

を実現することである。前章で述べたように、ミ

ャンマーでは 2015 年に NEP が策定され、国家プ

ロジェクトとして電化が進む予定である。この様

な状況で補完性を生み出すにはどうすればいい

だろうか。 

 NEP は大別すると、ふたつの部分から構成され

る。ひとつは電化である。この計画においてコス

トを最小限にしながら電化を進めるために、既存

のインフラから近い地域から電化を進めていく

計画である。これが電化計画の中核となり、いわ

ゆるオン・グリッド (On-Grid)の部分の計画とな

る。計画によれば、従来の 2倍程度の速さで電化

が進むはずであるが、仮に計画通りに電化が進ん

だとしても、総電化が達成されるのは 15 年後で

ある。その間、長い間電化されない地域、いわゆ

るオフグリッド (Off-Grid)の地域が存在する。

こうしたオフグリッド地域については、ソーラー

パネルやバッテリーを設置したり、地域によって

は小水力発電により電力の供給を行う予定であ

る。 

 本研究では、このような環境下でどのようなソ

ーシャルビジネスの設計をすべきか検討を行っ

ている。私たちが対象とするのは前述のオフグリ

ッド地域である。ここでは電化の時期が 2015 年

から 2030 年までの間で、場所により異なる。ま

た、電化されるまでは、NEP により、太陽光や賞

水力などによるローカルな発電システムが導入

される予定であるが、それにより可能になるのは

日常生活用の電球 1～2 個の使用やテレビ視聴程

度である。このような状況下で持続可能な発展を

可能にするソーシャルビジネスを設計すること

が本研究の課題である。 

 これまでの調査および分析により、水供給とオ

フグリッドの電力供給を組み合わせたビジネス

モデルを有力なモデルとして選出することがで

きた。その理由は以下の通りである。 

（１）オフグリッド地域における電力供給を成功

させるためには、村落での管理組織の良好な運営

が重要であり、そのためには既存の水管理委員会

を元にした組織運営が有効である。 

 

（２）既に、太陽光発電により揚水を行い、地域

通貨を用いて、水などの取引を行っている村落が

ある（図 4 参照）ことから、現地の住民は、水

供給と電力供給を組み合わせることに抵抗が少

ないと考えられる。 

 

 

図 4 地域通貨（著者撮影） 

 

（３）水供給という既存の仕組みとオフグリッド

地域での電化という仕組みの間に相乗効果（シナ

ジー）を生み出し、NEP との間にも相乗効果を生

み出すことにより、効果的な地域経済発展を促進

することができる。 

 

 ここで提案しているソーシャルビジネスは NEP

というトップダウン型の政策と補完性を持つよ

うに設計されていることに注目したい。また、そ

れだけではなく、既存の社会的な仕組みである水

管理委員会とも補完性を持つように設計され、補

完性が入れ子構造で入るように設計されている。

現段階では、ソーシャルビジネスの設計は未だ初

期の段階にあり、今後それを補完性に着目して精

緻化していく。現地調査を進め、具体的なビジネ

スプランを作成し、それが実行可能か検証してい

くことが今後の課題となる。 

 

４．おわりに 

 今年度の研究では、まず、ソーシャルビジネス

による持続的発展を分析するツールとして、社会

制度を分析する比較制度分析の手法を採用し、ト
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ップダウン型のアプローチとボトムアップ型の

アプローチの間に補完性を生み出すようなソー

シャルビジネスの設計を行った。同時に、トップ

ダウン型のアプローチであるミャンマー国にお

けるNEPの調査を行い、実態を把握するとともに、

それに対応したソーシャルビジネスモデルの検

討を行い、水供給と電力供給を組み合わせたモデ

ルを有力な候補として選出することができた。今

後はこうしたモデルの精緻化と実証可能性の検

討を行っていく。 
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１. 研究背景 

 近年、カンボジアにおいて水道普及が盛んに実

施されている。これに伴い、UNICEF、NGO、企業

によりカンボジア各地で手洗い促進啓発活動が

行われている。 

ところが、カンボジアの都市部（水道整備地域）

と村落部（未整備地域）における住民の手洗い行

動状況、洗浄剤利用状況、家計の手洗い用洗浄剤

の支出状況に関する実状を明らかにした先行研

究はほとんどない。都市部（水道整備地域）の貧

困層および村落部（水道未整備地域）の手洗いに

関する実態を明らかにすることは、カンボジアを

事例に途上国における手洗いを通した衛生改善

において重要な情報になると考えられる。 

そこで、本研究ではカンボジアにおける今後の

水道普及に伴う手洗い促進に際し考慮すべき要

件について、都市部（水道整備地域）と村落部（水

道未整備地域）における手洗い行動、洗浄剤保有

状況と手洗いへの利用状況、家計支出額、家計の

手洗い用洗浄剤の支出額状況を比較し検討する。 

 

２．研究内容 

 2013 年以降の約２年間で、カンボジア都市部お

よび村落部における水と衛生に関する現地調査

を実施してきた。 
都市スラムと村落部における手洗い行動や状

況の違いは明らかにされていないため、調査対象

地域として都市スラムであるブーディン地区と

村落部であるカンダール州ルー村を選定した。ブ

ーディン地区はプノンペン市中心地に位置する

旧高級住宅地の都市スラムであるプノンペン市

ブーディン地区から無作為に 42 世帯(平均世帯人

数 6.2 人)を選定した。この地区には上水道が整備

されており、各世帯は家屋内給水により台所で流

水を用いて手洗いを行うことが可能である。一方

で、カンダール州ルー村はプノンペン市から車で

南に約 40 分程度の場所に位置する農村であり人

口は約 900 人である。調査対象世帯は無作為に

70 世帯（平均世帯人数 5.7 人）とした。この村に

は一部、簡易水道が整備されているものの、水道

料金が高額なことから、住民は生活用水として水

売りから購入した河川水、井戸水、雨水をピエン

(水がめ)に貯水し利用している状況である。その

ため、この村では手洗いに使用可能な流水は得ら

れない。 
現地調査は前述の各調査対象地において 2013

年８月、2014 年１月、４月、８月に実施した。

現地調査項目は、（１）手洗い前行動、（２）手洗

浄剤保有状況と手洗いへの利用状況、（３）家計

支出額、（４）家計の手洗い用洗浄剤の支出額状

況とし、聞き取り調査やモニタリング調査等を実

施した。 

 
３．結果 

(1) 手洗い前行動 

各調査対象地域において回答者の約90 %が手洗

い前行動として行う項目は、都市スラムで３項目

（仕事、掃除、料理）、村落部で１項目（料理）

のみであった。また、各調査対象世帯では全体の

70 %が排泄時紙類使用後に手洗いを実施していた
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が、排泄時水洗い後の手洗い実施回答者割合は、

都市部が村落部の約４倍を示した。このように、

都市部と村落部で手洗い前行動に差が出ること

は、水供給レベルの違いが手洗い状況に影響して

いると推察された。 

 

(2) 手洗浄剤保有状況と手洗いへの利用状況 

都市スラムと村落部の洗浄剤保有と洗浄剤利

用状況を把握するため、両地域の洗浄剤保有割合

と手洗いへの利用割合を図-１と図-２に示す。全

品目の洗浄剤保有割合は村落部に比べ都市スラ

ムで高く、地域間で約２倍の開きがあることが明

らかとなった。両地域ともに液体石鹸保有割合は

他品目の保有割合に比べ低いが、都市スラムでは

液体石鹸保有世帯の多くが液体石鹸を手洗いに

利用していた。一方、村落部では洗濯用洗剤の保

有割合および手洗いへの利用割合が都市スラム

の約７倍高い値を示した。液体石鹸と洗濯用洗剤

の使用価格原単位には約 17 倍の差があることが

わかった。 
 

４. 都市スラムと村落部の経済状況 

都市スラムおよび村落部の両地域とも家計支

出額層が低下するにつれ、世帯数が増加する傾向

にあった(図-3)。しかし、都市部の家計支出額は

村落部より約２倍高いことや、都市部では 700 ド

ル/世帯・月以上の支出額層に属する世帯が存在

していたことから(図-4)、都市スラムと村落部の

地域間経済格差が生じていると考えられた。一方、

両地域のジニ係数は 0.3～0.4 の間であり、多少

格差はあるものの競争の中で向上には好ましい

面もあるという状況であることが分かった。カン

ボジア統計書 2010 年８と本調査のデータ比較に

より、都市部におけるジニ係数に時系列的変化は

見られなかったが、村落部のジニ係数は同州にお

ける 1999 年当時の数値に比べ約２倍であった。

以上のことから都市スラムと村落部には経済格

差があり、さらに村落部では経済格差が拡大し続

けているということが推察された。 

項目別家計支出額については、洗浄剤への支出

額の割合が都市部で２%、村落部で３%と大きな差

はみられなかった。一方で、各地域では共通して、

教育費への支出割合とエンゲル係数が高いため、

両地区における現在の経済状況では他費目から 
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図-1 都市スラムの洗浄剤保有割合と手洗いへの

利用割合 
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図-2 村落部の洗浄剤保有割合と手洗いへの利用  
割合 

 
 
洗浄剤へ支出移行することは困難な状況である

と考えられた。 
洗浄剤への支出割合は、村落部で３%以上６%未

満の世帯が全体の 30 %、都市スラムで２%以上３%

未満の世帯が 90%を占めていた。村落部における

洗浄剤への支出割合が都市部に比べ高いことは、

都市部と村落部で販売されている洗浄剤の価格

がほぼ均一であるものの、地域間の経済状況に格

差が生じているためであると考えられた。次に、

適切な手洗い剤への移行および潜在需要把握の

ために、家計支出額に対する洗浄剤への支出額上

 
 
限値を「手洗い剤への必要上限額」とし、さらに

家計支出に占める洗浄剤支出割合の上限を「手洗

い剤への支出限度ライン」として定義した。この

仮説を用い、各地域１点の例外を除き、両地域に

おける必要上限額が 20ドル/世帯・月であること

がわかった。さらに、支出限度ラインは都市スラ

ムで８%、村落部で７%であることが明らかとなっ

た。以上のことから、家計支出額が都市スラムで

約 270 ドル/世帯・月以上、村落部で約 250 ドル/

世帯・月以上の世帯では、固形石鹸から液体石鹸

へ移行できる可能性があり、一方でこれらの金額

以下かつ支出限度ライン以下に属する世帯では、

洗濯用洗剤や食器用洗剤から固形石鹸へ移行で

きる可能性があると推察された。 

上記の結果をふまえ、カンボジアにおける水道

整備と経済状況が手洗いに及ぼす影響について

考察する。水道普及状況と手洗いの関係について

は、都市スラム（水道整備地域）と村落部（水道

未整備地域）における手洗い行動の比較により、

水道未整備地域でも手洗い習慣はなされており、

さらに動物由来感染症への意識がある手洗い行

動（餌付け後と動物接触後）がみられた。しかし、

排泄時水洗い後の手洗いのように、家屋内給水整

備の有無が影響を及ぼす手洗い項目があること

がわかった。また、都市スラムのようなトイレと

シャワー室の合設は村落部でみられないため、水

道整備状況に加え、住環境の違いも手洗い行動の

違いに関係すると考えられた。これらのことから、

今後の水道普及に伴う石鹸を用いた手洗い促進

のためには家屋内給水設備の整備を行う必要が

あるといえる。 

経済状況と手洗いの関係については、都市スラ

ム（水道整備地域）と村落部（水道未整備地域）

では地域間で経済格差がみられ、洗浄剤への支出

額平均値に差はなかった。村落部の低所得者層と

中間層では経済状況が手洗いに利用する洗浄剤

品目の選択に影響を及ぼしていると推察された。

が、高所得者層では習慣やその他の因子が関係し

ていると考えられた。 

次に、洗浄剤への支出額と家計支出額の関係図

から、各地の洗浄剤への支出額の上限値は約８%

であることがわかった。この結果から、家計支出

額の約８%以内で各地域で適切な手洗い剤である

液体石鹸や固形石鹸の購入を促すことができる。 

 

図-3 都市スラムと村落部の家計支出額分布 

 
図-4 都市スラムと村落部の家計支出額 
 
５．今後の研究について 

 2012 年４月以降、カンボジアやバングラデシュ

において水と衛生に関する研究を行ってきた。特

にカンボジアでは、地下水のヒ素汚染問題、水処

理、水供給手法について現地調査を実施している。

これらの調査により得たデータは、東洋大学大学

院紀要への投稿や論文執筆に使用してきた。現在

も調査で取得したデータを分析し、海外雑誌や学

会雑誌への投稿を予定している。 
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Exploring behavioral intentions in new urban areas of motorcycle-dependent cities  
 
1. Introduction 

Motorization is accelerating in many 
metropolitans of developing countries. It is 
characterized by not only the growth of car ownership 
and usage but also the similar trend for motorcycle in 
emerging economies. Motorcycle becomes an 
important aspect of   motorization, particularly in 
Asia.  In last decades, the process of urban expansion 
results in significant changes in transportation patterns 
including the demand for long-distance travel and car 
use. Transit alternatives such as mass rapid transit 
(MRT) and bus rapid transit (BRT) have been 
introduced for improving service quality of public 
transport and tackling traffic congestion in city center. 
This process results in new land use patterns such as 
car–oriented suburbs and Transit Oriented 
Development area. The changing context challenges 
motorcycle mobility in some developing-country 
megacities. 

Previous studies on motorcycle use have been 
conducted in both developed and developing countries 
such as Taiwan, Thailand, and Indonesia. It is found 
that the broader literatures focus in the regions 
different from the case in which motorcycle becomes 
a dominant mode in urban transport. In order to fill 
this gap, this study aims to explore behavioral 
intentions with regarding to urban developments and 
new transit alternatives in motorcycle dependent cities. 
Ho Chi Minh City (Vietnam) is selected as 
representative of developing-country megacities for 
this research.  

In developing-country megacities, urban 
transport problems are described by particular 
characteristics such as premature congestion, 
deteriorating environment, high concern in safety and 
security, low affordability for the poor (Gwilliam, 
2003).    Therefore, traffic condition of developing 
nations is more chaotic than that of developed 
countries (Van, 2011). The differences are found not 
only in vehicle performances and public transport 
systems but also in people’ travel behaviors relating to 
driving and law enforcement. The unique contexts 

with regards to urban transport are reflected by social 
orderliness attitudinal-aspects of car and public 
transport (Choocharukul et al, 2006; Van and Fuji, 
2011).  Although people’s travel behaviors are 
related to attitudinal image variables for cars and 
public transport, the levels of variables’ impacts vary 
across different urban transport contexts such as 
Thailand and Japan (Choocharukul et al, 2006). It is 
argued that a new situation of urban transport, which 
is    different from chaotic situation, might result in 
significant changes in travel behaviors. How is future 
motorcycle use in new urban contexts different from 
the conditions of motorcycle use popularity?  

Within the transport literatures, the factors that 
make people more or less likely to use motorcycle are 
classified in socio-demographics, travel   
attributes, contexts.  Previous studies discuss little 
about    psychological determinants of motorcycle 
use. In exploring mode choice behavior in Taiwan-a       
motorcycle dependent region, Chen and Lai (2011) 
found that intention and habit have more significant 
effects on motorcycle use than socio-economic factors. 
Moreover, person norm toward environmental friendly 
is found to be determinants for the usage of private 
vehicle (automobile and      motorcycle) under the 
fuel price rise (Chang and Lai, 2013).  While 
motorcycle is used as an effective solution for the area 
overwhelmed by traffic congestion, it is also   
regarded as unsafe mode due to high traffic accident 
related to motorcycle ride in developing countries 
(Tsao, 2010; Esmael, 2013). Therefore, traffic 
awareness determinants related to safety and 
congestion should be consider as new psychological 
variables in this research. 

 
2. Study area 

Located in the southern part of Viet Nam, HCMC 
has an area of 2,095 km2 and includes 19 urban 
districts and 5 rural districts. The total population of 
HCMC is over 9 million that is expected to grow to 
13.8 million by 2025 (Ministry of Transportation, 
2013). By May 2012, the number of private vehicles 
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in HCMC is 5.6 million including 503,952 cars and 
5,145,516 motorcycles (Department of Transportation, 
2014). Public transport system has only bus and taxi 
while mass rapid transits are being implemented. In 
2009, it is estimated that public transport usage 
accounts for only 7.2 % of travel need while this 
figure is 5.4% for bus transport. Currently, the first 
two MRT routes, namely MRT 1 and MRT 2, have 
been launched in HCMC. Their construction will be   
finished in 2019 and 2020 respectively. 

When the economy of Vietnam transferred to 
market oriented in 1986, urban development in 
HCMC has progressed rapidly. The increase in urban 
population associated with economic growth and 
motorization has led to an expansion of urban areas. 
Urban growth was mainly attributed to residential 
projects and industrial facilities sprouting in the areas. 
Residential development has emerged rapidly in two 
last decades. This process can be classified as: (1) 
spontaneous residential projects by small private 
developers; (2) residential projects by private 
domestic developers; and (3) large scale urban 
development by professional developers. In last 
decades, most of urban developments have been 
largely in the peripheries of the existing built-up areas 
and toward the northeast, northwest and north of the 
city along the existing primary roads (JICA, 2004).  

 
3. Methodology 

3.1. Sampling and survey 
The survey was carried out in November and   

December, 2014. Survey sites are mainly located in 
specific wards of district 2 (Thao Dien, Binh An, and 
An Phu), Ho Chi Minh City, Vietnam. Used to be 
suburban area, district 2 was urbanized rapidly in last 
two decades. There are many residential developments 
in survey site. Most of     projects have been not 
finished yet while some developments are still under 
construction.   

Category Description 

Gender Male (60%), Female (40%)  

Age group <22 (7%), 23-30 (36%),  30-40 

(40%),  >40 (18%), 

Household  

income 

(mil. VND) * 

< 10 (8%), 10-20 (44%),  >20 (47%)  

Vehicle 

ownership 

Motorcycle (98.6%), Passenger car 

(19%), Bicycle (46%) 

Commuting mode Motorcycle (89%),  Car (5%),  Bus 

(2%) 

* 10,000 VND  0. 5 USD (2015) 

Table 1: Sample characteristics 

The surveys were conducted mainly at residential 
households where household representatives accept 
interviews. The priority time is evening for weekdays 
or day time for weekend. Extra questionnaire sheets 
were also collected at public places such as local 
councils, supermarket, schools, and universities where 
there are many local residents visiting every day. After 
removing incomplete responses from the initial 
questionnaires (N=230), 215 usable samples were 
obtained for further analysis. 

3.2. Measures 
Socio-demographics 
The survey contained a list of socio-demographic 

variables that may help to explain travel behavior. 
Individual information includes gender, age, 
occupation, and driving license. Household 
information on monthly income, size, residence type, 
and vehicle ownership were also required. 

Travel patterns 
The survey measured travel data including    

commuting modes, mode use frequency, commuting 
duration, commuting trip length, and travel expense.  

Traffic awareness and behavioral intention 
Attitudinal items regarding safety preferences, 

traffic concerns, and behavioral intentions  such as 
bus ridership, MRT use, motorcycle use, and car use 
were measured in four-point Likert type format  from 
1(“Strongly   disagree”) to 4(“Strongly agree"). The 
reason for no neutral scales is to limit lexicographic 
behaviors of participants.  Details of traffic 
awareness items are found in Appendix. 

 
4. Analysis and comparison  

4.1. Behavioral intentions 
In general, the rate of bus ridership intention is 

always lower than that of other behavioral intentions 
(see Table 3). The next rates are identified relating to  
motorcycle, car, and alternative transit. About 44% of 
respondents want to have more bus ridership rather 
than mainly use private vehicles. In addition, 68% of 
respondents are willing to have alternative transits 
those are not influenced by traffic congestion to travel 
to city center. It means that if public transport 
provides good services in punctuality, speed, and 
frequency, it is more considered than conventional bus. 
More than half of respondents (57%) really want drive 
motorcycle as less as possible. However, this rate is 
not so high to confirm most of people want to stop 
using motorcycle as main travel mode. Since the 
survey site is located in a newly development area that 
is far from city center and is adjacent to highway 
where there is a high volume of daily traffic, people 
might have safety awareness in motorcycle use, 
particularly for long-distance trips.  Finally, the rate 
of commuters who want to have more car use 
frequency is around 63 %.  It can be explained the 
survey was conducted in new residential areas where 
high income households account significant 

 
 
percentages of samples. 
Behavioral 
intention 

Item Response (%) 

 Strongly 
disagree 

Somewhat 
disagree 

Somewhat 
agree 

Strongly 
agree 

Bus ridership Q13 15 40 30 14 
Alternative 
transit use Q14 4 28 41 27 

Motorcycle use Q15 7 36 35 22 
Car use Q16 7 31 38 25 

 
Table 3.  Responses to behavioral intentions 
 
5.2. Factor analysis 
Factor analyses were conducted for identifying 

primary components of traffic awareness (see Table 4).  
Only attitude items having factor loading >=0.5 are 
noted. As a results, some factors were identified, 
namely as  Motorcycle use awareness, Car use 
awareness, Bus safety belief, and Congestion   
concern. Factor score are calculated by regression 
method and are normalized to set the neutral position 
at zero. These values were quartiled for further 
comparisons (see Table 5). 
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Table 4: Items’ mean score and factor loadings 
 
 

 F1 F2 F3 F4 

Min -3.68 -2.87 -2.91 -3.44

Max 2.39 2.33 2.11 2.58 

Percentiles 

25 -0.76 -0.67 -0.71 -0.71

50 0.01 0.08 0.05 0.10 

75 0.67 0.65 0.76 0.68 

Table 5 Value limitations and percentiles of factor 
scores normalized 

 

5.3. Comparison  
Figure 1 (a,b,c,d) presents how behavioral   

intentions change by different quartiles of traffic 
awareness. It is found that the intentions of bus 
ridership and motorcycle use are related to bus safety 
belief. Moreover, motorcycle use awareness  
influences on bus ridership intention and car use 
concern affects MRT use intention.  
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6. Discussion and conclusion 

It is found that congestion concern is less likely 
to affect behavioral intentions. It indicates that 
existing traffic has not reached the levels of worsening 
condition yet. The introduction of mass rapid transit 
systems will be important contextual factor affecting 
behavioral intentions in comparison with urban 
context. People who have car use concern intend to 
use alternative transits to overcome future traffic 
congestion. This finding suggests that car use will be 
more influenced by traffic congestions in comparison 
with motorcycle use.  

Motorcycle use awareness makes commuters 
want to have more bus ridership rather than mainly 
use private vehicle. However, motorcycle use 
awareness has no influences on less motorcycle drive. 
It can be explained that motorcycle use becomes a 
habit that is stronger than awareness of motorcycle 
ride. The intention of having more car use might be 
explained by other psychological factors different 
from traffic awareness. The belief in bus use safety is 
a determinant for commuters’ intentions of bus 
ridership and motorcycle use. It indicates that 
planning for bus service should focus on safety 
enhancement to encourage more bus ridership in new 
urban areas. Finally, practices in MRT operation 
should concentrate on travel cost and station parking 
for shifting people from   private vehicle to mass 
rapid transit. 

In conclusion, the study has analyzed 
behavioral      intentions with regarding to urban 
developments and new transit alternatives in a 
motorcycle-based context. The results show that 
motorcycle use awareness has little impacts on 
motorcycle use reduction in new urban areas. Further 
practices should improve public transport service to 
increase public perception on transit safety belief. 
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APPENDIX      
Items on traffic awareness and behavioral intention  

Q1 It is unsafe for driving motorcycle on highways. 

Q2 It is impossible to drive motorcycle in bad weather. 

Q3 I feel unsafe in driving motorcycle when I see bus 

fleets on streets. 

Q4 It is risky to drive passenger car in such conditions 

overwhelmed by motorcycles. 

Q5 I always feel nervous in travelling by car 

Q6 I almost remember to fasten seatbelt when I get in a car.

Q7 Taking transit is safer than driving car. 

Q8 I like to be a passenger than a driver even though I have 

a chance to drive. 

Q9 Using public transport make me feel safer in daily 

travel. 

Q10 I would like to leave my home early or to remain in my 

office late until traffic congestion eases.   

Q11 If possible, I try not to travel in peak hours to avoid 

traffic congestion. 

Q12 Traffic congestion influences much on my daily trip. 

Q13 I intend to have more bus ridership rather than mainly 

use private vehicle. 

Q14 I really want to drive motorcycle as less as possible. 

Q15 I always want to have more car use  frequency. 

Q16 I am willing to use alternative transits those are not 

influenced by traffic congestion to travel to city center 

even thought I never or rarely use public transport. 
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1. Introduction  

Social Networking Service (SNS) is a powerful 
platform for virtual social lives where people can 
communicate with other people, sharing same or 
different cultural background, opinion and information 
through communication opportunities. The worldwide 
growth of social communication network has gained 
the incredible pace and popularity. Face-to-face 
communication in interpersonal relationship has been 
gradually replaced with communications via 
technological devices.  
 
Information communication technology is given as 
first priority in recent education system at global level 
concerning the quality of education. Through different 
social networking services, the prevalence of ICT has 
been increasing rapidly, at the same time because of 
the generality of SNS and awareness of ICT education, 
most of the young generation have an ability to use 
social networking services such as Facebook, 
Twitter©, YouTube, Google+ etc. The facts are 
applied not only to educated generation but also for 
most of younger generations. However, the huge mass 
of the youth have been using such SNS as an 
entertainment and fun, the data of inappropriate 
exploitation of SNS young users are greater than 
others’. As for the generality of young SNS users, this 
research explores that SNS can be an important tool 
for study purpose.   
 
Social networking service proves to be a vital tool in 

revolutions and it has been consistently growing in 
popularity (Preeti Shrivastava, 2012). We consume 
most of our time in virtual world instead of real one in 
different aspects of life, and no imagination could 
exist without computer along with the internet. Today 
the basic term for communication has become 
electronic, sociologically some of the same concepts 
have been changed but in different manner as 
face-to-face has become computer to computer. Dunne, 
Lawlor and Rowley said; SNSs are a form of virtual 
community, with sites such as Bebo©, Facebook© and 
MySpace© attracting millions of users worldwide, 
many of those have integrated the uses of these sites 
into their daily routines.  
 
This study examines the young generation’s 
attachment toward social communication networks 
and its direct and indirect effects to their education. 
The study particularly focuses on 15-24 age group 
who are involved in any educational institutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Framework of research 
 
There are millions of resourceful materials available 
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on social sites, which can be used as personal, 
educational, professional or for other various purposes. 
Such resourceful services makes education easy and 
accessible by providing necessary materials of 
relevant contents. These kinds of materials and 
resourceful sites make the modern education 
extremely simpler.  
 
As well as such SNSs like Facebook, Twitter© 
Google+© etc. are encouraging to share the 
excitement, problems and information between friends. 
It can be a good medium to solve the problem and 
dilemma regarding personal, professional and 
educational among friend circle. According to 
researchers, social networks improve communication 
skills, enhance participation as well as social 
commitment, reinforce peer support, and ensure 
realization of education based on collaboration 
strategies (Filiz Tiryakiogly, Funda, 2011).  

 
2. Case study in Nepal 
Nepal is an underdeveloped country in South Asian 
region, where about one-quarter of its population 
living below the poverty line. Due to political turmoil 
and unstable government for several decades, the 
nation’s economic development has been directly 
affected, whereas approximately 71% of total 
population are dependent on traditional farming. Still 
40% of total population are illiterate (Literacy 
Mapping Team, 2013). In particular, the 
unemployment rate for youth (aged 15-24) has risen in 
urban areas, from 13.0% in 2008, similarly 1,700 
people every month migrate to foreign countries; India, 
Gulf regions, Malaysia or other Asian countries for 
seek the job (International Labour Organization, 2014). 
As well as many Nepali traveling abroad to study are 
influenced in their choice of destination by host 
country immigration and workplace laws. As often 
they need supplemental income to help fund their 
education, due to a lack of jobs in Nepal. They are 
looking for post-graduation employment opportunities 
as routes to future careers (World Education News and 
Reviews, 2013). According to UNESCO institute of 
statistic there were over 24000 Nepalese student 
studying overseas in 2010. 
However, Nepal has taken a big leap in the sectors of 

advance communication technology in recent years. 
According to population census 2010-2011, Nepal 
currently consists of 26.5 million people whereas 84% 
have direct access to telephone, among those 
Telephone users 74.33% are using mobile phone. As 
well as there are all 75 district has available the access 
of internet whereas 28.92% of country’s population 
are using internet via computer, laptop, tablet and 
smart phone etc. (Nepal Telecom Authority, 2013). 
 
Along with the development of communication 
technology in Nepal, ICT education has been 
expansion as compulsory education throughout the 
country. To approach among each people of the nation, 
ICT education has been included in school education 
as an important course, and different private 
organizations or institutions have been providing 
training and courses for those who do not have 
computer and internet courses in their academic 
education.  
 
In spite of remarkable development on ICT education 
in most of the cities and metropolitan, majority of 
rural areas are out reach of the education and ICT. 
However, in rural school courses has been included 
the computer and internet subject theoretically, due to 
the particular reasons such as lack of appropriate 
budget, geographical difficulties and lack of proper 
infrastructure, most of the rural school could not able 
to provide the adequate computer and internet services 
to their student. In the previous research of particular 
village, it is found that, most of the student of grade 6, 
7 and 8 can explain the definition of internet, 
computer parts and program but they had never 
experienced to use the computer in real life. 
 
Internet has been expanded to some of the rural areas 
of Nepal because of which the youth of those regions 
are accessing or aware of the most common visited 
social sites like Facebook, Twitter, YouTube, Google 
as communication or social network. Recently there 
are 18,97,840 Facebook users in Nepal which is 
6.56% of total population and these users are mostly 
from the age group 18 to 24. The user ratio is 
increasing day by day (Chalaune Ankalal, Rabin, 
2012). People are using SNS such as Facebook to 
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express emotions, behaviours, daily routines and 
information. However, these SNS are also been used 
for different purpose such as business advertisement, 
journalism, publishing and introduction for different 
organizations. 
  
In Nepal there is a big difference in number of users 
between the users from urban areas and the users from 
rural areas. Likewise, the big numbers of the youth are 
living in other countries than the situation of users can 
be different, therefore to consider the differences of 
users by the number and user’s situation, the research 
area is selected in 3 different areas: Rural, Urban, and 
Living abroad. 

3. Research Objectives 

The Objectives of this study are to explore the 
prevalence of SNS among younger generation 
considering the effect to their education that is based 
on literature reviews, research question, background 
and context of research. Research objectives are 
included the following: 
1. To identify the effects of social networking 

service on youth’s life and on their education.   
2. To evaluate social networking service as an 

effective tool to enhance educational 
environment. 

3. To promote SNS’s advantages on education to 
develop quality education of youth. 

 
4. Research Context 
Among the mass of users, many have a perception of 
SNS as the form of entertainment, less likely people 
are using such tools as an educational purpose 
specially the youth users. However, users have been 
adopting the updated information through these tools 
because of the nature of sharing information, 
uploading contents, receiving others uploaded societal 
contents and messages. Such performance influences 
positive and negative on the intellectual development 
of the youth. 
 
In the educational way; younger people can discuss 
about their subject difficulties and problem with their 
close friends or friends circle regarding similar 
education faculty or different faculty. It can be 

presuming that such behaviour of group discussion 
can be obtained from the different views to help their 
subject difficulties by the opinion and comments of 
different people.  
To make the research context clear and simpler, the 
figure of research is prepared. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Figure of research context 

According to Figure 2, the youth are taken as the 
research respondent (age of 15-24). There has been 
quantitative improvement on education in Nepal but 
there are dis-satisfactory results regarding qualitative 
education. Therefore, to be noted the factors; 
‘increased ratio of SNS users, user’s intention to use 
such popular networking services and SNS use for 
educational purpose’, SNS will be analyze as an 
effective tool to enhance educational environment 
among youth. Based on the literature reviews some 
questions are prepared in hypothetical way to simplify 
the objective of the research.  
1. How SNS has been affecting in daily lives of 

younger generation? 
2. How those youth who are far from the higher 

education have been using SNS?  
3. How can SNS become an important resource 

tool for education? 

5. Literature review 

Interpersonal relationships build learning communities 
and engage student, Buzzetto’s research explored the 
efficacy of social networking systems as instructional 
tool by examining the use of Facebook in courses at 
US Mid-Atlantic minority-serving University by 
examining student perception as well as by analyzing 
content. Buzzetto found that students perceive to use 
of Facebook positively as a tool to enhance 
communications, community building and 
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engagement however, educators do not want to see 
social networking services replace course 
management systems like blackboard. In, their 
findings it should encourage college faculty to adopt 
the use of social networking services as part of the 
teaching and learning process with a specific focus on 
building learning communities and increasing student 
engagement. At the same time, the research finding 
encourage faculty should continue their use of 
traditional learning management systems using SNS 
simply as means of augmenting instruction. 
 
According to Buzzetto findings, the traditional 
teaching (blackboard), learning and social network 
service learning were compared. From the comparison 
of two different methods of teaching and learning it 
has been found out the both learning methods are 
equally important on education. However, the 
literature doesn’t found the clear analysis that SNS 
can be an effective tool for teaching and learning 
method. The literature research has not been seen to 
be focused on the increasing ratio of user as an 
important factor. It shows that Education oriented 
analysis has not been focused under user intention 
toward SNS. 
 
In the research of Filiz, the University’s instructors 
have been surveyed as research sample, and Facebook 
has been examined as SNS tool. It has been found out 
that the literature research has analyzed only the 
instructor’s whether they have been using SNS as an 
educational tool. However, it has not clarified whether 
SNS can be effective tool for education and the 
negativity or the weak aspects of SNS user intention 
are also neglected. 
 
Although this research proposal has prepared base on 
different literature research, this study will try to 
include those areas of content where literature 
research has not been found so clearly. 
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countries such as Thailand — Aiming to create a sound-material cycle society through private 

initiative—  
 
１. 研究の背景 

 筆者は、タイ王国(以下、タイ)において環境事

業としての廃棄物最終処分場経営の一環として、

新規の廃棄物最終処分場を建設するための環境

影響調査を開始したところ、ＮＧＯを含む住民の

強力な反対運動に遭遇した。反対運動の主要な原

因として、それまでの製造業を中心とした日系企

業のタイ進出における環境負荷の増加が挙げら

れた。このような国を跨いで生じる環境負荷増加

の問題を解決するための一助として、修士論文を

作成した（内容は、第２章で記載）。 

「国際共生社会研究センター」（以下、センタ

ー）における研究では、日系企業のタイへの進出

による固形廃棄物（以下、廃棄物）の環境負荷の

移転による影響と改善についての考察を深める

と共に、ＡＳＥＡＮ地域及びアフリカへの研究の

展開を図りたい。 

  

２．研究業績とセンターとの関連 

(1) 研究業績 

筆者の研究業績は職歴に沿うものである。非鉄

金属鉱山会社に入社後、１５年間は金属鉱床の探

査・操業、その後１２年間は発電用地熱蒸気の探

査・開発・操業に従事した。更に最近の１０年間

は環境事業（汚染土壌の調査・浄化、リサイクル

を含む固体・液体廃棄物の処分場経営）に取り組

んだ。これらは、資源・エネルギーの大量生産大

量消費を維持するための仕事から、資源循環型社

会形成のための一環をなす仕事に移行したこと

を示し、更に、その現場は国内から海外へと展開

して行った。 

センターの研究に密接な、筆者の環境事業及び

エネルギー事業の活動実績は、鉱山経営に資する

技術要素の展開に基づいている（図１参照、筆者

作成）。 

 

 図１ 筆者のバックグランドと環境・エネルギー事業の展開 

 

鉱山経営の各要素技術は、探査、採鉱、選鉱、

製錬及び運搬であり、この過程を経て地金を生産

することができる。鉱石の探査は最終的な鉱山開

発のＦＳまでを見通して実施する。個々の技術に

着目すれば、探査は汚染土壌調査の手法に、採鉱

は廃棄物最終処分場運営に、選鉱はプラント技術

としてリサイクル・廃液処理施設運営に、製錬は

廃棄物焼却施設運営に、運搬は全体を繋ぐ流通と

96



 
 

平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

日系企業のタイ王国等への進出による固形廃棄物の環境負荷 
と日系企業の果たすべき役割の研究 

－民主導の資源循環型社会構築を目指して－ 
 

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 国際地域学専攻 

井上 常史 
 

Role of Japanese companies to reduce environmental solid waste load generated by them in 
countries such as Thailand — Aiming to create a sound-material cycle society through private 

initiative—  
 
１. 研究の背景 

 筆者は、タイ王国(以下、タイ)において環境事

業としての廃棄物最終処分場経営の一環として、

新規の廃棄物最終処分場を建設するための環境

影響調査を開始したところ、ＮＧＯを含む住民の

強力な反対運動に遭遇した。反対運動の主要な原

因として、それまでの製造業を中心とした日系企

業のタイ進出における環境負荷の増加が挙げら

れた。このような国を跨いで生じる環境負荷増加

の問題を解決するための一助として、修士論文を

作成した（内容は、第２章で記載）。 

「国際共生社会研究センター」（以下、センタ

ー）における研究では、日系企業のタイへの進出

による固形廃棄物（以下、廃棄物）の環境負荷の

移転による影響と改善についての考察を深める

と共に、ＡＳＥＡＮ地域及びアフリカへの研究の

展開を図りたい。 

  

２．研究業績とセンターとの関連 

(1) 研究業績 

筆者の研究業績は職歴に沿うものである。非鉄

金属鉱山会社に入社後、１５年間は金属鉱床の探

査・操業、その後１２年間は発電用地熱蒸気の探

査・開発・操業に従事した。更に最近の１０年間

は環境事業（汚染土壌の調査・浄化、リサイクル

を含む固体・液体廃棄物の処分場経営）に取り組

んだ。これらは、資源・エネルギーの大量生産大

量消費を維持するための仕事から、資源循環型社

会形成のための一環をなす仕事に移行したこと

を示し、更に、その現場は国内から海外へと展開

して行った。 

センターの研究に密接な、筆者の環境事業及び

エネルギー事業の活動実績は、鉱山経営に資する

技術要素の展開に基づいている（図１参照、筆者

作成）。 

 

 図１ 筆者のバックグランドと環境・エネルギー事業の展開 

 

鉱山経営の各要素技術は、探査、採鉱、選鉱、

製錬及び運搬であり、この過程を経て地金を生産

することができる。鉱石の探査は最終的な鉱山開

発のＦＳまでを見通して実施する。個々の技術に

着目すれば、探査は汚染土壌調査の手法に、採鉱

は廃棄物最終処分場運営に、選鉱はプラント技術

としてリサイクル・廃液処理施設運営に、製錬は

廃棄物焼却施設運営に、運搬は全体を繋ぐ流通と

96 97



 
 
して貢献している。 

それぞれの事業分野における主な研究実績及

び業績は以下のとおりである。 

＊非鉄金属鉱床の探査： ①化学的な手法で、

鉱床下部に存する変質鉱物の生成を解析する探

査手法１）等を用い、黒鉱鉱床（日本に特有な金銀

銅鉛亜鉛を含む鉱石）の発見約２０万トン（粗鉱

価値 ９０億円）、②変質鉱物の光学的分析装置

の製作及び探査ソフトウェアを構築し、それを活

用した鉱床探査システムを開発２，３）、更にそれら

を JICA 関連を含む国内外で販売。 

＊地熱発電用蒸気の探査・供給設備運用： ①

電力会社と共同で秋田県南の上の岱地熱発電所

（２８MW、建設費２００億円）の立ち上げ・   

運営４）（写真１参照）、②再生可能エネルギー電

力固定価格買い取り制度による大型地熱発電所

建設の最初の取り組みとなる山葵沢地熱発電所

（秋田県南）の初期調査・ＦＳ５）の実施。 

 

 写真１ 上の岱地熱発電所（建設中） 

 

＊環境事業： タイ王国に位置する米国資本の

廃棄物処分場等の買収・経営・運営円滑化のため

の施策提案（修士論文６））、環境事業のため台湾

における駐在員事務所の立ち上げ・運営、国内の

汚染土壌調査・浄化事業の実施（国内シェア 10%）。 

修士論文の骨子は、「廃棄物に関し循環型社会

形成の切り口で、日系企業のＡＳＥＡＮ各国への

海外進出と、循環型社会形成の構築を開始した各

国との関連を調査し、タイでの業務経験を踏まえ

課題を明確化した。更に課題解決のため、日系企

業グループの共同体創設により、進出国での環境

負荷を低減し、ＡＳＥＡＮ各国の循環型社会形成

への貢献を図るための施策を提案した（図２参

照）。 

 

  図２ 日系企業共同体の施策取り組み（修士論文） 

 

＊CSR 活動強化： タイでは、「地域社会協定」、

「Community fund」、「学生インターンシップ」、「学

校等へのコンピュータ等の提供」を強化し、事業

実施の円滑化及び地域貢献を図った。 

 

(2) 研究業績とセンターとの関連 

 １）センターの活動  

センターの活動は、2001 年～2008 年に第一期

の活動が開始され、第二期は､2010 年～2014 年、

現在の第三期の活動は昨年の 2015 年～2019 年の

予定で進行中である。このプロジェクトは、「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」目指している。  

研究分野は、①途上国における社会形成の人材

育成研究、②途上国における社会・経済基盤形成

の研究、及び③ビジネスによる持続可能な社会形

成の研究となっている。更に、ポストＭＤＧであ

るＳＤＧへの貢献を目指している。 

計画のポイントは以下のとおりである。 

2015 年度：体制の整備、及びワークショップ開

催等による各種情報の収集。 

2016 年度：アフリカのケニアをターゲットとし

た、ナイロビでの拠点形成、及びナクル湖の環境

と開発両立のための議論。 

 2017 年度：2020 年の東京オリンピック開催を

 
 
視野に入れ、アジア・アフリカの観光立国からの

要人参加国際シンポジウム開催による観光分野

の研究・教育の強化。 

 2018 年度：タイ、インド、マレーシアに設置さ

れている東洋大学の海外事務所等のある各国に

おいて実践的な国際貢献手法の研究実施。 

 2019 年度：過年度まで行って来た成果である国

際貢献手法の実践研究の定点観測結果に基づき、

その取りまとめと書籍の編集、データの公表と成

果の社会への還元。  

 

 ２）筆者の研究業績との関連 

センタープロジェクトの対象国は、アジア・ア

フリカ地域であり、筆者の研究対象国であるタイ

からＡＳＥＡＮ及びアフリカ地域への展開と整

合的である。また、図２で示したように筆者が当

初考えていた大凡の研究期間は 7年間であり、セ

ンタープロジェクトはこの期間に収まっている。 

研究分野については、第 1.2.1 項②の「途上国

における社会・経済基盤形成の研究」に属すると

考えられると共に、③の「ビジネスによる持続可

能な社会形成の研究」にも関連している。 

ＳＤＧとの関係では、ＳＤＧ１２の「責任ある

生産と消費」、ＳＤＧ１７の「持続可能な開発に

向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナ

ーシップを活性化する」、及びＳＤＧ７の「すべ

ての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的

なエネルギーへのアクセスを確保する」に貢献す

ることができると思われる。 

 筆者の研究業績は、国を跨いだ環境問題を解決

するための基礎となるものであり、これを発展さ

せることが、センタープロジェクトのような多様

な視点からの研究アプローチに符合している。 

 

３．センターにおける筆者の研究内容及び計画 

(1) 研究目的 

タイを含むＡＳＥＡＮ地域及びアフリカ地域

において、その国へ進出したあるいは進出を予定

する日系企業が、できるだけその国の国情に左右

されずに日系企業共同体として、安全・安心に廃

棄物（含、リサイクル物）の処理を実施し、環境

負荷低減により循環型社会構築へ貢献する事業

実施の基礎モデルを構築する。 

 

(2) 研究の内容・方法 

①「固形廃棄物排出管理指標（以下、廃棄物指

標）」作成：日本と直接投資・貿易で密接な関係

のある各国を対象に、日本との２国間におけるマ

クロな「廃棄物指標」を作成する。この指標によ

り、日本と相手国の２国間におけるお互いの相対

的な廃棄物発生依存度・環境負荷をマクロに把握

することができる。 

②「廃棄物指標」の詳細化：日本及びタイの２

国間を対象に、廃棄物発生量把握の精度向上・時

系列解析・地域単位の考慮等、「廃棄物指標」作

成の詳細化を図る。これにより、２国間の廃棄物

発生の相互依存度・環境負荷をミクロに定量的に

扱うことが可能になり、「廃棄物指標」の適正値

の検討ができる。 

③「事業運営モデル」の構築：タイにおいて、

「廃棄物指標」の適正値を達成するため、日系企

業共同体における廃棄物処理・管理を含む事業の

運営を検証することのできる、「事業運営モデル」

を構築する。 

 ④「事業運営モデル」による試行：タイを対象

に開発した「事業運営モデル」をＡＳＥＡＮ地域

及びアフリカ地域向けに展開すると共に、関連国

での試行を図る。 

  

(3) 先行研究等 

限定された廃棄物等発生量の研究、あるいは投

資・貿易構造の研究等、個々の研究は存在する。

日系企業の環境に与えるインパクトを検討・モデ

ル化し、目標を設定した環境改善の研究は見当た

らない。 

各種の環境指標が提案されて来ているが、その

1 つとして製品の使用に伴う環境負荷をライフサ

イクルとして捉えようという発想でのバーチャ

ルウォーターの概念７）がある。原材料・製品の輸

入に着目し、輸入することによってその生産に必

要な分だけ自国の水を使わないで済んでいる。言

い換えれば形を変えて水を輸入していることに

なるという考え方である。 

カーボンフットプリントも、製品が生産され廃
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での試行を図る。 

  

(3) 先行研究等 

限定された廃棄物等発生量の研究、あるいは投

資・貿易構造の研究等、個々の研究は存在する。

日系企業の環境に与えるインパクトを検討・モデ

ル化し、目標を設定した環境改善の研究は見当た

らない。 

各種の環境指標が提案されて来ているが、その

1 つとして製品の使用に伴う環境負荷をライフサ

イクルとして捉えようという発想でのバーチャ

ルウォーターの概念７）がある。原材料・製品の輸

入に着目し、輸入することによってその生産に必

要な分だけ自国の水を使わないで済んでいる。言

い換えれば形を変えて水を輸入していることに

なるという考え方である。 

カーボンフットプリントも、製品が生産され廃
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棄されるまでのＣＯ２排出を計算するものである。

これら環境負荷指標の考え方は、ライフサイクル

での原材料・製品使用の責任にまで及ぶものであ

り、今までのＧＡＴＴ／ＷＴＯ体制での貿易ルー

ルから一歩踏み込んだものになってきている。 

「廃棄物指標」の概念は上記の考え方を取り込

んだものである。一方、途上国での環境負荷を発

生させ製造された製品をある国が輸入する場合

に、何らかの規制を果たそうという動きもあるが、

当研究ではこの分についても、輸入者側がその排

出責任を持つべきという立場に立っている。 

本研究の成果は、ＡＳＥＡＮ及びアフリカ各国

等へ水平展開できる。 

 

(4) 研究計画 

 第３章の第 3.1節と第 3.2節に記載した筆者の

センターにおける研究を、図３に研究計画として

示した。 

 

図３ 筆者の研究計画とセンタ－の計画 

 

 

４．今年度の研究成果 

 平成 28 年 1 月からＲＡとしての採用であり、

平成 27 年 12 月までのセンターでの成果は無い。 
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国際共生社会研究センター テーマコーディネーター 
大学院国際地域学研究科（国際地域学部）准教授 

島川 崇 
 
１. はじめに 

開発途上国が貧困や格差等の社会的な問

題を解決し、内発的かつ持続可能な発展を

遂げるためには援助漬けの状態を作り出す

のではなく、地域にその利益を還元できる

ビジネスを創発することが求められている。

しかし、現状では先進国へ利益が還流して

しまうスキームを導入し、貧困から脱却で

きない事例が多く報告されている。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

求められている。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らない。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行く

所存である。 

 
２. 各研究員の研究テーマと研究活動 
(1) 金承珠研究員 
 金研究員は、「ニューツーリズムに関す

る開発手法に関する研究」をテーマに研究

を行っている。 
(2) 藤稿亜矢子研究員 
 藤稿研究員は、「環境配慮型ツーリズム

の理論と実践に関する研究」をテーマに研

究を実施している。 
(3) 島川崇研究員 
 島川研究員は、「パラオの観光ビジネス

における現状と課題」をテーマに研究を実

施している。 
(4) 徳江順一郎研究員 
 徳江研究員は、「ホスピタリティ産業に

おける事業展開とサステナビリティ」をテ

ーマに研究を実施している。 
(5) 堀雅通研究員 
 堀研究員は、「井上円了の観光行動と交

通利用」に関して研究をしている。 
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 大学内研究所は往々にして同分野の研究

員同士がその分野での専門的論理で内向的

研究が展開される傾向があった。これに対

し国際共生社会研究センターの活動は、学

際的な専門分野の研究員が集結することに

よって、研究において新たな視点を見出す

ことができ、大変有益であると考えられ

る。しかし、その利点を生かした研究成果

を伝えるテーマ内でのシステムが整わず、

残念ながら厳しいご指摘を受けてきたこと

も事実である。 
そこで、次年度から、持続可能なビジネ

スチームは、思い切って一つのテーマに沿

って研究を進めることができないか、構想

を練ることにする。この構想が実現出来れ

ば、より統一感のある研究成果を見出せる

との確固たる信念を持っている。当センタ

ーでの活動を生かし、真に社会の要請に応

える研究を実現していきたい。 
 
3．それを受けてのワークショップ開催 
 ～まとめにかえて～ 
その決意を受けて、1 月 29 日 13：00 か

ら 125 記念ホールにて持続可能なビジネ

スチーム主催で国際ワークショップが開

催された。今回は UNWTO（国連世界観光

機関）アジア太平洋地域オフィスのハーモ

ニー・ラム課長を迎えて、「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

った。この国際ワークショップは、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

るが、そのプログラムとの共催で行われ、

センターと観光人材育成プログラムの双

方から 15 名の参加があった。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、持続可能な観光が求められていると

いうことを述べられた。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

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る。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く所存である。 
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平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

ニューツーリズムに関する開発手法に関する研究 
 

国際共生社会研究センター 研究員 
 国際地域学部 助教 

 金 承珠 
 

A study on the development approach of New Tourism 
 
１. 研究の背景 

近年、広い範囲の地域資源・特性を活用して地

域活性化推進に取り組むことができるニューツ

ーリズムが注目されている。観光庁によるニュー

ツーリズムの概念は「従来の物見遊山的な観光旅

行に対して、これまで観光資源 としては気付か

れていなかったような地域固有の資源を新たに

活用し、体験型・交流 型の要素を取り入れた旅

行の形態」であり、活用する観光資源に応じて、

エコツーリズ ム、グリーンツーリズム、ヘルス

ツーリズム、産業観光等があげられている。 

さらに、観光立国推進計画にもニューツーリズ

ムが位置づけられ、観光庁は平成 19（2007）年

から平成 21（2009）年の 3 年間「ニューツーリ

ズム創出・流通促進事業」を実施し、全国で 143
件の実証事業を採択し、地域独自の資源を活かし

た新たな旅行商品の創出・流出に国をあげた政策

や様々な取り組みが行われている。 

研究員は、日本国内・海外のニューツーリズム

による地域活性化の先進事例を研究することで、

特に地域資源や特性を活かした持続可能なニュ

ーツーリズムの開発手法について考察および整

理を行う。そして、ニューツーリズムの中でも特

にヘルスツーリズムに着目し、観光地活性化に関

する日本や海外の先進的な事例、観光客を対象と

したアンケート調査を実施し、観光目的や訪問地

に対するニーズ分析、行動分析等を行うと共に現

地調査では地域特性を活かした観光地づくりの

実態とアンケート調査内容を比較する事によっ

て、「持続可能なビジネス」の観点から持続可能

な観光地づくりの方向性について考察を行う。  

 

２. 今までの研究について 

研究者は日本のいくつかの温泉地（伊香保温泉、

小野川温泉、野沢温泉、元湯温泉、肘折温泉の 5
つの温泉地）を調査対象地とし、地域の共有資源

として競合性（あるいは控除性）が高く、枯渇性

資源である温泉資源の持続的利用や温泉地とし

て持続的環境形成について研究を進めてきた。 

近年の日本各地の温泉地は観光地化によって

温泉資源は市場経済のなかで商品化され、過剰な

私的利益の追及による温泉資源の衰退・枯渇問題

の深刻化が現れ、いかに温泉資源の需要と供給の

バランスを維持していくのかが重要なかなめと

なっている温泉地が増加した。 
共有資源に関する研究の第一人者である

Ostrom は「どうすれば商品化が共有資源の維持

管理に有益となるように使えるかを提示する必

要性がある」と述べている。すなわち、資源の商

品化を経済効率性だけではなく、資源の持続的お

よび地域社会の持続性を考慮に入れて進めるこ

とが重要であると指摘している。 
上記の Ostrom 考え方に準ずる温泉資源の商品

化、すなわち温泉資源の安定的・持続的利用する

ため、注目を浴びているのが「温泉の集中管理」

であると考え、温泉地の安定的な源泉管理方法の

一つとして用いられている「温泉の集中管理」を

温泉資源の「共有資源の維持管理できる有益は使

い方」と捉えて、その実態や今後の展望を考察し

た。さらに、温泉の共同的な管理やそれを含む地

域の維持管理（エリアマネジメント）が各地で模

索され、地域の状況に応じて温泉資源管理のさま
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温泉資源の「共有資源の維持管理できる有益は使
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域の維持管理（エリアマネジメント）が各地で模

索され、地域の状況に応じて温泉資源管理のさま
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図１～5 各温泉地の温泉資源管理形態 
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３. 今年度の研究成果 

今までの日本の各温泉地を研究対象地におい

て「持続的な観光地づくり」、「内発的発展」をキ

ーワードとした研究を進めていくと共に新たな

国際共生社会研究センターにおいては「国際交

流」を新たなキーワードとして加え研究活動を実

施していく予定である。 
 その研究の一環として平成 27（2015）年から 

は韓国の済州オルレと九州オルレを事例として

取り上げ、オルレに関する事業や組織間の業務協

定の内容に着目したうえ、両国の各オルレを訪れ

た観光客を対象に行った観光満足度等に関する

調査を分析し、国際交流を通じた観光地振興の視

点から今後の地域活性化の可能性について研究

を進めていく。 

 

 

 
 
（１）済州オルレについて 

 韓国の済州島には平成 19（2007）年 9 月に第 1
コースがオープンして以来、平成 24（2012）年

まで 26 コースが開発されている済州島の海岸沿

いの自然や文化に触れながら歩くトレッキング

コースのことである。各コースは平均 15km であ

り、所要時間は 5 時間～6 時間と設定している。

また、コース周辺のレストランや喫茶店を利用し、

食事や休みをとったり、コースの終点周辺の宿泊

施設の利用できるようなコース設定であり、済州

オルレを訪れた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

20（2010）年の文化体育観光部が実施した調査に

よると済州オルレ来訪者数約 46 万人であり、来

訪者の一人当たり平均消費金額は約 39 万ウォン

であったため、その年の総消費金額は 1,796 億ウ

ォンであると推算した。さらに、平成 26（2014）
年に済州道の農村活性化支援センターは済州オ

ルレの景観価値は年間 350 億ウォンであると分

析した。このように済州オルレは近年、韓国の健

康づくりや Healing など健康ブームに伴いかな

り大きな経済効果をもたらしているといえる。 

 
図 6．済州オルレコース 

（出典：済州オルレホームページ） 
さらに、済州オルレは民間非営利団体である

（社）済州オルレがオルレコースの開設の原則・

基準・コース選定や管理、イベント開催に関する

業務、オルレボランティア育成、オルレコース周

辺の宿泊施設やレストランのコンサルティング

及び経営者のサービス教育まで担当し、行政から

の支援金に頼らず、済州オルレの記念品の販売利

益、企業と個人の後援金から組織の運営や済州オ

ルレコースの整備にかかる資金までまかなって

いる。 
（２）九州オルレについて 
平成 23（2011）年 8 月に一般社会法人九州観

光推進機構は平成 23（2011）年 8 月に済州オル

レと業務協定を結び、平成 23（2011）年の東大

震災の影響もあり、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「九州オル

レ」を立ち上げた。社団法人済州オルレと業務協

定を結んだことによって「オルレ」ブランドの使

用許可を得たことをはじめ、「九州オルレ」のコ

ース開発及び認定審査、済州オルレと同様のコー

ス標識の適用可能、運営に関する持続的なコンサ

ルティング提供を受けることができる。平成 24
（2012）年 2 月に１次コースとして佐賀県の武雄

コースを含む 4 つのコースをオープンして以来、

現在は九州の７県に 15 コースがあり、平成 27
（2015）年に第 5 次「九州オルレコース」募集が

行われた。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7． 九州オルレコース 
  （出典：九州オルレホームページ） 

九州オルレ選定における考え方は済州オルレ

造成原則に基づいており、詳細の内容は表１よう

である。 
しかし、九州観光推進機構は九州オルレのマス

コミに対する情報発信や旅行会社の招請、旅行商

品造成を担当しており、九州オルレコースの運
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営・管理は各コースの選定地域の九州オルレ担当

組織が行っていることが済州オルレとの大きな

違いである。 
 

表 1．九州オルレの造成原則 

 
現在、済州オルレと九州オルレの今後の調査の

ために各オルレの現地調査や管理・運営組織を訪

問し、各オルレに関するヒアリング調査は数回行

っている。さらに、平成 27（2015）年 11 月には

九州オルレに現状や今後の取り組み、済州オルレ

との連携・交流を把握するため九州オルレシンポ

ジウムに参加した。また、11 月末には九州オルレ

の「八女コース」で行われたコースオープン 1 周

年記念イベントも参加者の約 100 名を対象にア

ンケート調査を実施し、九州オルレ「八女コース」

の訪問者の満足度と満足度を構成する要因と

リピート意向の分析を行う予定である。 
済州オルレと九州オルレの事例は観光によ

る国際交流の側面だけではなく、済州オルレ

の地域住民が中心となり、地域資源の保護し

ながら活用する新たな地域資源の活かし方を

受け入れた地域の新たな内発的発展による地

域活性化、ニューツーリズムによる持続可能

な観光地づくりなど多角的な研究を進めてい

きたい。 
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A theory and practices of conservation-based tourism for sustainable tourism development 
 
1. Introduction 
   The concept of ecotourism was born in the early 
eighties when it was first suggested as an effective 
tool to raise funds for nature conservation as well as to 
create financial incentive and awareness for local 
people, in the IUCN 3rd World Park Congress. It was 
also expected to contribute to local communities’ 
welfare by creating additional income. The ecotourism 
concept was stemmed from a newly emerged strategy, 
“sustainable development”, which was first appeared 
in the World Conservation Strategy (IUCN, WWF and 
UNEP, 1980). Thus, ecotourism is a tool for 
conservation and local development. In recent 
definition, it is defined as “responsible travel to 
natural areas that conserves the environment, sustains 
the well-being of the local people, and involves 
interpretation and education; education is meant to be 
inclusive of both staff and guests” (TIES, 2015). 
   The ecotourism definition has been evolved in 
keeping with ecotourism development, although the 
basic key concept always includes 1) fundraising for 
conservation; 2) financial benefits for local 
community; and 3) environmental education. 
   However, degradations of natural environment by 
ecotourism have been widely witnessed across the 
globe according to its expansion. Because an 
ecotourism site is often set up in a treasurable natural 
area where a vulnerable ecosystem remains, the 
impacts from the tourism is serious. Additionally, 
most of tour operators have been running their 
“ecotourism” without considering the basic principles 
that are explained above. As a result, the “ecotourism” 

became merely a form of tour which enjoys the 
natural area and its wildlife. On the other hand, the 
concept of sustainable tourism emerged since the 
nineties in consequence of various challenges of mass 
tourism as well as of ecotourism. The concept is also 
based on the “sustainable development” strategy as 
was ecotourism. Sustainable tourism is namely 
regarded as a form of tourism which includes 
socio-economical and ecological sustainability, but 
there is not an exact definition yet. According to a 
definition by Swarbrooke (1998), sustainable tourism 
could be defined as tourism which is economically 
viable but does not destroy the resources on which the 
future of tourism will depend, notably the physical 
environment and the social fabric of the host 
community. This definition seems one of the most 
precise and comprehensive definitions, and the author 
thus focuses on it as a basic one. In reality, the lack of 
generally accepted definition has actually lead 
confusions and problems to realize the sustainable 
tourism. If one calls for a sustainable tourism in a 
targeted area, how planning and evaluation could be 
done without a basic definition and principles? This is 
the trigger of the author’s research about ecotourism 
and sustainable tourism.  
 
2. Research objective and plans 
The author uses the term “conservation-based 
tourism” in her research here because both ecotourism 
and sustainable tourism do not have any accepted 
definitions and principles, which means there are no 
common perceptions of them internationally, as 
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generally accepted definition has actually lead 
confusions and problems to realize the sustainable 
tourism. If one calls for a sustainable tourism in a 
targeted area, how planning and evaluation could be 
done without a basic definition and principles? This is 
the trigger of the author’s research about ecotourism 
and sustainable tourism.  
 
2. Research objective and plans 
The author uses the term “conservation-based 
tourism” in her research here because both ecotourism 
and sustainable tourism do not have any accepted 
definitions and principles, which means there are no 
common perceptions of them internationally, as 
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explained above. The practices of them are thus 
various and it is difficult to clarify and evaluate which 
one is a real sustainable tourism, or an ecotourism. It 
it is a serious problem for the development of 
conservation-based tourism although the needs of 
such tourism are rapidly increasing now a days. 
Therefore, the author’s research aims to build 
theoretical framework and practical guidelines for 
conservation-based tourism, which could be used by 
the tourism industry including the local government 
and the project practitioners. The author has been 
involved in nature conservation fields more than a 
decade, where her prior researches focus on 
institutional diversity for conservation and sustainable 
development. The most important actor for both is a 
local community; therefore participatory approaches 
are prerequisite. This approach is also important for 
conservation-based tourism, where all the 
stakeholders need to be in the development process. In 
addition to such an institutional diversity, the author 
regards that certifications and carrying capacity are 
also key contents for more practical methodology of 
conservation-based tourism. The research plan of five 
years is as below: 
First year: The major research is literature research 
globally. Ecotourism and sustainable tourism are 
related to both “sustainable development” and to 
“sustainable industry”, although sustainable tourism is 
much closer to “sustainable industry”. The literature 
research should includes those two different streams. 
The author collects and analyses as many as literature 
and secondary data through international database as 
well as from international organizations.  
Second year: Conducting field research on several 
sites, mostly in tourism advanced countries that are 
regarded as model cases of conservation-based 
tourism. This research is expected to provide useful 
information about successful practices and further 
challenges. Possible research sites will be selected 
after the comprehensive literature research of the first 
year. 
Third to fourth year: Conducting field research on 
several sites in developing countries, where the 

strategy for conservation and tourism development is 
priority. Possible sites will be selected after two year’s 
research. Currently, Cambodia or Indonesia would be 
candidates because of their national policy are 
strongly related to conservation and tourism. 
Fifth year: Final analyses and producing practical 
outputs. The theoretical framework and guidelines for 
conservation-based tourism would be presented, 
hopefully both in English and in Japanese. 
 
3. Current research 
  The author has been conducting preliminary 
research on tourism development in Cambodia since 
2015, which includes literature research, secondary 
data analyses, and field research. Especially, 
community-based ecotourism is one of crucial tourism 
developments for the country in order to keep a 
balance between conservation and economic benefit. 
A part of results is presented here. 
(1) Community-based ecotourism in Cambodia 

In Cambodia, both natural resource management 
and tourism development are essential for the 
country’s sustainable development. Although there is 
a slow but steady trend of urbanization in the country, 
about 73% of people still live in rural areas and they 
are directly dependent on natural resources (Ministry 
of Planning, 2014). For example, the forests are an 
important natural resource that is central to rural 
livelihood strategies as almost 76% of people relay on 
fuel wood and 8 % relay on charcoal for daily cooking 
(National Institute of Statistics, 2014). At the same 
time, Cambodia’s forests are rich in biodiversity and 
provide potential for the ecotourism development 
(SCW, 2006). Therefore, most of ecotourism sites are 
placed in the remaining forest areas for the purpose of 
sustainability of both natural resource management 
and the local community’s livelihood.  

Tourism has been identified as one of the priority 
sectors in the Rectangular Strategy1 of the country    

                                                   
1 The Rectangular strategy of Cambodia is the on-going 
national strategy and the rectangular includes “Growth, 
Employment, Equity and Efficiency”. 

 
 

 
Figure 1.  Actual CBET (including CBT) sites in Cambodia 

*①~⑧ represent the number of CBET sites in each province. 

 

Figure 2.  CBET contributions to conservation efforts: a case from Chambok CBET 
 
(Royal Government of Cambodia, 2012). In the Law 
on Tourism, the purposes of the law include 
conservation of the natural resources, culture and 
customs as well as poverty reduction (Article 2; 
Ministry of Tourism, 2009). For those objectives, 
community-based ecotourism (CBET) gains much 
attention and expecxtation in the country. Cambodia 
has 24 provinces and each province is divided into 
185 district, which is further divided into communes 
totaling 1,621. The commune are then divided into 

villages with approximately 13,694 occurring in the 
country (SCW, 2006), but villages are not in the 
administrative order. A Commune with several 
villages are the major actor for CBET. Currently, there 
are 55 CBET (including community-based tourism: 
CBT) sites in 16 provinces as shown in Figure 1, and 
most of them are supported by foreign donors. 
According to the Ministry of Tourism, the coastal 
zones such as Koh Kong and Kampot have become 
progressively popular and the easy access from 
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Phnom Penh increase the tourism market potential for 
those areas. There remains submontane and lowland 
evergreen dense forests in those areas, especially in 
Koh Kong, and subsequently, endangered wildlife 
species are still living there including the elephants 
(SCW, 2014). Because of such abandoned biodiversity, 
Chi Pat CBET in this province, supported by Wildlife 
Alliance, is now regarded as the best CBET site in the 
country (Figure 1). Along the Mekon River, Kampi in 
Kuratie province is also popular CBET site thanks to 
Irrawaddy Dolphin (Figure 1). The dolphin is 
endangered and rare species in the world, which 
attracts many people from different countries. The 
northeastern part has great potential for CBET as well, 
but the area has more environmental problems such as 
forest degradation caused by large scale concessions 
on forest land on the border. Not a few CBET projects 
have failed to be sustainable for such land concession, 
which is one of challenges in Cambodia. 

In reality, preliminary research revealed that most 
of CBET are still developing and unstable by reason 
such as: 1) communities are lacking of their own 
visions how they want to activate the communities by 
CBET; 2) the activities’ menu of CBET are the same 
everywhere, which does not give any attractive 
impression; 3) and the access to the sites are scarce. 
Additionally, conservation efforts are often poorly 
managed, and no comprehensive evaluation has ever 
been conducted if they really work. There are not 
many success stories of CBET in Cambodia found in 
the existing literatures, nor heard from interviewees 
except Chi Pat in Koh Kong, Kampi in Kuratie (as 
explained above) and Chambok in Kampong Speu. 
Among these, Chambok CBET is particularly unique 
because it is totally run by the local community since 
2010. In addition, it is a case of CBET in a protected 
area where conservation activities are prerequisite. 
According to the author’s preliminary research, the 
Chambok CBET is actually contributing to forest 
conservation by the process as shown in Figure 2. 
This is one of successful case among 55 ongoing 
CBET shown in Figure 1; however, the pre-research 
also found that there is very few comprehensive 

information about the actual condition of CBET in 
Cambodia. Lacking of information often causes 
lacking of marketing, which ends up a failing tourism 
site; it is therefore not optimistic if substantial CBETs 
in the country are now contributing to sustainability of 
natural resource and of local community’s livelihood. 
Considering CBET is one of important scheme for 
sustainable development in the country and that it 
should be a form of sustainable tourism, the future 
research is expected to evaluation of CBET as well as 
to provide a practical guideline.  
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Current Situations and Challenges of Tourism Business in Palau 
 
１. 研究の背景 

パラオはグアム・サイパンの南、フィリピンの

東に位置する 200 の島からなる島嶼国である。美

しい島々の景観が広がり、世界遺産にも登録され

ている。また太平洋戦争での激戦地としても知ら

れ、ペリリュー島、アンガウル島を中心に当時の

戦跡が多く残っている。 

多くの島嶼群のうち有人島は 10 にも満たない

と言われ、そのうち 16 の州があり、州政府によ

って地方自治が行われている。伝統的な酋長制度

も並存している。パラオには州単位の酋長で構成

される酋長協議会がある。 

全域が熱帯雨林気候で、年平均気温は 27℃と温

暖である。 

知る人ぞ知るという存在だったそんなパラオ

が一躍有名になったのが昨年 4月 8日と 9日に行

われた天皇皇后両陛下による戦没者慰霊訪問で

ある。パラオは国を挙げて歓迎し、ペリリュー州

は今年から 4月 9日が祝日になるという。国旗は

青地に黄色の丸、これは日の丸に倣ってデザイン

された。パラオ語には日本語由来の言葉が多くあ

り、今でも親日の国民が多い。 

パラオはホワイトサンドのビーチが点在して

おり、それがビーチリゾートとなっているが、現

在のところ、5 つ星リゾートは東急系のパラオパ

シフィックリゾートのみである。4 つ星リゾート

は日航系のパラオロイヤルリゾート（ニッコーパ

ラオ）があるが、高級リゾートと称していいのは

この 2ホテルのみである。他に一般的なホテルや

ダイバー向けの格安ゲストハウスは多く存在す

る。見どころとしては、引き潮の時に長いビーチ

が現れるロングビーチ、石灰岩が削られて泥とな

って海中に堆積したミルキーウェイ等ビーチリ

ゾートとしての見どころが多いが、ロックアイラ

ンドは世界遺産に登録されていて、厳格に保全が

行われているため、船舶も近づくことができない。

そのため、ロックアイランドを見学するにはセス

ナで空からの眺望を楽しむことになる。 

 

 

図１ 世界遺産に登録されている 

ロックアイランド 

（以下写真はすべて筆者撮影） 

 

２．パラオ観光発展のプロセス 

パラオは 1994 年の独立以来、主要産業がマグ

ロ漁などの漁業、タロイモ栽培などの農業くらい

しかなく、かつてはリン鉱山があったが競争力を

失っているため、観光で国の財政を支えていくし

かなかった。独立後ナカムラ大統領は訪日し、日

本航空を訪問して当時の利光松男社長に路線開

設を懇願した。観光立国としての決意に利光社長

は共鳴し、チャーターフライトでその期待に応え
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ることとした。しかし、当時成田空港は満杯で、

開港間もない関西空港も新規に路線を導入する

ゆとりはなかった。そこで白羽の矢が立ったのが

名古屋空港である。ナカムラ大統領は三重県の出

身なので中京圏にはゆかりがあり、名古屋空港か

らのチャーターフライトが開設されることが決

定した。それ以来、日本航空が率先してパラオの

魅力を日本に紹介し、徐々にマーケットに浸透し

ていくこととなる。 

もともとパラオはダイビングやスポーツフィ

ッシングでは知られたデスティネーションであ

った。ただ 1980 年当時では年間入込客数では

5,201 人にとどまっていた。ツアー内容はダイビ

ングとスポーツフィッシングに加えて、慰霊団、

遺骨収集といった第2次世界大戦にちなんだ訪問

が人数的には最も多かった。日本人が 53％、米国

人が 40％を占め、その他の国からの来訪者はほと

んど見られなかった。この当時はグアムからコン

チネンタルミクロネシア航空でコロール空港に

入るしかなかった。 

これが 1985年には入込客数が 11,844 人と 5年

間でほぼ 2倍となる。それまではパラオには高級

リゾート・ホテルは存在しなかったが、この時期

に東急系のパラオパシフィックリゾートがオー

プンする。それにより、国別の入込客数の比率は、

日本が 57％、米国が 23％、ヨーロッパが 8％に加

えてフィリピンが 5％となっている。このフィリ

ピン人マーケットは観光ではなく、観光産業で従

事する労働力として入国している。 

1989 年から台湾と韓国マーケットに門戸を開

けることとなり、入込客数も 2 万人を突破し、

21,433人を数えた。このときの比率は日本52％、

米国 25％、ヨーロッパ 5％、台湾 2％、韓国 1.6％

となっている。  

その後 JAL チャーターも定着し、近隣諸国が

2001 年の 3.11 世界同時多発テロ、2002 年の SARS

等で苦しむ中、パラオは順調に入込客数を伸ばし

ていたが、2009 年にリーマンショックの影響を受

けて、初めて前年を大きく割り込むこととなる。 

ただ、その影響も軽微に終わり、翌年からはま

た増加に転じることとなる。2012 年には初めて

10 万人を突破し、順調に伸ばしていくと思われた。 

ここで予期せぬ出来事に見舞われることとな

る。2012 年に導入したボーイング 787（B787）型

機がバッテリーのトラブルで運航停止を余儀な

くされることとなった。日本航空はそのため、

B787 で運航を予定していた路線に対して、既存の

中型機 B767 や中・大型機の B777 を投入せざるを

得なくなり、チャーターに機材を注ぐ余力がなく

なってしまった。そのため 2013 年からは日本航

空のチャーターが大幅に減少することとなって

しまった。日本航空は経営破たんして再建の途上

であり、旧型機を一斉に売却したこともあり、こ

の時期の機材繰りには大変厳しいものがあった。

ここでパラオチャーターに対して大幅な減便を

したが、B787 問題が解決しても、採算にかなり厳

格になった日本航空としては、単価の安いリゾー

ト路線よりも、ビジネスクラスが中心に販売でき

るビジネス路線に対して注力するようになった

ため、パラオのチャーター路便数は少ないままと

なってしまった。 

そこでパラオは中国からの観光客に頼ること

となる。2015 年から中国からのチャーター航空会

社パラオパシフィックエアウェイズも就航し、中

国本土からの客数が一気に増加した。 

2013 年の統計では、日本が 34％、台湾が 24％、

韓国が 16％、中国が 9％、米国が 8％、ヨーロッ

パが 5％となっていたものが、2014 年では中国が

初めて入込客数で日本を抜き28％、日本は27％、

台湾が 21％、韓国が 10％、米国が 5％、ヨーロッ

パが 4％となった。 

 

３．現状の問題点 

中国に対してはビザを緩和したことが急激な

観光客増加の原因となった。 

ただ、中国人の観光行動を見ると、平気で環境

破壊をし、宿泊もしていないのに仲間が泊まって

いるリゾートを訪問して、プールやラウンジなど

を使いまわすような事例に事欠かない。観光関連

産業に従事する人たちの中には中国人の公共マ

ナーを守らない行動に対して否定的な考え方を

持つ人も増えてきた。我が国を含めて近隣諸国に

いま中国人が大挙して押し寄せているが、日本も

韓国も、グアム・サイパン・ハワイも、中国人の

 
 
「爆買」と呼ばれる買い物攻勢に経済効果がみら

れているため、多少のマナーの悪さも目をつぶっ

ているという側面がみられるが、パラオの場合、

免税店も市内にはなく、空港の免税店も全く貧弱

なため、あまり買うものがないことから、中国人

観光客の直接的な経済効果を地元の人たちが理

解できないという側面もあると思われる。 

そのため、中国人の観光に対してビザ免除にし

ていたのだが、今年からまたビザを復活させる動

きが出ているようである。 

 

４．戦跡観光デスティネーションとしてのパラオ 

パラオは第二次世界大戦時、日本軍とアメリカ

軍の間で熾烈な戦闘が行われた地である。ペリリ

ュー島とアンガウル島に多くの戦跡が残されて

いる。これらはまさに手付かずの状態で残されて

いる。ただ、この「残されている」という表現は、

「保存されている」のではなく、「撤去できずに

放置されている」といった方がそれを正しく表現

している。 

第二次世界大戦が起こる前、パラオはドイツか

ら引き継いだ日本の委任統治領であった。日本海

軍の施設や要塞などが多く作られた。特にペリリ

ュー島には東洋一の大きさを誇るX型の滑走路が

敷設されていた。太平洋地域での第二次世界大戦

が始まると、日本本土に上陸する前にアメリカ軍

はフィリピンを攻略するため、ペリリュー島の滑

走路をターゲットとした。1944 年 9 月 15 日にペ

リリュー島オレンジビーチがアメリカ軍の最初

の上陸地点となった。 

2010 年にアメリカ合衆国からペリリュー戦争

歴史協会（The Peleliu War Historical Society）

が派遣した調査団が初めて来島して今も残って

いる戦跡の調査を行った。彼らの調査はペリリュ

ー島だけにとどまり、しかも地上だけで海中に没

しているゼロ戦や日米海軍艦艇等は調査してい

ない。この調査の結果、約 280 点の戦跡を発見し

た（The Peleliu War Historical Society、2012）。

さらに篠原（2015）によれば、ペリリュー島２６

点、アンガウル島１９点、バベルダオブ島１４点、

コロール島９点、ガドブス島５点となっている。 

観光客がオプショナルツアーに参加して見学で

きるのは以下のとおりである。 

 

旧日本海軍司令部  

建物に木々が生い茂っている。爆撃で穴が大きく

空いているままたたずんでいる。 

 

千人壕 

ビールの空き瓶や靴底など散乱している。 

 

 

図２ 千人壕の内部 瓶が放置されている 

 

零戦五二型  

錆びた状態で放置されている。 

 

中川大佐終焉の地 

本当はもっと山の中なのだが、地雷もあり、その

手前に碑が建立されている。 

 

図３ 中川大佐終焉の地 
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海軍弾薬庫  

戦後、アメリカ軍の診療所になったが、独立後、

博物館として公開されている。 

 

 

図４ 旧海軍弾薬庫 現博物館 

 

ペリリュー小学校  

日本統治時代の国民学校の門柱を撤去せずに小

学校となった。 

 

南洋庁パラオ支庁（コロール島）  

パラオ最高裁判所として利用されている 

 

このように多くの戦跡を生々しく見ることが

できる観光地は他にはない。パラオにおいて戦跡

を保存し平和への意識を高めていくことは大変

重要かつ有効な方策である。しかし、自然保護に

熱心なレメンゲサウ大統領は、エコツーリズムや

ビーチリゾートの振興は行う一方で、「戦跡はパ

ラオの歴史ではない」とのスタンスを持っている。

そのため、今後も戦跡を地域資源として保存をし

ていく方向性は出てこないのではないかと思わ

れる。また日本からの ODA も縮小傾向にあり、日

本からの援助も期待できない。また、折からの日

本人の海外旅行需要の減少でパラオの観光にお

ける日本のプレゼンスも確実に低下している。今

後日本の限られたリソースを有効に使いながら、

戦跡観光の重要性を訴えていきたい。 

 

５．今後の研究の方向性 

 国際共生社会研究センターの持続可能なビジ

ネスチームでは、パラオの持続可能な観光振興に

貢献していきたいと考えている。環境保護か観光

かという二項対立ではなく、観光振興によって環

境保護が行える枠組み作りを策定し、さらには多

様な観光資源を磨き上げるための取り組みも進

めていく。特に戦跡観光では、ペリリュー島とバ

ベルダオブ島では実際にオプショナルツアーで

戦跡観光が行われているが、実際に観光客が訪問

していないアンガウル島にも戦跡が多く残され

ているようである。アンガウル島州知事はもっと

積極的に日本人観光客を誘致したいとの意向を

持っているので、来年度はいまだ手付かずのアン

ガウル島の戦跡観光の資源調査を行いたいと考

えている。 
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1. 研究の背景 

本報告においては、自身の研究に関するアウト

ラインと、近年の研究内容についてまとめたうえ

で、今後の方向性について論じていく。 

報告者の専門は、「ホスピタリティ・マネジメ

ント」である。近年の研究では、この領域を示す

言葉には、大きく分けて 2つの意味があることが

指摘されている（佐々木・徳江[2009]を参照）。 

1 つは、特に米国で多く見られるアプローチで

あるが、ホスピタリティ産業に関する経営の諸問

題解決を目指す方向性である。コーネル大学など、

いわゆる「ホテルスクール」と呼ばれる研究機関

を中心に、ホテルやレストランをはじめとしたホ

スピタリティ産業について研究を行っている。本

アプローチについては、便宜上「ホスピタリティ

産業論」としておく。 

もう 1つは、わが国や北欧で見られるアプロー

チで、ホスピタリティ概念そのものを規定したう

えで、多様な組織マネジメントに応用しようとす

る方向性である。現時点では統一的なホスピタリ

ティ概念は存在しないため、研究者それぞれがホ

スピタリティ概念を規定し、その先に理論を展開

している。本アプローチについては、「ホスピタ

リティ・マネジメント論」としておく。 

報告者は、この両面ともに研究領域としている。

前者のフレームワークでは、ホテルを中心としつ

つ、ここ 2年ほどはブライダル産業や旅館をその

研究対象に加えて考察してきた。ホテルに関する

研究は、米国その他の研究事例が蓄積されている

が、ブライダルや旅館については、特に先行研究

が存在しなかったからである。その結果、ブライ

ダルが持つ儀式としての側面や、旅館を取り巻く

その土地に関する要素など、多面的な考察が必要

であることが分かってきた。 

後者のフレームワークでは、ホスピタリティを

その起源や語源からたどり、歴史的経緯も踏まえ

たうえで、「社会的不確実性の高い環境における

主体間関係性マネジメント」と定義づけした。こ

の考え方をもとにすると、さまざまな主体間の関

係を、社会的不確実性の高低によって分けること

で、これまでは考察しにくかった対象や、これま

での考察とは異なる方向性からもアプローチす

ることが可能となった。 

研究センターでは、「持続可能なビジネス」に

ついて研究していくことになったが、近年、少し

ずつ体系化を図りつつある「ソーシャル・ホスピ

タリティ」の考え方を軸として探求していくつも

りである。 

 

２．2015 年までの研究 

(1) ホテル業界における構造上の問題点 

インバウンドの増大にともなって、近年、ホテ

ル不足が指摘されることが多くなってきた。数年

前までは 1泊数千円で泊まれたところが、2015 年

には 1泊 3万円も 5万円も取られるようになった

という話も聞こえてくる1。確かに、東京や大阪と

いった大都市に立地するホテルは、稼働率、単価

ともに上昇傾向にあり、その勢いに乗じて急速な

チェーン展開を進めている企業も存在する。 

しかし、大都市に続々とホテルが開業している

中で、特に高価格帯の施設の多くは、いわゆる「外

                                                   
1 宗像(2015)。 
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1 宗像(2015)。 
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資系」と呼ばれる、カタカナの名称が冠された施

設ばかりである。こうしたホテルは、欧米に本部

を置くチェーンであり、各ホテルの経営会社は日

本企業であることも多いものの、高額の運営指導

料をチェーン本部に支払って経営しているのが

実情である。もともとわが国のホテル業界をリー

ドしてきたホテル企業は、このところ、特にこう

した高価格帯での新規開業がほとんどなくなっ

てしまっている。 

このような、いびつなチェーン展開における構

図の現状を把握して、それが生じた理由や対応策

について検討を行った。 

フィールド･リサーチは、2015 年度はバンコク

とマカオ、上海において、現地の複数のホテルを

視察した。バンコクにおけるブティック・ホテル

の隆盛、マカオにおける IR（Integrated Resort）

の存在意義、さらには上海におけるラグジュアリ

ー・ホテルの現状など、研究に大いに役立つ情報

が得られた。 

 (2) 旅館の状況 

そして、ホテルは増加しているものの、わが国

固有の宿泊事業であり、かつては宿泊施設数や客

室総数において、名実ともにわが国を代表する宿

泊施設であった旅館は著しく衰退している。軒数

は 1980 年に 83,226 軒、客室数は 1987 年に

1,027,536 室と、それぞれピークを迎えたが、2013

年には 44,363 軒（ピークから半減）、735,271 室

（ピークから 3割減）という状況になってしまっ

ている。 

旅館の減少に関しては、需要構造の変化やニー

ズ・欲求の変化、労働環境の変化といったさまざ

まな要因がこれまで考えられてきた。ただ、一方

で破綻した旅館を再生して低価格化し、多くのお

客様を集めることに成功している施設や、逆に高

価格帯に特化して、立地している地域の特性を前

面に出すことで成功している施設も存在する。そ

れぞれ、ポーターが指摘したところの「コスト･

リーダーシップ」と「差別化」または「集中」戦

略に該当すると考えられる。 

現時点では、都市部におけるホテルのように、

いわゆる「外資系」に席巻されているわけではな

い。しかし、不動産の取得などは進められており、

直接的に経営に関わってくることもそう遠い将

来のことではないと思われる。 

以上の研究概要は、2015 年 3 月刊行の『余暇ツ

ーリズム学会誌』第 2 号に、「旅館の変遷とマー

ケティングに関する一考察 －ホテルの事例と

の対比から－」（pp.49-56）として発表済みであ

る。その後、『週刊ホテルレストラン』（オータパ

ブリケイションズ）上において、月 1回、旅館で

革新的な経営を実行している経営者の方々にイ

ンタビューも実施し、事例からの確認も行ってい

る。同誌の連載は以下のとおりである。 

①2015 年 6 月 12 日号：長野県・扉温泉「明神

館」専務取締役 齊藤 忠政 氏 

②2015 年 7 月 10 日号：新潟県・関温泉「うぐ

いすの初音」5 代目 笹川 勇介 氏 

③2015 年 8 月 14 日号：株式会社共立メンテナ

ンス（癒しの湯宿）取締役リゾート事業本部

長 鈴木 真樹 氏 

④2015 年 9 月 25 日号：「別邸 仙寿庵」（株式会

社旅館たにがわ）常務取締役 久保 英弘 氏 

⑤2015 年 10 月 9 日号：「大江戸温泉物語株式会
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本調査は引き続き行っていく予定である。 

 (3) 旅館とリゾートとの共通項 

一方、評価される旅館の特性を探るために、前
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世界的なラグジュアリー・ホテルとレストランの

コンソーシアムである Relais & Châteaux に、日

 
 
本の旅館が複数加盟している。そこで、日本の旅

館とスリランカのリゾート、南アフリカのリゾー

トとを比較し、類似点と相違点の抽出を実施した。 

いずれも、その地域にしかない観光資源をたく

みに宿泊経験の中に取り入れ、その地域に根ざし

た運営を行っていることが判明した。このあたり

の前提は、『高崎経済大学論集』第 53 巻第 3号に

発表した「『和』リゾートの新潮流」（pp.41-55, 

2010 年 12 月）や、「ラグジュアリー・ビジネスに

おけるホスピタリティ －関係性概念を軸とし

て－」『観光・余暇関係諸学会共同大会学術論文

集』第 3号（pp.77-84, 2011 年 9 月）にまとめて

ある。 

(4) ブライダルに関する研究 

当該分野における研究発表は、『観光・余暇関係

諸学会共同大会学術論文集』第2号に発表した「ホ

スピタリティ・マネジメントにおけるトライアド

構造 －あるテーマ･パークとブライダルを軸と

した構造比較－」（pp.33-40, 2010 年 9 月）や、

『高崎経済大学論集』第 54 巻第 2 号に発表した

「ブライダルにおける市場の変化とホスピタリ

ティ」（pp.51-64, 2011 年 9 月）が初期のもので

ある。また、2012 年 3月にも本学の『観光学研究』

第 11号において、「ブライダル・ビジネスにおけ

る関係性マネジメント」を発表した（pp.37-50）。 

また、関連する業績としては、『観光・余暇関

係諸学会共同大会学術論文集』第4号における「ソ

ーシャル・ホスピタリティ論の新展開 －社会性

を軸としたホスピタリティ・マネジメント概念に

ついて－」（pp.49-56, 2013 年 3 月）も挙げられ

る。 

こうした研究をもとにして、2014 年 11 月に、

創成社より『ブライダル・ホスピタリティ・マネ

ジメント』を共著で出版したが、それ以来、ブラ

イダルに関する研究は特に大きな進展はない。た

だし、公益社団法人ブライダル文化振興協会

（BIA）の依頼により、ブライダル・プランナー

（同協会では、より広い概念として「ブライダ

ル・コーディネーター」という呼称を用いている）

に関連した国家資格についての勉強会を逐次開

催している。本資格は、2017 年度からの国家資格

化を模索している。 

また、大学院でリゾート・ウェディングの研究

を行う学生がいたため、本分野における研究も共

同で実施した。 

(5)研究遂行のための助成について 

こうした研究を遂行するために、以下の研究助

成を受けた。 

科学研究費補助事業： 

・挑戦的萌芽研究「ホスピタリティ概念の解明

と宿泊産業への適用に関する研究」、研究代

表者（26570028） 

・基盤研究(B)（一般）「観光産業におけるマネ

ジメントの問題点の体系化と解決策の提示」、

研究分担者（26283018） 

東洋大学奨学寄附金： 

・株式会社共立メンテナンス様「宿泊産業にお

けるマーケティングに関する研究」 

・株式会社オーダス様「ラグジュアリー市場に

おける顧客特性に関する研究」 

・株式会社ワイド様「地域観光の振興とホスピ

タリティ」 

この場を借りて、研究助成をいただいたことに深

くお礼申し上げたい。 

 

３．2016 年度以降の研究計画 

本年度は、これまでの研究の延長として、旅館

の研究を重点的に行っていく予定である。 

旅館は、わが国固有の宿泊施設であるとともに、

日本の伝統がさまざまな場面で息づく事業形態

でもある。宿泊は（一部の旅館ではベッドも導入

されてきてはいるが）たたみの上に布団を敷いて

寝ることで実現され、食事は和食という世界文化

遺産の提供がなされている。その食事を盛る器や

取り巻く環境も、わが国の伝統工芸にあふれてい

る。漆器、陶器、磁器、剥き物、刳り物などとい

った器のみならず、多様な材質で作られる箸の存

在、四季折々の自然を投影する床の間など、単な

る 1泊 2食のビジネスにはとどまらない、多様な

経験をすることが可能なのが旅館である。 

スリランカでの伝統的なティーハウスや、南ア

フリカのサファリロッジには、世界中からラグジ

ュアリー層が訪れている。このような施設は、き

わめて高価格であるが、その土地の外からの来訪
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客にとっては、それを支払っても十分な経験とな

る。結果として、売上の一部が還流し、その土地

で連綿と受け継がれてきたさまざまな要素が再

評価されるきっかけともなっている。事実、南ア

フリカでは、自然保護区を保全するための費用と

して、宿泊施設を利用した料金の一部が使われる

という好循環ができている。 

しかし、わが国のこうしたクラスに位置する旅

館の多くは、日本人客の割合が圧倒的である。日

本人客にとっては、畳と布団の宿泊経験は、必ず

しもそれほど貴重な経験とはならない。ところが、

外国人来訪客にとっては、非日常感の高い、きわ

めて貴重な機会となる。インバウンドが増加する

中で、今後はこうした外国人来訪客を積極的に取

り込んでいくことが求められるようになるだろ

う。 

そのような前提に対しては、ホスピタリティ・

マネジメントのアプローチを行うことで、各施設

が置かれている状況を総合的に把握することが

可能となる。いくら非日常が貴重な機会であると

いっても、不便を感じさせてしまうような状況で

はラグジュアリー層は満足しない。そこで、不確

実性の高い関係が生じる主体間関係に、人的な応

用的サービスを差し挟むことによって、満足度を

高める、あるいは不満足を減少させることが可能

となる。 
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井上円了の観光行動と交通利用 

 

国際共生社会研究センター 研究員 

大学院国際地域学研究科（国際地域学部）教授 

堀 雅通 

 

Inoue Enryo’s Tourist Activities and Modes of Transport 
 
１．はじめに 
東洋大学の学祖・井上円了は、その生涯

に、国内外、実に多くの旅行をし、そのつど

旅行記を著わしている。円了の旅行は、国内

については、哲学、教育勅語の普及、そして

大学の創設資金を集めるための講演旅行で

あり、大学を退いた後は、国民道徳の向上、

すなわち修身教会運動のための講演旅行だ

った。海外については、世界各国の政治・宗

教・教育制度の視察旅行である。こうした旅

行は、旅行記に見る限り、いずれも観光の要

素を十分兼ね備えた、いわゆる「兼観光」で

あった（とみることができる）。 

本研究は、そのような井上円了の旅行内

容を、旅行記から分析し、円了の観光行動を

明らかにする。また、旅行中、円了が利用し

た交通手段・交通機関、すなわち交通利用に

ついても併せて考察する。旅行記にみる交

通利用、とりわけ鉄道利用の記述は、極めて

正確、客観的で、当時の交通事情、交通利用

の実態を知る上で貴重な史料・記録となっ

ている。 

円了の旅行記は、国内の旅行記と海外の

旅行記に大別されるが、国内の旅行記とし

ては、『漫遊記』「館主巡回日記」『南船北馬

集』があり、海外の旅行記としては、『欧米

各国政教日記』『西航日録』『南半球五万哩』

がある。これら旅行記を総称し、ここでは

「円了旅行記」とする。 

 

２．学生時代の旅行記―『漫遊記』 
円了は、学生（東京大学予備門・東京大学）

時代、井上甫水著『漫遊記』と題する自筆本

の旅行記を遺していた。『漫遊記』は、旅行

の日時、天候、行程、利用交通手段、訪問地

の風景、風俗・民俗、名所旧跡などの印象・

所感を漢文訓読体で綴ったもので、２編（第

一編・第二編）に分かれ、「西京紀行」、「筑

波紀行」など、それぞれ 10 の小旅行記から

なっている。著名は「井上甫水」となってい

るが、むろん円了自身である。 

『漫遊記』の旅行の目的・内容は、「漫遊」

という題名が付せられていることからも当

初から観光的要素を十分持ち合わせていた。

すなわち『漫遊記』の旅行は「観光」（＝漫

遊）であり、観光が旅行の主目的だった。

「西京紀行」も東本願寺の命による上洛だ

が、円了自身にとっては観光旅行そのもの

だったといってよい。 

旅行中、円了は行く先々で様々な事物・風

物を見聞するが、心にとまった風景、関心を
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もった民俗・風俗の印象や所感を簡潔な漢

文訓読体で記している。ところどころに漢

詩を挿入し、折々の感慨や旅情を詠み込む。

漢詩の挿入は後年の旅行記にも見られ、円

了旅行記の特徴の一つとなっている。筆致

は極めて自由で、このようなスタイルは、そ

の後の円了旅行記にも踏襲されていく。 

旅行記全体にいえることは訪問地の風景

描写が多いことである。風景賛美は円了旅

行記の特徴である。円了は、旅行中、山紫水

明に出会うことを最大の「楽しみ」とした。

旅は旅情・詩情を育み、また比較の視座を養

う。見聞する興味ある各地の民俗・風俗につ

いても円了は旅行記に記す。それを「楽し

み」とした。 

『漫遊記』の旅行スタイルは、題名通り

「漫遊」であり、その目的は「遊興」、「観光」

にあった。「漫遊」は「自由な旅行」であり、

「楽しみ」がある。そして「遊び」もあった。

ただ円了の「漫遊」には「学び」と「触れ合

い」（＝「交遊」）がある。「触れ合い」（=「交

遊」）は人的ネットワークを形成する機縁と

なる。学生時代、円了は多くの学友と旅し、

交流を深めた。「学び」も「触れ合い」も円

了にとっては「楽しみ」となった。『漫遊記』

にみる円了の「触れ合い」「学び」「遊ぶ」旅

行スタイルは観光旅行そのものといってよ

い。 

旅行・観光は交通の利用を伴う。『漫遊記』

にみる移動手段の中心は徒歩である。特定
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間、円了は様々な事物を見聞している。 

『南船北馬集』は、国民道徳の向上、すな
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わち修身教会運動の一環としての講演旅

行・第二期巡講（明治 39 年 4 月～大正 8 年

6 月）の旅行記である。「南船北馬」のごと

く、多忙な旅行の連続だったが、大学経営か

らは解放され、気持ちの上では自由な旅行

だった。行く先々で様々な人との交流を深

め、保養も兼ねた。内容もバラエティに富

む。 

円了は様々な事物に関心を寄せ、それを

記録する。そこには強い好奇心と「学び」の

姿勢があった。むろん「漫遊」だから「遊び」

もあり、「楽しみ」もある。いずれの旅行で

も円了は訪問地の人々との交流に努め、情

報を収集した。旅行記には比較・観察的な記

述が随所に見られる。 

巡講の時代は、鉄道の発達とさらに自動

車の普及により効率的な移動が可能となっ

た。実際、移動の中心は鉄道となった。そし

て、当時にあって、円了はおそらく最大の鉄

道（鉄車、汽車）利用者であったろう。そも

そも超人的ともいうべき円了の巡講は鉄道

の利用がなければおよそ不可能だった。鉄

道は円了の効率的な移動を可能にした最も

重要な交通手段だった。 

そのような鉄道も効率性を第一義とする

円了にとっては単なる移動手段の一つにす

ぎず、旅行記に鉄道そのものを賞賛するよ

うな記述は見られない。逆にそれを否定す

る記述もない。移動手段の一つにすぎない

以上、鉄道に固執する理由はない。円了は鉄

道がなければ、汽船を利用したし、目的地に

至れば、（鉄道、汽船の補完交通として）馬

車（鉄道）、腕車（人力車）、小舟、さらには

徒歩と、その時々の交通事情により自在に

交通手段を使い分けていた。 

円了の移動方法はまず目的地にできるだ

け速く（効率的に）到着する。その際、鉄道

と汽船が拠点間直行の役割を果たした。鉄

道には（自宅のある）東京（新橋駅または上

野駅）を起点として乗車、目的地（拠点駅）

へ直行、降車し、そこを基点に各地の講演会

場を（鉄道・汽船以外の二次的）交通機関

（馬車、人力車、小舟、徒歩）を用いて回っ

た。汽船利用の場合は、新橋から横浜まで鉄

道を利用し、横浜港から船に乗った。 

円了旅行記は、当時の交通・鉄道利用の実

態、交通事情を知る上で極めて重要で、また

興味深い。旅行記はいわば一般ビジネス客

として鉄道を利用した当時の（活動的）知識

人の交通利用の実態を知る上で貴重な史

料・記録となっている。 

 

４．生涯３回の海外視察旅行 
円了は、当時としては、異例ともいうべき

生涯に３回の海外視察旅行を行ない、それ

ぞれ３冊の旅行記を出版している。第１回、

第２回は欧米中心だったが、第３回は南半

球にまで足を延ばしている。旅行記には初

めて目にする事物や光景に目を奪われる一

旅行者としての姿が窺われる。当時の観光

事情も垣間見られる。 

「チューリヒは目下観光の客、四方より

雲集し、旅館ほとんど空室なし。晩に至り納

涼の客湖畔を徘徊し、橋上の来往織るがご

とし」（『南半球五万哩』）。 

旅行は多くの人との交遊の場でもあった。

円了はいずれの旅行でも、多くの人と交流

を重ね、行く先々で知人との旧交を温めた。

「市川（純一）氏にはさきにインド・ボンベ

イにおいてはじめて相知り、ここに九年を

隔てて、さらに豪州において再会を得たる

は奇遇といふべし」（前掲書）。 
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聖人ゆかりの地を訪ねるのも楽しみの一

つだった。ルター、カント、ゲーテ、ミルト

ン、ニュートン、スペンサーなどの生地、墓

所等をこまめに回っている。海外旅行では

〝何でも見てやろう〟という姿勢が随所に

みられる。 

２回目の海外視察（明治 35 年 11 月 15 日

～明治 36 年 7 月 27 日）旅行では、ロンド

ンに着いたところで、「哲学館事件」の報告

を受けた。旅行中、遭遇した「哲学館事件」

は、円了にとっては、むしろこれを外から客

観的に観る機会となった。「哲学館事件」の

懊悩を抱えながらも８ヶ月余にわたる世界

視察を終えて帰国した円了は、視察中に構

想していた哲学館の大学認可、修身教会運

動を展開していく。 

さらに大学開設記念として購入した土地

に「四聖堂」（「哲学堂」公園）を建設するこ

とも明らかにした。『西航日録』にみる「触

れ合い」「学び」｢遊ぶ｣海外視察旅行は、し

かし、円了にとっては、その後の飛躍に備え

る契機ともなっていた。 

三回目の海外視察旅行は南半球の国々

（オーストラリア、ブラジル、アルゼンチ

ン、ウルグアイ、チリ、ペルー、メキシコ）

の視察に重点が置かれていたが、欧州の

国々、特にイギリス、ドイツ、フランスは３

回目の訪問となった上、北欧（ノルウェー、

スウェーデン、デンマーク）にまで足を延ば

し、「北極海観光」に参加、日本人としては

おそらく初めて白夜を体験している。赤道

も４回通過した。 

海外渡航・視察の手段は汽船であるが、内

陸部の移動には鉄道を利用した。日本では

自明のものとしてほとんど関心を示さなか

った鉄道運賃などについても日本との比較

からやや関心をもって詳しく記している。 

 
５．むすび 
以上、円了旅行記から円了の観光行動の

分析を試みた。その結果、旅行記にみる井上

円了の巡講、海外視察旅行は、いずれも「触

れ合い」「学び」「遊ぶ」という観光の３要素

を備えた「兼観光」（旅行）だった。否、む

しろ観光旅行そのものだったといってよい。 

円了の旅行は、自由な旅行であり、そこに

は常に「学び」と「楽しみ」があった。行く

先々で多くの人と交遊（＝「触れ合い」）を

重ね、人的ネットワークを拡大した。こうし

た「触れ合い」「学び」「遊ぶ」を基調とした

円了の観光旅行には「楽しみ」がある（そし

て「遊び」もあった）。とりわけ最大の「楽

しみ」を景観美の鑑賞に措いた。円了は行く

先々で美しい自然と触れ合い、その風光を

愛でた。同時に訪問地の民俗・風俗の情報収

集に努め、著作に著わした。旅行記には見聞

した各地の風俗・民俗の観察的な印象・所感

が記される。 

国内外各地の見聞はおのずから比較の視

座を養う。円了は旅行を通して諸国の地理・

人情・物産等に通ずることとなる。それは後

年『妖怪学講義』『日本周遊奇談』などに結

実し、旅行記には鋭い文明批評がさりげな

く記されている。このような観光旅行によ

って円了は広い視野と相対的なものの見方、

考え方を身に付けた。それは円了の比較文

化・文明論、さらには思想形成にも影響を与

えている（と考える）。 

 
[参考文献] 
井上円了『井上円了選集』第 12～15、23 巻、井上

円了記念学術センター、1997～1998 年、2003 年 
井上甫水「漫遊記」『井上円了センター年報』Vol.1、
井上円了記念学術センター、1992 年 
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１. はじめに 

(1) 研究背景 
 中国の国際観光発展は、世界中において、後進

国に属することが言える。1950 年代中華人民共和

国の発足直後、中国政府は経済の回復、発展、新

たな社会の建設などの分野で積極に努めていた。

そして 21 世紀はグローバル化の時代に入り、人

類の「大観光交流の時代」到来が予測されており、

観光を通じた国際親善の促進が世界の平和に対し、

大きく貢献するものと考えられている。 

国際観光の往来の増大に伴う相互理解の機会の

増加によって、観光には民間外交としての役割が

期待されており、交流の規模を地域別に見ると、

アジア地域の観光成長に目を見張るものがある。 

しかし、国際観光の芽生えしたのは、中国一の

国際業務を行う旅行社―中国国際旅行社の成立で

あった。最初はインバウンドをはじめ、中国の国

際観光事業の幕を開けたが、未熟であるインバウ

ンド事業が推進されようである時期に、中国国内

には、歴史上で呼ばれる「十年動乱」の「文化大

革命」が起こった。 

これの影響で、中国全体的に混乱状態に入り、

1966 年から 1977 年をかけて、すべての分野の発

展は停滞している状態であった。1978 年に「文化

大革命」が終結され、中国を当時の不安定社会状

態から抜き出し、「改革開放」政策が打ち出され

た。 

中国社会は改革開放政策の実施により、政治型

国から経済発展型国に転換し、中国の国際観光事

業も中国の経済発展と共に、本格的に発展し始め

た。 

 そして、中国の改革開放以来、中国の国際観光

交流発展状況は 3つの段階に分ける。具体的には 

 

 

以下のように、1978 年～1993 年には、インバウ

ンド事業による国際観光事業の回復段階であり、

1993 年～2003 年には、中国の経済成長に伴う観

光事業のインバウンド及びアウトバウンド全面的、

国際観光交流の急速な発展段階であり、2003 年以

降現在にも引き続き、アウトバウンド、いわゆる、

中国人の出国旅行需要が急激に拡大し、インバウ

ンド市場より、はるかに活発してきた段階である。 

 現在、中国の膨大な国際収支の黒字が諸外国と

の摩擦の一因となっているが、国際的な人の移動

は国家間の貨幣の移動をもたらす。中国の場合は

日本の観光旅行発展の歴史と共通点が多い。40 年

前の日本と同様に中国の観光産業、特に海外旅行

の発展は急速に成長するものと考えられる。 

 その中で、中国の著しい経済発展に伴い、国民

の海外旅行がブームになって、1993 年～2014 年

の間に中国人の海外旅行の総人数は延べ 374 万人

から延べ 1.07 億人へと突破した。その増加は目

を見張るもので、今後も増加の傾向にある。 

 中国の旅行市場の現状からみると、中国人の海

外旅行の個人旅行ビザの解禁に伴い、海外旅行目

的地への増加も加速しつつある(表-1)。諸国への

ビザ緩和にとともに、富裕層だけではなく、一般

庶民もこれから海外旅行の可能性が高くなるもの

と予測されている。中国は一つの発展途上国であ

り、更に一つの観光資源大国でもある。中国の国

民経済における新興業界として、中国の観光産業

は発展初期に開発計画の基本方針を明確にした。 

 

(2) 研究目的と研究方法 

 中国人の海外旅行は中国の国際観光の一側面で

あり、それがあってこそ、中国の国際観光が成り

立っている。中国人のアウトバウンド観光のスタ 
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表-1 中国旅行施策と目的地への推移 

 
出所：中国国家旅遊局(各年)により作成 

 

ートは最近のことであるが、その発展は急速で、

既にアジアで第一位に成長してきている。今後更

なる発展が予測されており、中国人の自分の意思

を基づく海外旅行の多様性を把握することによっ

て、よりよい中国人向けの旅行商品と観光サービ

スを提供し、訪日した中国人を満足させることに

も役立つ。国際観光に対する新たな海外旅行商品

をどのように開発するか、その動機付けは何か、

を究明することは今後の課題として研究の主な目

的とする。中国人の海外旅行は国際観光振興への

影響と役割を究明する必要性がある。言い換えれ

ば、観光主体者となる者に対する研究を行うのは

大きな意義がある。 

本研究は社会学、観光マーケティング、

Marketing Research 諸分野からのアプローチを加

えて、先行研究と文献調査し、分析を加えて、ア

ンケート調査を行う。 

 

２. 五年間の研究計画書について 

2015(平成 27)年～2020(平成 31)年までの年度

別の具体的な研究内容及び期待される成果は以下

のようになる。 

 平成 27 年度 

本研究は国際観光交流の一側面であるインバウ

ンド観光活動を行う来訪者を研究対象とする。日

本と中国のインバウンド観光交流はどのように地

域へ貢献しているのかを明らかにする。具体的な

内容は、次のように研究活動を計画している。 

平成 27 年度は主に日本と中国の観光交流の進展

について、この期間にとともに①研究方針の策定、

②研究セミナーの準備と開催、③調査実施期間の

設定と現地協力期間との調整、④調査の準備活動

を行う。 

 平成 28 年度 

現地調査期間中においては、メールによる情報

交換、意見交換を行う。現地調査にあたって、日

本も含めて現地関係者の協力のもとで、まずヒヤ

リング調査、情報収集をし、関係者、研究者との

意見交換を行ない、共同研究の枠組みを設定する

作業に着手する。その上で、予備調査を実施する。

日本国内では東京都、大阪府などで調査研究を進

めていく。 

海外研究調査の拠点は中国･北京旅遊学院、大

連外国語大学、上海复旦大学、四川大学におき、

その協力の元で、主に中国の主要都市北京市、上

海市、大連市、成都市などで調査研究を進めてい

く。 

 平成 29 年度 

同年度１月に調査の結果を求め、3 月に分析の

結果を出し、データを集計し、その上、統合作業

を行う。調査研究の結果をまとめ、分析した上、

必要であればフィードバック調査作業を行う。29

年度に前年度までの調査・研究結果に基づき、研

究成果のまとめと公開に重点を置く。 

シンポジウムとワークショップ等報告書や学術

的な研究論文及びグローバル化時代の国際貢献に

関する書籍の刊行等を投稿する。 

 平成 30 年度 

今日においては、人的移動による国際観光人口

の規模が急速に拡大されて、21 世紀は人類の大交

流時代だといわれるほど、地球範囲に広がってい

る。そしてそれによって、発生した社会的、経済

的などの諸効果が注目されるようになってきた。 

グローバル化時代の観光ビジネス進展について

調査研究を行う。主にパリ、ニューヨーク、イタ

1978年 鄧小平氏の改革・開放政策路線の開始に伴い、観光業の対外開放が開始

1982年 国務院直轄下に国家旅遊局を設置

1983年
世界観光機関(WTO)に加盟、名実ともに国際観光市場に参入
香港、マカオへの親族訪問を解禁

1985年 《旅行社管理暫行条例》、《全国旅遊事業発展計画(1986～2000年)》施行

1986年 《中国国民出境入境管理法》施行

1987年 《旅行社管理暫行条例施行弁法》、《ガイド管理暫行条例》施行

1988～1992年 タイ、シンガポール、マレーシア、フィリピンへの親族訪問を解禁

1992年
(中国友好観光年)

この年以降、国家旅遊局が毎年一つの観光テーマを定め、大々的に観光客
の誘致キャンペーンを実施

1993年 全国旅遊標準化基礎委員会設立

1994年 《外国企業中国観光駐在代表機構に関する管理弁法》施行

1996年 《旅行社管理条例》施行

1997年
海外旅行部分自由化、4月にPATA総会開催
自費による外国旅行に関する法規《中国公民自費出国旅遊管理暫行弁法》
施行

1998年
観光業は国民経済の新たな成長点と中央政府から施行
《中国優秀旅遊都市》基準施行
韓国旅行を解禁

1999年
《中外合併旅行社試点暫行方法》施行、昆明花博覧会開催
オーストラリア、ニュージーランド旅行を解禁

2000年
《假日旅遊を更に発展に関する意見》施行
日本、ベトナム等への旅行解禁

2002年 《中国公民出境旅遊管理弁法》施行

2003年 ドイツ、インド等への旅行を解禁

2004年
フランス、イタリア等への旅行を解禁
「銀聯カード」の海外使用可能に

2008年 米国、台湾等への旅行を解禁

2009年
国務院～旅行業の発展に言及、「観光強国」めざし意見書発出
マリ共和国とカナ共和国等(9ヵ国)への旅行を解禁

2010年 朝鮮、カナダ等(7ヵ国)への旅行を解禁

2011～2014年 ロマンダ等(約6ヵ国)への旅行を解禁
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リア等の地域に観光交流振興の進展について、研

究調査を行う。 

 平成 31 年度 

主にアジア観光交流振興の研究成果と平成 30

年度のグローバル観光振興の研究成果を比較研究

する。 

人々の観光交流を通して、国際社会のコミュニ

ティが形成され、異文化への理解、国際親善に貢

献できることと同時に、雇用拡大と地域活性化な

どの経済波及効果が明らかにする。今後、アジア

地域の観光政策及びグローバル観光振興の政策等

のプロジェクトを提案する。 

 

３. アンケート調査について 

(1) アンケート調査 
本調査は、中国の市場経済発展に伴い、中国人

はますます豊かになり、国民の生活水準も変わっ

てきした。近年、都市近代化につれ、人々が海外

旅行の多様性に対する考え方・サービスの意識も

変わってきした。 

今までに海外旅行の主な動機はリラックスと見

聞を広げること及びショッピング等の動機付けで

あったが、今後、観光の多様性を計画するために、

観光地魅力以外の観光動機とビジネスチャンスを

見出す必要性があると考えられる。観光者はどの

ような観光ビジネスに興味を持っているのかにつ

いて、アンケート調査を行う。 

図-1 と図-2 は中国人の海外旅行者数と訪日中

国人の旅行者数の推移を示している。そのうち、

日本を訪ねた旅行者は、2000 年の中国人団体観光

旅行の解禁以来、急速な成長がみられた。2014 年

訪日中国人旅行者数は 2000 年 35.2 万人の約 7 倍

の 240.9 万人になった。 

特に、2009 年世界金融危機や新型インフルエン

ザなどの影響にも関わらず、訪日中国旅行者数は

プラス成長を堅持し、訪日旅行者全体の 14.8%を

占めた。日本を訪問した海外旅行者全体を占める

割合も、2011 年 3 月に東日本大地震の影響と

2013 年に日中間の政治問題（尖閣諸島=钓鱼岛）

の影響で旅行者数が前年度と比べ減少している。

しかし、2015 年 11 月現在で、大陸観光客のビザ

緩和と日本円の為替市場の低迷、日本で拡大して

いる消費税の返還も旅行者を増加しつつある一因

と考えられる。今後とも増加していると予測され

る。 

 

 

(2) アンケート調査項目 

 

 
出所：中国国家統計局(各年)により作成 

図-1 中国人の海外旅行者数の推移 
 

 
出典：「日本政府観光局(ＪＮＴＯ)」各年のデータによる

筆者作成 

図-2 訪日中国人の旅行者数の推移 
 

 

表-2 個人に関する質問 

 
出所：筆者作成 

  

 表-2 は個人に関する質問を示す。具体的は男女

別、年齢別、職業別と平均月収入等の項目を構成

している。 

 表-3 は中国人の海外旅行の特徴を分析する。具

体的な項目は観光情報、旅行回数、旅行形態、旅

行費用、旅行動機、旅行先の国・地域と旅行の障

害要因等を構成している。 

項目 質問内容

性別 1.男性   2.女性

年齢
1．19～29歳  　2．30～39歳　3．40～49歳     
4．50～59歳　　5．60歳以上

職業
1．公務員　　　　2．会社員　　3．旅行業従業員
4．自営業者　　　5．教師　　　6．学生　　　　　
7．退職者　　　　8．その他

平均月収入
1．5000元未満　　2．6000元未満　　3．7000元未満
4．8000元未満　　5．9000元未満　　6．10000元未満
7．13000元未満　  8．16000元未満　　9．20000元以上
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出所：筆者作成 

 

 表-4 は障害要因の重要度合を示している。各項

目の障害要因が、それぞれはあなたの海外旅行にど

の程度に影響するのかを明らかにする。そして、各

障害要因と被調査者属性の相関性を分析する。 

 

表-4 障害要因の重要度合 

 
出所：筆者作成 

 

４. まとめ 

 本研究は中国人の海外旅行を、人的な交流面か

ら考え、主に受け入国・地域の観光市場振興とそ

の地域のビジネス効果への影響を中心として、考

察していく。中国人の海外旅行を中心に、アンケ

ート調査の結果を統計分析し、当該地域へ観光交

流振興に与える影響と障害要因を究明する。 

 特にアジア地域の観光政策及びグローバル観光

振興の政策等のプロジェクトを提案する。 

 

 

 

 

項目 質問内容

観光情報

1．旅行パンフレット　　2．旅行会社　　3．大衆メディア
4．インターネット（大众点评网/微信/微搏）　　　
5．親戚と友人　　　　　6．観光情報センター　　
7．出版物(新聞、雑誌など)　　　　　　　　8．その他

旅行回数
1．初めて　　　　　2．1回　　　　　　3．2回　
4．3回　　　　　　 5．4回　　　　　　6．5回以上

旅行形態
1．団体旅行　　　　2．個人旅行　　　　3．家族旅行
4．ビジネス　　　　5．親戚と友人との旅行　　　　　　
6．研修学習　　　　7．夫婦旅行　　　　8．その他

旅行費用
1．交通　　　2．宿泊　　　3．食事　　　4．遊覧　
5．娯楽　　　6．ショッピング　　　　　 7．その他

旅行動機
1．リラックス　　　　2．好奇心　　　　3．見聞を広める
4．親戚や友人との人間関係を深める　
5．ショッピング　　 6．ビジネス  　　　7．その他

旅行先国・地域
1．日本　　　　2．パリ　　3．バリ島　　4．ニュヨーク
5．イタリア　　6．グアム　7．ホワイ　　8．その他

旅行の障碍要因

1．時間要因　　　2．旅行費用　　　3．出国手続き(ビザ)
4．交通要因　　　5．観光情報　　　6．旅行サービス
7．旅行安全　　　8．天候状況　　　9．健康状況
10．個人意念　　 11．家庭事情　　12．その他の要因

項目 重要 どちらでもない 不重要

時間要因 3 2 1

旅行費用 3 2 1

出国手続き(ビザ) 3 2 1

交通要因 3 2 1

旅行サービス 3 2 1

観光情報 3 2 1

旅行安全 3 2 1

天候状況 3 2 1

健康状況 3 2 1

個人意念 3 2 1

家庭事情 3 2 1

その他の要因 3 2 1
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表-3 中国人の海外旅行の特徴 

 
出所：筆者作成 

 

 表-4 は障害要因の重要度合を示している。各項

目の障害要因が、それぞれはあなたの海外旅行にど

の程度に影響するのかを明らかにする。そして、各

障害要因と被調査者属性の相関性を分析する。 

 

表-4 障害要因の重要度合 

 
出所：筆者作成 

 

４. まとめ 

 本研究は中国人の海外旅行を、人的な交流面か

ら考え、主に受け入国・地域の観光市場振興とそ

の地域のビジネス効果への影響を中心として、考

察していく。中国人の海外旅行を中心に、アンケ

ート調査の結果を統計分析し、当該地域へ観光交

流振興に与える影響と障害要因を究明する。 

 特にアジア地域の観光政策及びグローバル観光

振興の政策等のプロジェクトを提案する。 

 

 

 

 

項目 質問内容

観光情報

1．旅行パンフレット　　2．旅行会社　　3．大衆メディア
4．インターネット（大众点评网/微信/微搏）　　　
5．親戚と友人　　　　　6．観光情報センター　　
7．出版物(新聞、雑誌など)　　　　　　　　8．その他

旅行回数
1．初めて　　　　　2．1回　　　　　　3．2回　
4．3回　　　　　　 5．4回　　　　　　6．5回以上

旅行形態
1．団体旅行　　　　2．個人旅行　　　　3．家族旅行
4．ビジネス　　　　5．親戚と友人との旅行　　　　　　
6．研修学習　　　　7．夫婦旅行　　　　8．その他

旅行費用
1．交通　　　2．宿泊　　　3．食事　　　4．遊覧　
5．娯楽　　　6．ショッピング　　　　　 7．その他

旅行動機
1．リラックス　　　　2．好奇心　　　　3．見聞を広める
4．親戚や友人との人間関係を深める　
5．ショッピング　　 6．ビジネス  　　　7．その他

旅行先国・地域
1．日本　　　　2．パリ　　3．バリ島　　4．ニュヨーク
5．イタリア　　6．グアム　7．ホワイ　　8．その他

旅行の障碍要因

1．時間要因　　　2．旅行費用　　　3．出国手続き(ビザ)
4．交通要因　　　5．観光情報　　　6．旅行サービス
7．旅行安全　　　8．天候状況　　　9．健康状況
10．個人意念　　 11．家庭事情　　12．その他の要因

項目 重要 どちらでもない 不重要

時間要因 3 2 1

旅行費用 3 2 1

出国手続き(ビザ) 3 2 1

交通要因 3 2 1

旅行サービス 3 2 1

観光情報 3 2 1

旅行安全 3 2 1

天候状況 3 2 1

健康状況 3 2 1

個人意念 3 2 1

家庭事情 3 2 1

その他の要因 3 2 1

 

 

 

 

 

Ⅲ．アフリカ 
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１. はじめに 

 アフリカの現在の姿をどう読めばよいのだろ

うか？ 一方では、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。例えば、英・エコノミスト誌の調査に

よると、ヨハネスブルグやケープラウン、カイロ、

ナイロビなどは、現状では世界の他の都市と比較

して大きく遅れをとっているものの、世界で最も

成長する 40 都市に含まれている。他方、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都市が含まれている。いずれ

もアフリカのある一断面を切り取ったに過ぎな

いが、確かに言えることは、楽観論だけではアフ

リカの現在の姿をとらえきれない。実際は様々な

論者が切り取った各断面が重層的に重なってい

るということであろう。 

 それでは、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てゆけばよいだ

ろうか？ その答えは 2点に集約されよう。まず

第一に、個別分野ではなく分野横断的にアプロー

チすることが重要であり、そして、第二に、机上

の理論ではなく現場の知恵から解を見いだすと

いうことであろう。例えばスラムの居住環境問題

をとっても、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すらある。キベラ

地区もその一例で、インフラ整備によって居住環

境が改善した地区において治安の悪化が見られ

たという。 

 実際、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ようが、まさに

「言うは易く行うは難し」で、その実践となると

あまり例を見ない。本センターにおけるアフリカ

研究では、その第一歩として、開発、貧困、国際

関係、水、衛生、高等教育、都市計画・まちづく

りを専門とする研究員が中心となり、分野横断的

に現場から研究を進めてゆくこととしたい。 

 

２. 本年度の活動 

 研究初年度にあたる本年度は、研究員らによる

個別研究に加え、アフリカ開発銀行より専門家を

招聘して国際ワークショップ「Sustainable 

Development and International Contribution 

for African Countries」を開催した。 

 

(1) 国際ワークショップ「Sustainable 

Development and International 

Contribution for African Countries」（2016

年 1 月 8 日、於：東洋大学白山キャンパス・

スカイホール） 

 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して開催し

たものである。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

を得た。 



 
 

平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

アフリカ 活動概要 
 

国際共生社会研究センター テーマコーディネーター 
大学院国際地域学研究科（国際地域学部） 准教授 

志摩 憲寿 
 

African Studies 
 

１. はじめに 

 アフリカの現在の姿をどう読めばよいのだろ

うか？ 一方では、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。例えば、英・エコノミスト誌の調査に

よると、ヨハネスブルグやケープラウン、カイロ、

ナイロビなどは、現状では世界の他の都市と比較

して大きく遅れをとっているものの、世界で最も

成長する 40 都市に含まれている。他方、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都市が含まれている。いずれ

もアフリカのある一断面を切り取ったに過ぎな

いが、確かに言えることは、楽観論だけではアフ

リカの現在の姿をとらえきれない。実際は様々な

論者が切り取った各断面が重層的に重なってい

るということであろう。 

 それでは、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てゆけばよいだ

ろうか？ その答えは 2点に集約されよう。まず

第一に、個別分野ではなく分野横断的にアプロー

チすることが重要であり、そして、第二に、机上

の理論ではなく現場の知恵から解を見いだすと

いうことであろう。例えばスラムの居住環境問題

をとっても、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すらある。キベラ

地区もその一例で、インフラ整備によって居住環

境が改善した地区において治安の悪化が見られ

たという。 

 実際、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ようが、まさに

「言うは易く行うは難し」で、その実践となると

あまり例を見ない。本センターにおけるアフリカ

研究では、その第一歩として、開発、貧困、国際

関係、水、衛生、高等教育、都市計画・まちづく

りを専門とする研究員が中心となり、分野横断的

に現場から研究を進めてゆくこととしたい。 

 

２. 本年度の活動 

 研究初年度にあたる本年度は、研究員らによる

個別研究に加え、アフリカ開発銀行より専門家を

招聘して国際ワークショップ「Sustainable 

Development and International Contribution 

for African Countries」を開催した。 

 

(1) 国際ワークショップ「Sustainable 

Development and International 

Contribution for African Countries」（2016

年 1 月 8 日、於：東洋大学白山キャンパス・

スカイホール） 

 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して開催し

たものである。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
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 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」を頂いた（写真 1）。

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

年の取り組みを紹介した。  

 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た。 

 

 
写真 1 国際ワークショップ（遠藤氏による基調講演） 

 

(2) 研究員による個別研究 

 本年度の研究員によるアフリカ研究の主たる

成果は以下の通りである。 

①アジア・アフリカ地域における「まちづくり」

の展開に関する研究（志摩憲寿） 

 本研究では、アジア・アフリカ地域のインフォ

ーマル市街地における「まちづくり」の事例から、

その展開可能性を探ることを目的としている。 

 本年度は、まず、アフリカ都市の形成過程と現

状を整理し、ヨハネスブルグ、ケープタウン、ル

サカ、ケニア、ダカールなどこれまでの現地調査

での知見を交えつつ、近代都市計画制度の下での

アフリカ都市観を整理した上で、研究の枠組みと

して、アフリカ都市を分析する視点をまとめた。 

②途上国経済の内発的発展に関する研究（坂元浩

一） 

 本研究は、内発的発展を総合的に分析し、グロ

ーバル化・自由化の中で、発展途上国の経済全体

と産業を対象として、内発的発展のための方策を

提案するための基礎とするものである。 

 本年度は、アフリカ諸国に加え、フィリピン、

タイ、中国、ミャンマーなどのアジア諸国も対象

として、当該国・地域の財政、マクロ経済、経済

政策、産業政策などの情報を収集・分析した。 

③アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関

する研究（杉田映理） 

 アフリカ諸国における地方給水や衛生改善を

テーマとする本研究では、特に、水アクセス向上

による生活への影響と変容、Menstrual Hygiene 

Management、さらに、日本におけるトイレ・手洗

い問題にも着目する。 

 本年度までにウガンダのギス民族の慣習およ

び農村部の高校での状況を調査しており、引き続

き、マラウィにおいて給水施設建設とジェンダー

に関する現地調査、また、TOTO 本社においてイン

タビュー調査などを実施する予定である。 

④アフリカ諸国と先進諸国間における高等教育

パートナーシップに関する研究（花田真吾） 

 本研究は、アフリカ諸国と先進諸国間の高等教

育パートナーシップのより良い相互関係の構築

に向けた方策を探求することを目的としている。 

 本年度は、アフリカ地域の高等教育（変遷、課

題等）の現状、世界銀行やユネスコをはじめとす

る国際機関、先進諸国や様々な私的財団等による

アフリカへの教育開発支援・パートナーシップの

展開と到達点を整理した上で、高等教育パートナ

ーシップの概念的枠組みを構築した。 

 

３. 来年度に向けて 

 これらの研究活動から、今後の研究の枠組みに

対する有益な示唆が得られた。来年度以降も、引

き続き研究の枠組みを深化させつつ、現地調査を

中心とした研究活動を本格的に始動させてゆく。

さらに、現場からの研究をさらに推進すべく、

2016 年 2月には研究員等がケニアを訪問し、現地

大学や関連諸機関等との協力関係を模索する。 

 

なお、本稿の一部は、国際共生社会研究センター・ニュー

ズレターの拙稿を加筆・修正したものである。 
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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、

多くの場合、旧宗主国に由来する近代都市計画は

事実上機能不全に陥っており、スラム等のインフ

ォーマル市街地の形成と拡大が続いている。しか

しながら、近代都市計画の軛を外してこうしたイ

ンフォーマル市街地を見ると、すべてが否定的に

とらえられる訳ではない。無論、貧困や劣悪な居

住環境をはじめとしてインフォーマル市街地に

は深刻な問題を抱えていることも事実ではある

が、そこに住まう人々による「手づくり」の「ま

ちづくり」が活発に見られる点は評価すべきであ

ろう。  

 こうした「手づくりのまち」という空間は、家

族、生活、仕事、教育といったコミュニティにお

ける人々の生活が現れた空間であり、人々の営み、

とりわけ、こうした空間を改善しようとする営み

は、フォーマルな市街地において近代都市計画と

その基礎を成す近代的土地所有権とが想定する

「土地所有権の確定→都市マスタープランの確

定→都市計画規制の確定→計画・建築許可→開発

→居住」という一意的かつ単線的なプロセスでは

なく、まち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。本研究の問題意識はここにある。 

 このような立ち位置の下で、本研究は、特にア

フリカ都市に焦点を当て、インフォーマル市街地

における「まちづくり」の事例から、その展開可

能性を探ることを目的とするものであり、本年度

は研究の枠組みを設定することに努めた。本稿で

は、まず、アフリカ都市の形成経緯と現状を整理

する。ヨハネスブルグ、ケープタウン、ルサカ、

ケニア、ダカールなどこれまでに実施した現地調

査での知見を交えつつ、近代都市計画制度の下で

のアフリカ都市のとらえ方を整理した上で、アフ

リカ都市を分析する視点を素描したい。 

 

２. アフリカ都市の形成過程と現状 

 本章では、後述するように急速な都市化の進む

サブサハラ地域を中心とした都市形成の過程を

振り返った上で、その現在の姿を整理する。 

 

(1) アフリカ都市の形成過程 

 サブサハラ地域における都市形成は自然環境

の影響を受けてきた。7 世紀後半から 8 世紀初め

にかけてサハラ砂漠を越えた交易が行われるよ

うになると、西アフリカ地域にはガーナ、マリ、

ソンガイといった王国が栄え、交易の中心地とし

て都市が形成された。また、東アフリカ地域のス

ワヒリ海岸ではインド洋貿易の拠点都市が形成

され、南アフリカ地域ではグレート・ジンバブエ

も繁栄を見せていた。 

 サハラ沙漠を超えた交易の活発化に伴い、西ア

フリカ地域でハウサ諸王国、オヨ、モシ等の王国

が栄える一方、15 世紀後半頃から大西洋岸には、

ポルトガルを皮切りにヨーロッパ諸国による奴

隷貿易を支える拠点都市が多く築かれ、それらは

大西洋三角貿易を支えた。さらに、1497 年、バス

コ・ダ・ガマが喜望峰を就航すると、その後、ポ

ルトガルはスワヒリ海岸のモザンビークに砦を
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事実上機能不全に陥っており、スラム等のインフ

ォーマル市街地の形成と拡大が続いている。しか

しながら、近代都市計画の軛を外してこうしたイ

ンフォーマル市街地を見ると、すべてが否定的に

とらえられる訳ではない。無論、貧困や劣悪な居

住環境をはじめとしてインフォーマル市街地に

は深刻な問題を抱えていることも事実ではある

が、そこに住まう人々による「手づくり」の「ま

ちづくり」が活発に見られる点は評価すべきであ

ろう。  

 こうした「手づくりのまち」という空間は、家

族、生活、仕事、教育といったコミュニティにお

ける人々の生活が現れた空間であり、人々の営み、

とりわけ、こうした空間を改善しようとする営み

は、フォーマルな市街地において近代都市計画と

その基礎を成す近代的土地所有権とが想定する

「土地所有権の確定→都市マスタープランの確

定→都市計画規制の確定→計画・建築許可→開発

→居住」という一意的かつ単線的なプロセスでは

なく、まち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。本研究の問題意識はここにある。 

 このような立ち位置の下で、本研究は、特にア

フリカ都市に焦点を当て、インフォーマル市街地

における「まちづくり」の事例から、その展開可

能性を探ることを目的とするものであり、本年度

は研究の枠組みを設定することに努めた。本稿で

は、まず、アフリカ都市の形成経緯と現状を整理

する。ヨハネスブルグ、ケープタウン、ルサカ、

ケニア、ダカールなどこれまでに実施した現地調

査での知見を交えつつ、近代都市計画制度の下で

のアフリカ都市のとらえ方を整理した上で、アフ

リカ都市を分析する視点を素描したい。 

 

２. アフリカ都市の形成過程と現状 

 本章では、後述するように急速な都市化の進む

サブサハラ地域を中心とした都市形成の過程を

振り返った上で、その現在の姿を整理する。 

 

(1) アフリカ都市の形成過程 

 サブサハラ地域における都市形成は自然環境

の影響を受けてきた。7 世紀後半から 8 世紀初め

にかけてサハラ砂漠を越えた交易が行われるよ

うになると、西アフリカ地域にはガーナ、マリ、

ソンガイといった王国が栄え、交易の中心地とし

て都市が形成された。また、東アフリカ地域のス

ワヒリ海岸ではインド洋貿易の拠点都市が形成

され、南アフリカ地域ではグレート・ジンバブエ

も繁栄を見せていた。 

 サハラ沙漠を超えた交易の活発化に伴い、西ア

フリカ地域でハウサ諸王国、オヨ、モシ等の王国

が栄える一方、15 世紀後半頃から大西洋岸には、

ポルトガルを皮切りにヨーロッパ諸国による奴

隷貿易を支える拠点都市が多く築かれ、それらは

大西洋三角貿易を支えた。さらに、1497 年、バス

コ・ダ・ガマが喜望峰を就航すると、その後、ポ

ルトガルはスワヒリ海岸のモザンビークに砦を
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築いた。 

 19 世紀に入りヨーロッパ諸国による内陸への

「探検」が本格化するとアフリカ植民地支配が過

熱化した。ベルリン会議（1884〜85 年）において

植民地分割の原則、特に守るべき境界線、が確認

され、ヨーロッパ各国は都市計画や建築、土木工

学の技術者を派遣し、植民地支配の拠点となる

「行政都市」や資源開発の拠点となる「鉱山都市」

を建設した。 

 人々は各地域で植民地支配に抵抗するが、それ

は第 2 次世界大戦を経て独立運動へと展開した。

サブサハラ地域では 1957 年のガーナ独立を嚆矢

として、「アフリカの年」と呼ばれる 1960 年代に

は殆どの国が独立を遂げた。これらの新たな独立

国家の首都には植民地時代の「行政都市」が選ば

れることが多かったが、アブジャ等の新都市も建

設された。独立を機にアフリカ諸国では都市化が

進行した。 

 

(2) アフリカ都市の現状 

 現在、サブサハラ・アフリカ地域を中心として、

アフリカのほぼ全ての国・地域において急速な都

市化が進行しており、今後も世界で最も都市化が

進むと予測されている。カイロやラゴスの人口は

既に 1,000 万人を超え、キンシャサ（880 万人）、

ルアンダ（500 万人）などが続く。現在、人口 100

万人を超える都市は 40 を超えるが、1960 年代に

はわずか数都市であったことからも急速な都市

化の様相が垣間見られよう。 

 しかしながら、経済的な格差は、都市において

スラムの形成・拡大へとつながっている。国連ハ

ビタットは、サブサハラ地域全体では 6 割以上、

国によっては都市人口の9割以上がスラムに住ま

うとも報じている。無論、ミレニアム開発目標、

そして、持続可能な開発目標においてもスラムの

居住環境改善は目標の一つにあげられているが、

特にサブサハラ地域では喫緊の課題であること

は言うまでもない。 

 一方、スラムの指標とされる居住空間や飲料水、

衛生施設等の各都市における状況を見ると、例え 

 
写真 1 ケニア・キベラ地区。アフリカ最大のスラムであ

ると言われている。 

 

 
写真 2 モバイル送金システム「M-Pesa」。代理店は街の

各所で見られる。 

 

 
 

 
図1 アフリカ諸都市の現状（ダカール、アジスアベバ、ケープタウン、ナイロビ）（出典：志摩ら（2013）） 

 

ば、安全な飲料水にアクセス可能な世帯が 90％を

超える都市は確かに増加しているものの、衛生施

設や電気では、アクセス可能な世帯が半分を下回

る都市も目立つ。さらに、経済的な格差をジニ係

数で見ると、不平等度が比較的高いと国連ハビタ

ットが定義する 0.40 を超える都市は、データの

ある 24 都市のうち 18 都市に上り、サブサハラ都

市は世界で最も格差が大きいとも言われている

（写真 1）。一方、携帯電話の普及には目覚しいも

のがあり、ケニア等で普及する「M-Pesa」のよう

な携帯電話を利用した送金システム等、新たな動

きへの期待も大きい（写真 2）。 

 ダカール、アジスアベバ、ケープタウン、ナイ

ロビといった都市を見ると（図 1）、歴史的経緯は

様々なであるが、急速な都市の拡大が進んだ様子

がうかがえよう。いずれの都市においても、旧宗

主国等によって開発されたCBDやその政府高官ら

が居を構えた高級住宅地は比較的ゆとりある都

市空間が形成されている一方、居住環境の劣悪な

インフォーマル市街地が広がり、都市人口の多く

が住まう。また、かつて公共住宅として整備され

た住宅地も高密化が進んでいる。 

３. アフリカ都市への視座 

 それではアフリカ都市をどのように捉えれば

よいだろうか。本章では、これまでに実施した現

地調査などもふりかえりつつ、アフリカ都市への

視座を素描したい。 

 アフリカ諸国の歴史を振り返ると、世界に「蹂

躙」されてきたと言わざるを得ない。実際、ルワ

ンダのカガメ大統領は言う。「1970 年代以来、ア

フリカ大陸には3,000億ドルを超える開発援助資

金が投入されたが、経済成長や人間開発に見るべ

き成果は殆どなかった。開発援助は、援助国側に

とっての、かつての植民地支配の構図を強化する

ために費やされ、アフリカ大陸の開発には最低限

の注意しか払われなかったからだ。」  

 確かに、ヨーロッパ諸国は「野蛮な」アフリカ

人を「文明化」するという大義名分のもと、植民

地支配を行った。都市は文明の場とされ、支配の

中心であった。例えば、土地利用計画は、ヨーロ

ッパのアフリカに対する優越性を象徴し、植民地

支配を確固たるものにするための手段でもあっ

た。そして、近代都市計画なるものがアフリカ都

市にも導入された。イギリス植民都市では、田園
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都市が「その熱狂的な支持者たち」によって「植

えつけ」られ、1932 年の都市農村計画法等が制度

化された（図 2）。今もなお多くのアフリカ諸国の

都市計画制度は、これらの植民地時代の制度を踏

襲しており、必定、スラムをはじめとして拡大し

続けるインフォーマル市街地に対しては、全くと

言ってよいほど機能していない（写真 3） 

 一方、アジアからアフリカはどう見えるだろう

か。歴史の「表舞台」にはあまり出てなかったか

もしれないし、近年は開発援助や民間企業の進出 

 

 

図 2 ルサカの 1935 年マスタープラン。旧英領北ローデ

シアの首都として建設されたルサカでは田園都市の思想

を具現化しようとした。 

（出典：Shima et al.(2013)） 

 

  
写真 3 サイト・アンド・サービス地区（ケープタウン）。

政府は基本的なインフラを整備した土地を住民に提供し、

住宅建設は「セルフ・ヘルプ」に委ねる、それがサイト・

アンド・サービスというスラム改善手法であるが、その

効果は限定的である。 

が目立つかもしれないが、歴史を紐解くとアフリ

カとアジアとは長い交流の歴史がある。古くはイ

ンド洋を吹く季節風によって東アフリカ地域と

インド世界との「海のシルクロード」、そして、

中国・明朝（1368〜1674 年）の時代には鄭和の大

航海団がアラビア半島を経て東アフリカへ到達、

そして、1586 年には天正遣欧少年使節団がモザン

ビークに到達するのである。時代は下り1976年、

中国からタンザニア、ザンビア両国へ渡されたタ

ンザン鉄道は、（各国の思惑は様々あれど）「第三

世界」にとっての新たな歴史の幕開けを予期させ

る出来事でもあった。 

 都市に目を向けると、アジア都市もアフリカ都

市と同様に欧米諸国に類をみない急速な都市化

を経験しており、各国で導入された近代都市計画

は必ずしも十分には機能しておらず、アジアの多 

くの都市でもインフォーマル市街地の形成・拡大

が続いている。また、日本ではスラムに分類され

るような地区はなくなったとはされているが、例

えば、東京においても密集市街地は多く存在して

いるし、ゼロメートル地帯を中心として高い洪水

危険性に曝されているのである。すなわち、社会

経済的な背景は異なれど、同じ課題を共有してい

るのであり、したがって、アジア諸国とアフリカ

諸国の経験を共有することが重要であろう。 

 

４. 来年度以降の活動 

 来年度以降は、引き続き研究の枠組みを適宜修

正しつつ、ナイロビのキベラ地区をはじめとする

インフォーマル市街地におけるまちづくりの展

開に焦点を当てた現地調査を行い、その成果を学

術論文等として研究成果を公表する。 
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１. 本研究の概要 

研究期間全般に渡って、内発的発展を総合的に

分析する。すなわち、内発的な部分のみならず、

外国主導の部分も分析する。後者については、貿

易、投資のみならず、労働の移動も視野に入れる。

しかし、重要な要素として政府の政策について政

策評価を行う。グローバル化・自由化の中で、発

展途上国の経済全体と産業を対象として、内発的

発展のための方策を提案するための基礎となる

研究である。 

研究の対象としては、国内のみならず国際的取

引が挙げられるが、特に財政計画・政策に焦点を

当てて、政策評価を行う。スラム問題や農村の貧

困に関わる地域行政機構の財政データの収集を

試みる。 

主な対象地域はアフリカであるが、アジアの経

済も対象とし、また先進工業国からの投資や援助

も含めることとする。 

5 年間の計画としては、初めから全体的な分析

を行いつつ、事例国の詳細な分析を行う。そして、

最終的に、全体的な分析に収れんさせる。 

アフリカについては、経済規模の大きい主要国

をいくつか選ぶ。アジアについてはこれまで主要

国については分析してきたので、その成果を使う。 

 

２．これまでの研究の進捗と成果 

1990 年代から最近までを対象期間として、事例

研究として長く関わってきたフィリピンを対象

とした。また、筆者が比較的長く関わってきたタ

イや中国についても、情報を収集した。さらに、

平成 26 年度にはミャンマーを事例に加えた。 

さらに、アジアを中心としつつも、アフリカな

ど他の地域も対象として、精力的に情報やデータ

の収集を行った。財政のみならず、各国のマクロ

経済、経済政策、産業政策の情報も収集した。 

以下に国別・地域別の研究の進捗と成果を説明

する。 

 

(1) フィリピン 

フィリピンには過去 15 年間のうち 5 回マニラ

を訪問した。 
日本における経済企画庁の研修で講師を何年

間か務めたことがあり、中央の経済官庁とフィリ

ピン大学にコネクションがある。財務省、工業省、

経済計画庁に加えて、アジア開発銀行とフィリピ

ン大学のエコノミストと継続的に意見交換を行

い、同国の経済・開発と貧困の問題を研究してき

た。 
 重要な成果として、地方政府水準の財政支出の

データを掲載したレポートの一部を入手できた。

フィリピン大学教員などからアドバイスを受け

て進めてきている。 
さらに、2014 年 9月に再度マニラを訪問した。

政府予算書物に絞って、精力的に資料の収集を行

った。政府機関や NGO の職員とインタビューを

行い、資料や情報の収集を行うことができた。 
具体的な成果としては、財務省図書室で専門家

のアドバイスにしたがって、予算書を総合的に理

解して、必要な情報を収集した。具体的には、予

算 案 で あ る NATIONAL  EXPENDITURE 
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大学院国際地域学研究科（国際地域学部）教授 
坂元 浩一 

 
Research on Development Patterns in Developing Countries 

 
１. 本研究の概要 

研究期間全般に渡って、内発的発展を総合的に

分析する。すなわち、内発的な部分のみならず、

外国主導の部分も分析する。後者については、貿

易、投資のみならず、労働の移動も視野に入れる。

しかし、重要な要素として政府の政策について政

策評価を行う。グローバル化・自由化の中で、発

展途上国の経済全体と産業を対象として、内発的

発展のための方策を提案するための基礎となる

研究である。 

研究の対象としては、国内のみならず国際的取

引が挙げられるが、特に財政計画・政策に焦点を

当てて、政策評価を行う。スラム問題や農村の貧

困に関わる地域行政機構の財政データの収集を

試みる。 

主な対象地域はアフリカであるが、アジアの経

済も対象とし、また先進工業国からの投資や援助

も含めることとする。 

5 年間の計画としては、初めから全体的な分析

を行いつつ、事例国の詳細な分析を行う。そして、

最終的に、全体的な分析に収れんさせる。 

アフリカについては、経済規模の大きい主要国

をいくつか選ぶ。アジアについてはこれまで主要

国については分析してきたので、その成果を使う。 

 

２．これまでの研究の進捗と成果 

1990 年代から最近までを対象期間として、事例

研究として長く関わってきたフィリピンを対象

とした。また、筆者が比較的長く関わってきたタ

イや中国についても、情報を収集した。さらに、

平成 26 年度にはミャンマーを事例に加えた。 

さらに、アジアを中心としつつも、アフリカな

ど他の地域も対象として、精力的に情報やデータ

の収集を行った。財政のみならず、各国のマクロ

経済、経済政策、産業政策の情報も収集した。 

以下に国別・地域別の研究の進捗と成果を説明

する。 

 

(1) フィリピン 

フィリピンには過去 15 年間のうち 5 回マニラ

を訪問した。 
日本における経済企画庁の研修で講師を何年

間か務めたことがあり、中央の経済官庁とフィリ

ピン大学にコネクションがある。財務省、工業省、

経済計画庁に加えて、アジア開発銀行とフィリピ

ン大学のエコノミストと継続的に意見交換を行

い、同国の経済・開発と貧困の問題を研究してき

た。 
 重要な成果として、地方政府水準の財政支出の

データを掲載したレポートの一部を入手できた。

フィリピン大学教員などからアドバイスを受け

て進めてきている。 
さらに、2014 年 9月に再度マニラを訪問した。

政府予算書物に絞って、精力的に資料の収集を行

った。政府機関や NGO の職員とインタビューを

行い、資料や情報の収集を行うことができた。 
具体的な成果としては、財務省図書室で専門家

のアドバイスにしたがって、予算書を総合的に理

解して、必要な情報を収集した。具体的には、予

算 案 で あ る NATIONAL  EXPENDITURE 
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PROGRAM と、予算書である APPRORIATIONS。
両方とも 1千ページの大部のドキュメントである。

後者を中心とした具体的な収集情報は以下のと

おりである。  
 
-政府の省庁全体の予算値と予算配分  
-主要 10 章それぞれの予算内訳と地域別配分  
-フィリピンの主な地域の予算内訳  
     
追加的に、2013 年 11 月の台風によって影響を

受けた地域に対する予算措置の詳細を収集した。

この情報は、本研究に加えて、他の研究員の研究

にも資する。  
予算庁などの WEB の情報の利用の仕方を、財

務省専門家に教わり、PC でも詳細なサーベイを

行ってきた。今後その成果をまとめて研究発表す

る予定である。   
 

(2) ミャンマー 

 本研究においては、アジア諸国を主な対象とし

てきており、既にフィリピンとタイにおいて現地

調査を行ってきている。 

 両国に加えて、これから新たに経済発展を開始

するミャンマーを対象国として加えた。 

2014 年 2月にミャンマーを訪問して、詳細な現

地調査を行った。 

2012 年の本報告書で報告したが、2012 年 8 月

に、イギリス・ロンドンにおいて現地調査を行っ

た。ロンドン大学 SOAS、英連邦研究所の図書館

において、文献を収集した。また、ロンドン市内

の大手の書店の多くにおいて、詳細な文献のサー

ベイを行った。その際に、今後あらたな開発が期

待されるミャンマーについても、文献の収集を行

った。 
以下は、2013 年度に入手した統計資料を使っ

て作成した表である。 
 

        Table 1 2013/14 Budget

1998/1999 1999/2000
Revenue and grants 23.0 18.9
Tax Revenue 6.4 4.4
SEE reciepts net of transfers to 13.8 12.1
  Union Government

Expenditure 26.6 24.5
Current expenditure 16.7 16.9

Education 1.2 1.2
Health 0.4 0.6
Defense 2.0 2.0

Investment Expenditure 10.0 7.6

Net lending (+)/borrowing (-) -3.7 -5.6

Nominal GDP (billions of kyats) 47,433 59,249
Exchange rate (kyat/US$, end 880.0

of period)
Note: SEEs are state economic enterprises.
Source: Author based on the following document: 
           IMF, MYANMAR: Statiscal Appendix
           January 2001, pps. 22 and 24.
Data: Ministry of Finance and Revenue.  

 

 上記のように、国内調査においてかなり詳しい

財政の統計を得ることができた。もちろん、利用

した国際機関の報告書に、マクロ経済や経済政策

の情報も十分にあり、現地調査前に解析を行う予

定です。 

 現地調査においては、タイで行ったように、財

務関係の省を訪問して、省庁別、部局別、地域別

の財政データを収集する予定である。なるべく長

期の期間を対象として、統計を集めることにして

いる。 

 研究成果は、コンサルタントの業界誌『国際開

発ジャーナル』と毎日新聞社が発行する週刊『エ

コノミスト』誌に投稿して、内容が重複するため

に後者に掲載される予定である。 

  

(3) タイ 

タイには過去 10 回以上訪問し、バンコックを

中心としつつも、チェンマイなど北部タイ地域も

訪問した。財務省や経済計画庁に加えて、国連機

関を訪問し、同国の経済・開発と貧困の問題を研

究してきた。また、現地の大学、研究機関で専門

図書を収集してきた。 
省庁別及び地域別のデータがあり、地域開発に

関わるデータに加えて国際協力に関わるデータ

も収集した。 

 
 
収集したデータの一部をまとめたものが、以下

の表である。どの省が地域開発やスラム開発に関

わっているかがわかる。また、CODI など個別の

機関のデータもある。 
 

Budget Allocation for Foreing Aid and
    Regional Development

(in Million Baht)
FY2010 FY2011 FY1980

BUDGET STRUCTURE
Expenditure 1,700,000.0 2,070,000.0 93,835.5
   Capital Expenditure 214,369.0 12.6 345,617.0 16.7

Receipts 1,700,000.0 2,070,000.0 114,835.5

Domestic Financing  17,500.0
 3,500.0

BUDGET BY ECONOMIC CLASSIFICATION
General Public Services 426,280.3 519,073.3

Foreing Aid 452.0 512.4

BUDGET BY MINISTRY
Ministry of Finance

Neighboring Countries 452.0 512.4
Economic Cooperation
Agency
(Public Orgnization)

Ministry of Foreign Affairs 6,903.8 7,469.3
Thiland International na na
  Cooperation Agency (TICA)

Ministry of Social Development 9,225.8
  & Human Security

CODI 1,819.3 1,250.2 -
(Public Orgnization)

Ministry of Education 346,713.1 391,131.9
Ministry of Interior 187,998.7 230,781.3 24,290.0

Dept. of Provincial Adm. 28,383.9 34,353.6
The Community Development Dept. 3,287.2 3,957.6
Dept. of Pub. Works & Town & 4,442.3 6,559.7
   Country Planning
Dept. of Local Administration 126,878.4 160,025.4 14,002.9
BKK 13,182.2 13,679.6 817.9
Pattaya 1,499.0

Provinces & Clusters of Provinces 3,300.0

BUDGET APPROPRIATION FOR 
   LOCAL ADMINISTRATIVE ORG.

Subsidies 139,895.2
Allocation to municipalities, Prov. 125,363.0
  organization & Tambon Admin.
  organization 
Allocation to BKK 13,182.1
Allocation to Pattaya 1,350.0

STATE ENTERPRISE
EXIM 35.9

Sources: Bureau of Budget, Budget in Brief, 2011 and 1980.  
 

このデータは独自のものであるが、詳細な統計

となるとタイ語が壁となっている。将来の翻訳を

含めて、なんらかの形で研究成果を発表する予定

である。 
 

(4) 中国 
中国を代表するシンクタンク、社会科学院と国

際関係学院の研究員、教授とは 2005 年から毎年

交流し、中国の経済や経済協力について意見交換

をしてきた。 
天津では、中国の最重要プロジェクトである濱

海経済特区の研究所に招聘されている。中国の経

済協力全般と、マクロ経済政策・産業政策が主な

研究課題である。 
省庁別のデータ、及び費目項目別のデータを既

に入手した。一部のデータを使って、中国中央政

府の財政に関する小論を、専門の業界誌「国際開

発ジャーナル」の 2013 年 3 月号に掲載した。 
 

(5) アフリカ 

 2013 年度においては、5年に 1回、日本政府主

催で開催されるアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）

が横浜で開催された。 

 筆者は同地域に関して長い研究・調査歴があり、

外部機関の依頼と独自の研究を一年間を通じて

行ってきた。 

 以下が、研究成果である。 

 

①アフリカ開発会議に対する貧困国への対応の

在り方についての小論（国際開発ジャーナルに掲

載） 

タイトル： アフリカ開発会議‐真のアフリカ支

援を‐ 

 
②アフリカの展望とアプローチ 

 本成果は、2014 年 1月に、日本経済新聞の経済

教室』に掲載された。タイトルは、「アフリカへ

の総合的なアプローチを」である。 

 

要約： 

１）対アセアン規模の投資 

日本の企業の投資はアジア地域に対して多い

が、アフリカの資源と高い成長に呼応して、外国

民間投資が拡大している。分野はエネルギー、鉱

物などと異なるが、その投資額は、アセアンの主

要国に対する金額に匹敵する。 

 

２）中国等新興国の急速な参入 

 世界経済において新興国、特にＢＲＩＣＳの台

頭が大きい。 

先進工業国のみならず、中国を筆頭とする新興

国も莫大な投資や労働力の動員を行っている。中

国については、2012 年末に 15 万人の経済協力関

係者がアフリカに長期滞在している。 

 

３）貧困国の多い同地域に対して、総合的なアプ

ローチが必要 
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収集したデータの一部をまとめたものが、以下

の表である。どの省が地域開発やスラム開発に関

わっているかがわかる。また、CODI など個別の

機関のデータもある。 
 

Budget Allocation for Foreing Aid and
    Regional Development

(in Million Baht)
FY2010 FY2011 FY1980

BUDGET STRUCTURE
Expenditure 1,700,000.0 2,070,000.0 93,835.5
   Capital Expenditure 214,369.0 12.6 345,617.0 16.7

Receipts 1,700,000.0 2,070,000.0 114,835.5

Domestic Financing  17,500.0
 3,500.0

BUDGET BY ECONOMIC CLASSIFICATION
General Public Services 426,280.3 519,073.3

Foreing Aid 452.0 512.4

BUDGET BY MINISTRY
Ministry of Finance

Neighboring Countries 452.0 512.4
Economic Cooperation
Agency
(Public Orgnization)

Ministry of Foreign Affairs 6,903.8 7,469.3
Thiland International na na
  Cooperation Agency (TICA)

Ministry of Social Development 9,225.8
  & Human Security

CODI 1,819.3 1,250.2 -
(Public Orgnization)

Ministry of Education 346,713.1 391,131.9
Ministry of Interior 187,998.7 230,781.3 24,290.0

Dept. of Provincial Adm. 28,383.9 34,353.6
The Community Development Dept. 3,287.2 3,957.6
Dept. of Pub. Works & Town & 4,442.3 6,559.7
   Country Planning
Dept. of Local Administration 126,878.4 160,025.4 14,002.9
BKK 13,182.2 13,679.6 817.9
Pattaya 1,499.0

Provinces & Clusters of Provinces 3,300.0

BUDGET APPROPRIATION FOR 
   LOCAL ADMINISTRATIVE ORG.

Subsidies 139,895.2
Allocation to municipalities, Prov. 125,363.0
  organization & Tambon Admin.
  organization 
Allocation to BKK 13,182.1
Allocation to Pattaya 1,350.0

STATE ENTERPRISE
EXIM 35.9

Sources: Bureau of Budget, Budget in Brief, 2011 and 1980.  
 

このデータは独自のものであるが、詳細な統計

となるとタイ語が壁となっている。将来の翻訳を

含めて、なんらかの形で研究成果を発表する予定

である。 
 

(4) 中国 
中国を代表するシンクタンク、社会科学院と国

際関係学院の研究員、教授とは 2005 年から毎年

交流し、中国の経済や経済協力について意見交換

をしてきた。 
天津では、中国の最重要プロジェクトである濱

海経済特区の研究所に招聘されている。中国の経

済協力全般と、マクロ経済政策・産業政策が主な

研究課題である。 
省庁別のデータ、及び費目項目別のデータを既

に入手した。一部のデータを使って、中国中央政

府の財政に関する小論を、専門の業界誌「国際開

発ジャーナル」の 2013 年 3 月号に掲載した。 
 

(5) アフリカ 

 2013 年度においては、5年に 1回、日本政府主

催で開催されるアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）

が横浜で開催された。 

 筆者は同地域に関して長い研究・調査歴があり、

外部機関の依頼と独自の研究を一年間を通じて

行ってきた。 

 以下が、研究成果である。 

 

①アフリカ開発会議に対する貧困国への対応の

在り方についての小論（国際開発ジャーナルに掲

載） 

タイトル： アフリカ開発会議‐真のアフリカ支

援を‐ 

 
②アフリカの展望とアプローチ 

 本成果は、2014 年 1月に、日本経済新聞の経済

教室』に掲載された。タイトルは、「アフリカへ

の総合的なアプローチを」である。 

 

要約： 

１）対アセアン規模の投資 

日本の企業の投資はアジア地域に対して多い

が、アフリカの資源と高い成長に呼応して、外国

民間投資が拡大している。分野はエネルギー、鉱

物などと異なるが、その投資額は、アセアンの主

要国に対する金額に匹敵する。 

 

２）中国等新興国の急速な参入 

 世界経済において新興国、特にＢＲＩＣＳの台

頭が大きい。 

先進工業国のみならず、中国を筆頭とする新興

国も莫大な投資や労働力の動員を行っている。中

国については、2012 年末に 15 万人の経済協力関

係者がアフリカに長期滞在している。 

 

３）貧困国の多い同地域に対して、総合的なアプ

ローチが必要 
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第 1に、未知の大陸アフリカの経済・金融分析

が十分に行われるべきである。第 2に、経済協力

を総合的に見る必要があり、西側の一員として、

貧困削減など被援助側の真の開発に役立つよう

な体制構築に貢献するべきである。 

 

３. 今年度の研究成果 

2015 年 12 月末に、フランスとナイジェリアを

訪問した。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作成した。 
この小論には、平成 27 年 2 月における北アフ

リカのモロッコ調査の結果も含んでいる。首都ラ

バトの統計局で詳しい統計を入手した。また、川

ブランかも訪問して、産業面及び政策面の新しい

情報を得ることができた。その要約などは以下の

通りである。 
 

（要約） 
1)相次ぐ大規模投資 
世界銀行の 12 月の報告書によれば、2014 年の

ナイジェリアや南アなど主要国への直接投資は、

東南アジアの国々に匹敵する。また、国際資本市

場において、貧困国による国債発行のブームが起

きている。 
2)西側諸国に抗して中国もインフラ支援 

12 月初旬に「中国・アフリカ協力フォーラム」

（FOCAC）が南アで開催された。習主席は 600
億ドルの協力を表明したが、2013 年の TICAD で

日本が約束したのは官民併せて 320 億ドルであ

る。  
3)消費急拡大の新局面へ 
今後の展望としては、アフリカは新たな発展局

面に進みつつある。GDP の成長率が 5％を超える

国が目白押しであり、消費の急速な拡大が予想さ

れる。輸送機器、情報・通信に加えて、食品分野

への日本企業の投資が始まった。経済協力として

は、投資を後押しするインフラ開発、人材養成が

引き続き必要であるが、有効な絶対貧困層削減策

も重要である。 
 アフリカとアジアを比較した基礎表は以下の

通りである。 
 
付表 

 

人口 一人当たり 直接投資 証券投資
百万人 GNI、US$ 10億ドル 10億ドル

ナイジェリア 174 2710 4.7 1.0
南アフリカ 53 7410 1.3 2.6

エチオピア 94 470 1.2
モロッコ 33 3020 3.6

フィリピン 98 3270 2.9 1.2
ベトナム 90 1740 9.2

注：人口と所得は2013年、投資(純流入)は2014年の数値。
出所：人口と所得は、世銀World Development Indicators 2015, April 2015.

        投資は、世銀International Debt Statistics 2016, Dec. 2015.

参考
ケニア 44 1160 0.5 1.0

ミャンマー 53 1221 0.9
出所：　ミャンマーは、一人当たりGDP。国連（統計年鑑）の2014年の値。

 

 

2016 年 6月には、日本政府主催のアフリカ開発会

議が開催される。それに向けて、動向分析や政策

提言を行う予定である。 

 

 

主な参考文献 

IMF (2013), Myanmar: 2013 Article IV 

Consultation and First Review under the 

Staff-monitored Program, August.  

IMF & World Bank, HIPC report on Myanmar, 2013. 

World Bank, International Debt Statistics 2016, 

2015. 

外務省（2011）『中国の経済協力』報告書。（筆者

がアドバイスを行い、主要部分を執筆した） 

坂元浩一（2012）『教養系の国際経済論』大学教

育出版 

矢内原 勝編（1996）『発展途上国問題を考える』

勁草書房 

 

その他、African Business や仏語圏のアフリカ関

連雑誌を参照した。 

 

 

 

 

 
 

平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究 
 

国際共生社会研究センター 研究員 
大学院国際地域学研究科 （国際地域学部）准教授 

杉田 映理 
 

Social Development Related to Water, Sanitation and Hygiene in African Societies 
 
１．新センターにおける研究内容 

国際共生社会研究センターの全体的なテーマ

である「アジア・アフリカにおける地域に根差し

たグローバル化時代の国際貢献の手法の開発」に

資するために、筆者は以下に示す 3つのサブテー

マをもって研究を進めていきたい。 

 

(1) 水アクセス向上による生活の影響、生活変容

についての研究（ウガンダを事例に） 

 安全な水へのアクセス向上は、ミレニアム開発

目標（MDG）でも環境目標の一つとされており、

2016 年からはじまった Sustainable Development 
Goal (SDG) においても安全な水へのアクセス率

100％が目指されている。MDGs が掲げられた 2000

年から、MDG 目標年である 2015 にかけて多くの給

水施設が開発途上国では建設された。その結果、

MDG の水目標は世界全体でみると、達成されたの

である（WHO＆UNICEF 2016。図１参照。） 

                 図１ 安全な水へのアクセス  

 では、安全な水へのアクセスが向上したことで、

人々の生活にはどのような影響があったのか。

MDGｓで定義される「安全な水へのアクセス」を

達成したからといって、人々は本当に安全な水を

入手できるようになったのか。筆者は、ウガンダ

を事例に、深井戸などの給水施設へのアクセスが

向上したことで、住民の水利用および衛生行動に

どのように変容したかを明らかにすべく、科研の

海外基盤研究 B の支援を得て研究を進めている。

本国際共生社会研究センターにおいても、その研

究を継続したいと考えている。 

筆者は 2000 年から 2001 年の間、約 1 年間

の人類学的な長期フィールドワークを実施し、ウ

ガンダ東部の農村において水源の分布、住民の水

利用、衛生行動、5 歳未満の子どもの下痢症につ

いてデータ収集を行った。当時は安全な水へのア

クセスは悪く、手洗いなどの衛生行動も良いもの

で はなかった（Sugita, 2004）。しかし、2000 年 

(出典：WHO＆UNICEF 2016) 

148



 
 

平成 27 年度国際共生社会研究センター 研究概要 

 

アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究 
 

国際共生社会研究センター 研究員 
大学院国際地域学研究科 （国際地域学部）准教授 

杉田 映理 
 

Social Development Related to Water, Sanitation and Hygiene in African Societies 
 
１．新センターにおける研究内容 

国際共生社会研究センターの全体的なテーマ

である「アジア・アフリカにおける地域に根差し

たグローバル化時代の国際貢献の手法の開発」に

資するために、筆者は以下に示す 3つのサブテー

マをもって研究を進めていきたい。 

 

(1) 水アクセス向上による生活の影響、生活変容

についての研究（ウガンダを事例に） 

 安全な水へのアクセス向上は、ミレニアム開発

目標（MDG）でも環境目標の一つとされており、

2016 年からはじまった Sustainable Development 
Goal (SDG) においても安全な水へのアクセス率

100％が目指されている。MDGs が掲げられた 2000

年から、MDG 目標年である 2015 にかけて多くの給

水施設が開発途上国では建設された。その結果、

MDG の水目標は世界全体でみると、達成されたの

である（WHO＆UNICEF 2016。図１参照。） 

                 図１ 安全な水へのアクセス  

 では、安全な水へのアクセスが向上したことで、

人々の生活にはどのような影響があったのか。

MDGｓで定義される「安全な水へのアクセス」を

達成したからといって、人々は本当に安全な水を

入手できるようになったのか。筆者は、ウガンダ

を事例に、深井戸などの給水施設へのアクセスが

向上したことで、住民の水利用および衛生行動に

どのように変容したかを明らかにすべく、科研の

海外基盤研究 B の支援を得て研究を進めている。

本国際共生社会研究センターにおいても、その研

究を継続したいと考えている。 

筆者は 2000 年から 2001 年の間、約 1 年間

の人類学的な長期フィールドワークを実施し、ウ

ガンダ東部の農村において水源の分布、住民の水

利用、衛生行動、5 歳未満の子どもの下痢症につ

いてデータ収集を行った。当時は安全な水へのア

クセスは悪く、手洗いなどの衛生行動も良いもの

で はなかった（Sugita, 2004）。しかし、2000 年 

(出典：WHO＆UNICEF 2016) 

148 149



 
 
代にはウガンダでも援助機関と政府により深井

戸などが多く建設され、各世帯からの水源までの

距離は飛躍的に短くなったことが、2011 年と 

2012 年の短期調査にて確認された。そこで 2014

年から 2015 年にかけて、再度、同じ農村を対象

に長期フィールドワークを行った。およそ 15 年

の歳月の前後を比較するため、実際に人々が利用

できる水量がどの程度増加し、衛生行動に変化は

生じたのか、子ども下痢症は減少したのか、生活

全体への影響はどのようなものがあるのか、デー

タ収集を行った。 

今後、それらのデータについてさらに分析を進

めるとともに、必要に応じて追加データを収集し

たい。さらに論文や著作の執筆を行っていきたい

と考えている。 

 

(2) Menstrual Hygiene Management に係る研究 

この数年で、開発途上国の女子生徒（小学校高

学年、中学生、高校生）の月経（生理）の問題が

国際的に注目されるようになってきた。注目され

る最大の理由は、月経が阻害要因となって、女子

生徒が学校を休んで出席率が低下し、ひいては落

第や退学へとつながっていると考えられるから

である。 

2016 年からはじまった SDG においても、目標

４でインクルーシブかつ公平な質の高い教育、目

標５でジェンダー平等、目標６水・衛生目標のタ

ーゲット 6.2 で女性や女児に配慮した衛生施設

（トイレ）や衛生行動について掲げられており

(Division for Sustainable Development, 2015)、いず

れも女子生徒の適切な月経への対処 (Menstrual 
Hygiene Management: MHM) が密接に絡んでいる。

すなわち MHM の必要性が国際社会においてより

強く認識されてきているのである。 

MHM 促進のために、まずは意識改革をもたら

そうと、図２に見られるように 5 月 28 日を「国

際 MHM の日」に定めようと啓発活動を実施してい

る NGO もある（Wash United, 2014）。NGO が生

理用ナプキンを配布したり、再利用できる布ナプ

キンを開発して普及させたりする活動も開始し

ている。また、学校において、生理用品を適切に

交換できるトイレがないことも女子生徒が生理

中に学校を休む原因であると言われており、学校

トイレの設置・改善が推奨されている。 

一方、月経はそれにまつわる慣習や禁忌、隠語

などがそれぞれの社会によって多くある(武谷

2012, 波平 2009)。社会、あるいは家族の中にお

いてさえ、月経について話したり、月経中である

ことを知られたりするのはタブー視されること

が多い。つまり、月経は隠されたことの多い領域

であり、文化によって多様な諸相が存在するだけ

に、国際的な開発支援が大規模に入る際に、理解

すべきこと、検討すべきことが多いと考えられる。 

 そこで、筆者はアフリカを中心に、月経が社会

の中でどのように捉えられ、どのような月経処置

の慣習が存在するのか、また、女子生徒たちが月

経についてどのように学び、どのように捉え、何

をタブー視し、経験しているか、学校のトイレと

いうインフラの問題とも絡めながら調査をして

いく予定である。 

 

 
図２．NGO による MHM 啓発活動 

（出典：Wash United 2014) 
 

(3) 日本におけるトイレ・手洗い問題の研究 

一見、日本のトイレや手洗いについての研究と

いうと、アフリカや開発課題への貢献に直接つな

がらないと思われるかもしれない。しかし、2 つ

の観点から、日本のトイレ研究、衛生行動の推進

に関する研究は、アフリカの衛生改善に資すると

筆者は考えている。 

第 1の理由として、日本の開発援助のアプロ

ーチとして、日本の発展に寄与した経験を開発

途上国の開発に活かすことが一つの柱になっ

てきていることが挙げられる。例えば、カイゼ

ンと呼ばれる５S（整理、整頓、清掃、清潔、
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躾）や戦後に農林水産省が推進した生活改善運

動は、開発途上国への開発支援の現場で利用さ

れて成果を出している。衛生分野でも同様のこ

とが可能であると筆者は考えている。 

日本は、最新式のトイレの技術開発がすすめ

られ、公共トイレの状態もデパートなどでは洗

練されたトイレ空間をマーケティングに利用

するなど、衛生大国と言われる状況にある。家

庭におけるトイレの普及率は 100％である。 

しかし、日本のトイレの歴史を振り返ると、

第 2次大戦後、高度成長を遂げる前の日本の衛

生状態は決して良いものではなかった。腸チフ

スなどの糞口感染症も多くみられた。 

日本の衛生状態が改善されたのは、上記のよう

な企業による技術革新やマーケティングの力は

大きいが、国民が現在のような衛生観念を持つよ

うになったのは、義務教育である小学校のトイ

レ・手洗い施設などの施設面、保健教育（衛生教

育）が大きく影響しているのはないかと考えられ

る。こうした日本の衛生分野での歴史を振り返る

ことで、開発途上国の衛生分野に対する開発支援

で、応用可能な知見が抽出できると考えられる。 

 日本の衛生分野の状況を調査する第2の理由は、

日本のトイレが現在も抱える問題と開発途上国

の問題に共通点があることが予測されるからで

ある。衛生大国日本と言えども、例えば災害時の

トイレ対応の不備や、障がい者や高齢者に配慮し

たトイレが少ないなど、問題は多い。商業施設に

おける公共トイレは近年大幅に美化されたもの

の、自治体によって運営される公衆トイレや公園

のトイレは、管理が不十分で非衛生的なものも多

く利用者からも不満は多い。 

 そこで、日本におけるトイレの問題と開発途上

国におけるトイレ問題を比較研究することで、後

者の問題の原因や本質が見いだされることが期

待される。 

 

２．5年間の研究計画 

(1) 平成 27 年度 

 研究課題[1.(2)Menstrual Hygiene Management
に係る研究]については、ウガンダのギス民族の

慣習および農村部の高校での状況については現

地調査を済ませ、すでに学会発表も行っているの

で、研究論文にまとめて投稿することとしたい。 

 研究課題［1.(1)水アクセス向上による生活の

影響、生活変容についての研究］については、JICA

と協力して、マラウィにおける給水施設建設によ

るジェンダーへのインパクトについて調査する

ことが平成 28 年 3 月に予定されており、ウガン

ダの事例と相互に示唆を得られるものと考えて

いる。 

 

(2) 平成 28 年度 

 平成 28 年度は、［1.(1)水アクセス向上による

生活の影響、生活変容についての研究］の成果を

まとめて執筆作業にプライオリティを置きたい

と考えている（主に英文で執筆の予定）。 

ま た 、 研 究 課 題 [1.(2)Menstrual Hygiene 
Management に係る研究]については、次年度から

共同研究が始められるように、その下準備を進め

ることとする。 

 研究課題[1.(3)日本におけるトイレ・手洗い問

題の研究]については、駅トイレに焦点を当てて、

データ収集を行いたい。また、成果の発信につい

ては（NPO 法人）日本トイレ研究所の協力を仰ぎ

たいと考えている。 

 

(3) 平成 29 年度 

 ［1.(1)水アクセス向上による生活の影響、生

活変容についての研究］については、まとめられ

た成果の発表のために、積極的に海外の国際学会

に参加したい。さらに、平成 28 年度の進捗によ

るが、英文での執筆が一段落ついていれば、日本

語での著作出版に向けて、作業を進めたい。 

研究課題[1.(2)Menstrual Hygiene Management
に係る研究]については、研究会を立ち上げ、比

較研究が可能となるような共同研究を実施し、ア

フリカ諸国にて現地調査を実施したい。 

 

(4) 平成 30 年度 

 研究課題[1.(2)Menstrual Hygiene Management
に係る研究]については継続して、研究会を実施

し、共同研究を進めることを予定している。 

研究課題[1.(3)日本におけるトイレ・手洗い問
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題の研究]については、平成 32年（2020 年）に開

催される東京オリンピックも照準に入れ、研究成

果を、アフリカ等から来日する観光客をターゲッ

トに発信できるよう、調査を実施したい。 

 

(5) 平成 31 年度 

研究課題[1.(2) Menstrual Hygiene Management
に係る研究]については継続して、共同研究会の

成果を平成 31 年度に執筆・編集し、論文集とし

てまとめることを目指したい。 

 

３．今までの研究の紹介とセンターとの関連内容 

 筆者は、アフリカを主な研究対象地としている。

またディシプリンとしては、開発人類学をバック

グラウンドとしており、開発支援に直接的、間接

的に貢献したいという想いで研究を進めてきて

いる。その意味で、本センターのテーマである「ア

ジア・アフリカにおける地域に根差したグローバ

ル化時代の国際貢献の手法の開発」に、筆者の研

究の全般が深く関与していると考える。 

 筆者は、これまで、アフリカを中心とする地方

給水や衛生改善に関して研究をしてきた。また、

医療人類学的な視点を用いて、マラリアや下痢症

など熱帯地域でおきる感染症についても調査を

している。開発アプローチとしては参加型開発や、

開発支援を実施する機関の組織文化が開発のア

ウトプットに影響をもたらすことに着目してい

る。 

 また、本センターにおける研究テーマにはして

いないため上記では言及していないが、国際協力

に資する人材の育成にも関心を抱いており、国際

協力分野に関心を抱く学部生・大学院生向けのテ

キストを執筆する一方、国際協力に関心のある学

生のフィールド調査の教育についても論考をま

とめている。これらも、本センターのテーマに間

接的ではあるが関連していると考える。 

 

４．今年度の研究成果 

平成 27 年度は、5月に文化人類学会研究大会に

おいて「月経はどのように捉えられ経験されるの

か ―月経対処が開発アジェンダになる中で、ウ

ガンダの事例から考える―」を発表。 

さらに、7 月に白山人類学研究会にて「月経の

経験を形づくる知とモノと―開発支援されるウガ

ンダと、衛生大国 日本の事例から考える」と題

して、出野結香氏と共同発表を行った。 

これらはいずれも、筆者の研究課題[1.(2) 
Menstrual Hygiene Management に係る研究]の成果

である。 

なお、国際共生社会研究センターが採択となっ

た平成 27 年 9 月以降の 5 か月間には、研究成果

の発表は行っていない。 
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１. 研究の背景 

新センターにおける研究内容 

本研究は、アフリカ諸国と先進諸国間の高等教

育パートナーシップが、アフリカ諸国の高等教育

の発展に対してどのような効果をもたらしてい

るかを明らかにし、両者のより良い相互関係の構

築に向けた方策を探求することを目的とする。 

アフリカ諸国では、1960 年代以降、大学等の高

等教育機関の設立が推進されたものの、特に 90

年代における世界銀行やユネスコなどの国際機

関による教育開発支援の議論の中心は初等教育

の充実にあった。この背景には、初等教育の投資

収益率が高等教育を上回っており、国民の知的水

準の底上げとなる初等教育の機会拡大と質的改

善を行うことが、支援対象国にとって最も経済効

率性が高く、かつ必要不可欠であるという認識が

あったことがあげられる。 

しかし、今世紀に入り、グローバル化時代にお

ける持続的可能な発展に向けた国家戦略の検討

が、先進諸国だけでなく発展途上国においても行

われるようになったことで、知識創造や高度人材

開発を担う高等教育の強化がアフリカ諸国にお

いても主要なテーマとなった。例えば、コフィ・

アナン元国際連合事務総長は、アフリカ諸国が国

連ミレニアム開発目標を達成するためには高等

教育の強化が必要不可欠であると指摘している

（Jowi et al., 2013）。また、世界銀行は、2000

年に発表した報告書“Higher Education in 

Developing Countries”において、高等教育の強

化への舵取りが、21 世紀における発展途上国の経

済発展に向けて極めて重要な要素になると指摘

した（International Bank for Reconstruction 

and Development & World Bank, 2000）。こうし

た背景を踏まえ、アフリカ地域 54 カ国・地域が

加盟するアフリカ連合は、“Second Decade of 

Education for Africa Action Plan (2006-2015)”

において、高等教育の教育プログラムの質的向上、

研究活動の質的向上、アフリカ地域内外の高等教

育機関との連携強化を具体的な取り組み課題と

して位置づけるに至った。 

しかし、アフリカ地域の高等教育は、発展途上

国間においても後進分野の１つであり、その達成

に向けては課題が多い。例えば、国家政府におけ

る研究開発分野への財政支出は、アフリカ地域全

体の平均で GDP 比 0.3%であり、世界平均の 1/6 程

度である（Jowi et al., 2013）。また、同地域の

人的資源を示す１つのデータとして、科学者人口

は、人口 100 万人あたり 35 人であり、アメリカ

合衆国の 4103 人、欧州連合の 2,457 人、ブラジ

ルの 168 人と比較しても極めて少ない（Jowi et 

al., 2013）。さらに、1999 年から 2008 年の間に、

世界の学術ジャーナルにおいて出版された学術

論文のうち、同地域の研究者が著者となっている

論文は全体の 1.5%にすぎず、その数はアフリカ

54 カ国でオランダとほぼ同等の 27,600 本である

（Jowi et al., 2013）。 

以上から、財政的、人的資源をはじめとする高

等教育の強化に必要な資源に乏しいアフリカ諸

国が独自にその強化を推進することは極めて困

難な状況である。その打開策として、先進諸国と

のパートナーシップが有効な手段として注目さ

れている。アフリカ諸国と先進諸国の高等教育分
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ては、2008 年にアフリカ連合と主要国首脳会議

（G8）が合意した African Action Plan 2008 が

あげられる。こうしたパートナーシップで取り扱

われる支援内容は、アフリカ諸国の大学および大

学院における教育プログラムの質的向上、研究者

および研究活動の質的向上、教育・研究環境の改

善、政府レベルの高等教育政策立案への支援、大

学ガバナンスやマネジメント、リーダーシップの

支援、大学アドミニストレーターなどスタッフの

育成支援、外部ステークホルダーとの連携支援、

高等教育分野におけるデータ整備など多岐に渡

っている。その具体的な支援プログラムは、ヨー

ロ ッ パ 大 学 協 会 （ European University 

Association: EUA ） や ア フ リ カ 大 学 協 会

（Association of African Universities: AAU）

などの地域機関（regional organizations）レベ

ルや各国の高等教育機関レベルなどの様々な形

態により推進されている。 

本研究では、アフリカ諸国と先進諸国間のパー

トナーシップによる上記の支援内容のうち、主に

教育・研究活動に関するパートナーシップに焦点

を当てる。その例として以下の形態のパートナー
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題に関する共同研究プロジェクトに対する研究
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(3)  各国機関型パートナーシップ 
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（AAU）があげられる。このパートナーシップで
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現状と改善について調査をしたものである（AAU, 

2012）。高等教育機関と産業界における共同研究

や受託研究を活性化させ、高等教育機関が地域で

ニーズの高い研究分野への貢献度を高めること、

産学連携による高等教育機関の研究費の獲得を

目指すこと等を実現させるため、同諸国における

産学連携のあり方に提言を行うものである。 

 

(4)  各国大学型パートナーシップ 

この形態は、最も伝統的なパートナーシップの

形であり、先進諸国とアフリカ諸国の 2大学間に

よるパートナーシップである。アメリカ合衆国、

カナダ、イギリス、北欧諸国をはじめとする多く

の先進諸国の大学が教育・研究パートナーである

アフリカ諸国の大学と特定の研究テーマに関す

る共同研究や、学生・研究者交流などを行ってい

る（Teferra, 2010）。 

 

 
 
２. 5 年間の研究計画 

本研究では、以下について計画している。 

(1) 2015 年度 

①アフリカ地域の高等教育（変遷、現状、課題

等）②国際機関（例：世界銀行、ユネスコ）、プ

ライベート財団（例：ロックフェーラ財団、カー

ネギー財団）によるアフリカへの教育開発支援の

変遷③高等教育パートナーシップの概念的枠組

み④アフリカ諸国と先進諸国間の既存の高等教

育パートナーシップの概要等の文献調査を実施

する。 

(2) 2016 年〜2017 年度 

①既存のパートナーシップのケーススタディ

②上記の実地調査③比較対象として、アジア地域

の発展途上国と先進諸国間のパートナーシップ

の調査を実施する。 

(3) 2018 年～2019 年度 

①調査した教育・研究パートナーシップの形態別、

目的別比較分析を通じた効果および課題分析②

研究成果報告書ないし学術論文の執筆、学会発表

等を実施する。 

(4) 今までの研究とセンターとの関連内容 

本研究者は、これまで比較教育学の視点から、

高等教育の国際関係について、地域レベル、国家

レベル、高等教育機関レベル、学生レベルから研

究をおこなってきた。 

今日の社会は知識基盤社会と呼ばれ、「知」の

創出・発信が、国家の国際競争力を高める重要な

要素となっている。こうした「知」の国際的な獲

得競争は、Joseph Nye によるソフトパワーに関す

る研究で深められてきたが、その新たなアクター

として高等教育が注目されている。高等教育は、

「知」を創出する人材の育成を自国の高等教育機

関で行うだけでなく、その国際化により、自国の

学生・研究者を海外の教育機関に派遣して世界最

先端の教育・研究環境を提供する一方で、優秀な

外国人学生・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・獲得に貢献してきた。また、こうした取り組

みが、自国文化の海外への伝播や自国に親近感を

持つ外国人を増やすことつながり、優れた人材を

自国に惹きつける競争力の向上に有効であると

広く認識されるようになった。そのため、高等教

育は、教育分野のみにとどまらず、国家間や地域

間の国際関係に影響をおよぼす１つのアクター

として認識されている。本研究者は、ソフトパワ

ーとしての高等教育が国際関係において果たす

機能、効果、課題の分析を研究対象としている。

その例として、東アジアや中東地域におけるトラ

ンスナショナル高等教育の構造分析を通じて、国

家間の高等教育分野における協調と競争のメカ

ニズムを明らかにするとともに、高等教育の国際

化が国家に与える影響の解明への取り組みがあ

げられる。また、多くの国が推進している学生へ

の海外留学の機会拡大に関する政策ついて、人材

育成の観点から海外留学の効果分析を行うこと

で、そうした政策が、学生の学びに及ぼす影響に

ついて実証研究をおこなってきた。 

本研究センターにおいては、上記の経験を踏ま

え、国際開発教育の視点から、アフリカ諸国と先

進諸国の高等教育パートナーシップが、第二次世

界大戦後に進められてきた両地域の関係の１つ

の特徴であった従属理論や中心—周辺パラダイム

に代表される構造から、いかに相互関係（mutual 

relationship）への転換に貢献できるかを調査す

ることで、ソフトパワーとしての高等教育の機能

について理解を深めたい。さらに、国内において

研究蓄積が極めて少ないアフリカ諸国の高等教

育に対する知見を深めることも、本研究テーマの

探求を通じて目指したい。 

 

３. 今年度の研究成果 

今年度は、「5 年間の研究計画」の 2015 年度の

計画で上げた文献調査を行い、各項目について知

見を深めた。また、実地調査における訪問先の選

定と相手機関との調整を行うなど、次年度以降の

研究活動の地盤作りに取り組んだ。 
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３. 今年度の研究成果 

今年度は、「5 年間の研究計画」の 2015 年度の

計画で上げた文献調査を行い、各項目について知

見を深めた。また、実地調査における訪問先の選

定と相手機関との調整を行うなど、次年度以降の

研究活動の地盤作りに取り組んだ。 
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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 

平成18年４月１日 

平成22年５月17日 

平成27年４月１日 

  

 

１ 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。 

２ 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。 

３ 運営委員会の設置および運営 

(１) 研究センターの研究を効果的に推進し、事業を円滑に運営・管理するために、「運営委員会」

を設ける。 

(２) 運営委員会は、各年度の事業計画および事業予算の策定、事業予算の執行、研究員、客員研

究員、研究助手およびＲＡの選任、研究プロジェクトの推進、成果の刊行等を業務とする。 

(３) 運営委員会は毎月１回の定例の会合を開き、必要に応じて臨時の会合を開く。運営委員会は

センター長が招集する。 

(４) 運営委員会の委員は、センター長、プロジェクト・リーダーおよび研究員によって構成され

る。 

(５) 運営委員会の委員の任期は原則１年とし、再任を妨げない。 

４ 評価委員会の設置および運営 

(１) 研究センターの研究の成果を評価し、次の研究の発展に向けて助言することを目的として、

「評価委員会」を設ける。 

(２) 評価委員会の運営並びに評価方法に関する必要事項は別に定める。 

５ 研究員等 

(１) 研究員は東洋大学教員のなかから、研究プロジェクトに合わせて選任する。 

(２) 客員研究員は学外の研究者のなかから研究プロジェクトに合わせて選任する。 

(３) 研究員、客員研究員の任期は原則として当該事業終了までとする。 

(４) 研究助手は別途定める「外部資金による東洋大学研究助手の任用に関する要項」に従って選任

する。 

６ 研究センターに、その業務を担当する事務組織を置き、研究推進部研究推進課がこれを行う。 

附 則 

この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年要綱第35号） 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

  附 則（平成22年要綱第56号） 

この要綱は、平成22年５月17日から施行する。 

附 則（平成27年要綱第287号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の概要 
 

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

研究プロジェクトに対して重点的かつ総合的に補助を行う事業であり，もってわが国の科

学技術の進展に寄与するものである。 
 

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

申請し，文部科学省が審査の上で選定を行い，当該プロジェクトを遂行するための研究拠点

に対して，研究施設・設備整備費や研究費を一体的に補助する。 
 
3. 研究期間及び支援措置 
(1) 研究期間 
・「研究拠点を形成する研究」：原則，5 年間 
・ 大学の特色を活かした研究」、「地域に根差した研究」：原則，3 年間 
・３年目に中間評価，最終年度に事後評価を行う（3 年以下の事業は事後評価のみ継続事業

については，制度として実施しない。 
「私立大学学術研究高度化推進事業」または「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」によ

り選定された事業を引き続き実施する場合は，新規事業として申請する 
(2) 支援措置 
○ 研究施設 
・プロジェクトに必要な施設の新増改築，改造工事 
・補助対象：事業経費 1,000 万円以上 
・補助率 2 分の 1 以内 
・原則，初年度の整備のみ補助 
○ 研究装置・研究設備 
・プロジェクトに必要な機械，器具等 
・補助対象：事業経費が「研究装置」は 4,000 万円以上，「研究設備」は 500 万円（図書は

100 万円）以上 
・補助率：「研究装置」2 分の 1 以内，「研究設備」3 分の 2 以内 
・初年度から 3 年目までの整備を補助 
○ 研究費 
申請した研究期間中の教育研究経費支出，アルバイト関係支出，設備関係支出（1 個又は 1
組の価格が 500 万円未満）及び PD・RA 経費 
・補助金の上限 1 億円（「研究費のみ」のプロジェクトは 3,000 万円） 



・補助率：2 分の 1 以内 
 
4. 事業の採択について 
(1) 評価項目 

1.研究プロジェクトの意義と必要性 
2.研究内容の妥当性 
3.研究組織の妥当性 
4.事業費の妥当性 

(2) 地方等強化枠 
地方大学（地方に所在する研究拠点を含む）※1 又は中小規模大学※2 が行う研究プロジェ

クトであって、当該大学の研究により地域の活性化が図られるものや、地域の特性を活かし

て行う研究について評価を行う。 
※1 申請プロジェクトの研究拠点が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都

府、大阪府及び兵庫県（ただし、過疎地域自立促進特別措置法第 2 条第 1 項、第 33 条第 1
項、第 33 条第 2 項に基づき過疎地域に指定されている地域を除く。）の都府県以外に所在

すること。 
※2 収容定員 8,000 人未満の大学であること。  
(3) 選定手続き 
外部の学識経験者で構成する「私立大学戦略的研究基盤形成支援検討会」において審査の

うえ選定する。 
(4)補助の方法 
選定された学校は，文部科学省に計画調書等を提出し補助を受ける。 
ただし，研究費については，日本私立学校振興・共済事業団に申請し補助を受ける。 
 
出典（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002/002/1289381.htm、

2016 年 2 月 5 日現在） 
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