
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 京都大学 
（ケニア）拠点機関： ジョモケニヤッタ農工大学 
（タンザニア）拠点機関： ダルエスサラム大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：東アフリカ農村部のインフラ整備における自立型技術の導入とその評価体系の構築 
（交流分野：社会・安全システム科学）  

（英文）：Transfer and evaluation system of self-sustaining technologies for rural 

infrastructures in east Africa 

（交流分野：Social / Security System Science）  
 研究交流課題に係るホームページ：http:// csd.kuciv.kyoto-u.ac.jp/JSPS/index.html 
 
３．開始年度 

平成 20 年度（2 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：京都大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：産官学連携センター, センター長, 年光 昭夫 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：産官学連携センター, 教授, 木村 亮 
 協力機関：名古屋大学,摂南大学,大阪工業大学 
 事務組織：京都大学 研究推進部 産官学連携課 
 
相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１） 国 （地域）名：ケニア 
拠点機関：（英文）Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology 

      （和文）ジョモケニヤッタ農工大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Civil Engineering, 

Associate Professor,  Oyawa Walter 

 協力機関：（英文）African Institute of Capacity Development(AICAD),  

      （和文）アフリカ人づくり拠点 
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（２） 国 （地域）名：タンザニア 
拠点機関：（英文）University of Dar es Salaam 

      （和文）ダルエスサラム大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Civil Engineering and Built 

Environment, Professor, Mwamila Burton 

 協力機関：（英・和文）なし 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 

東アフリカ諸国の主要産業は農業であるにもかかわらず，農業に従事する住民の多く

は貧困生活を余儀なくされている．その一因として，農作物を輸送する農業道路や，学

校・病院などの公共施設などのインフラが未整備であることがあげられる．このような

状況は長年，（独）国際協力機構（JICA）を含めた開発援助実施機関において認識され

てきたが，具体的な解決策の実践は少なかった．この事実は，従来のようなトップダウ

ン方式の外国援助や中央政府主導の整備では，短期的な改善策とはなっても，持続可能

な解決策とはならなかったことを示唆している．すなわち農道などの小規模インフラの

整備には，農民自身で実践可能な適正技術が必要であり，さらにはインフラ整備の実践

を通してコミュニティの形成を促すことが必要と考えられる．またこのような開発援助

を持続的に達成していくためには，単に技術移転を行うだけではなく，双方による技術

移転の影響評価を行い，今後の技術移転のあり方や方法論へとフィードバックする必要

がある． 

よって本研究の交流目標は，農村部インフラに対する適正技術の提案と，技術導入に

よるコミュニティ形成の実践，さらに技術導入の影響評価を日本とアフリカ双方の機関

により行う体制を構築することにある．このような適正技術の導入と影響評価が実践で

きる体制が構築できれば，アフリカ側として現状に適した技術導入を持続的に行うこと

が可能となり，また日本側として途上国のニーズや現状に適した技術移転が可能となる．

また以上のような適正技術の移転と影響評価による持続可能な発展が，アフリカ諸国の

貧困改善への一助となることを上位目標としている． 

 
６．平成２１年度研究交流目標 
 平成 21 年度では，前年度の成果を踏まえ，タンザニアを中心に活動を進める．土の

う技術に関しては，ケニア・タンザニア両国において施工実験の実施，地盤条件の確認

などを行う．また土ブロックに関しては，タンザニアのインターロック式ブロックにつ

いて普及状況の調査を進めるとともに，タンザニア現地研究者との共同研究として，新

材料による強度改善，耐震方法の検討，軽量骨材の利用などの検討を行う．技術移転評

価に関しては，昨年度に技術者教育を指標とする新しいアプローチを行ったが，他の方

法も含め効果的な評価法の検討を行う．  

また，年一回程度の研究者交流，電子メールによる定期的な情報交換によって，相手
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国との連携を強化する．さらにこれらの研究活動に対して，セミナーを通じて相手国内

の他研究機関へ情報を発信し，ダルエスサラム大学を拠点とするネットワークの形成を

目指す．若手研究者育成に関しては，セミナーにおける若手研究者の研究発表，多国間

による共同研究への積極的な参加など，OJT による育成を目指す． 

 
７．平成２１年度研究交流成果 
 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

平成 21 年度は，タンザニアを中心とした研究体制の充実を図った．平成 21 年 7 月に来

日したタンザニア側の代表 Kyulule 教授と事前打合せを行い，9月にタンザニア・ダル

エスサラムで第二回の JSPSAA セミナーを実施し，タンザニア側研究者と実質的な議論

を行うことを約束した．このセミナーにおいて，構造工学分野の研究者から土ブロック

の利用形態について報告がなされたほか，軽量骨材の利用について積極的な申し出があ

り，今後の共同研究に対する体制作りについて議論が行われた．その結果，来年度日本

で実施されるセミナーで共同研究の骨子を提示できるよう，タンザニアおよび日本の構

造分野の研究者が定期的に電子メールで連絡を取りあうことが約束された．また軽量骨

材に関しては，タンザニア道路省との話し合いも行われ，道路省の研究者も本共同研究

について積極的に参加することが確認された．土のう技術に関しては，日本人技術者が

タンザニア人研究者と共同研究を行っており，メール等による連絡体制を構築している．

ケニア側の研究者とも定期的な連絡を取り合っており，来年度のセミナーに向けた提言

を行えるよう電子メールなどで意見交換を行っている．  

 

７－２ 学術面の成果 

タンザニアにおける土のう技術の実証が行われ，その適用性が確認されている．その結

果，中型乗用車の 100 回走行により，土のうで舗装された路面が約 40mm 程度沈下す

ることがわかった．また 40 回を超えると沈下量の変化は緩慢となるため，プレロード

を 50 回程度行うことで，安定した走行路面を形成できることが明らかとなった．一方，

タンザニアにおいてはインターロック式土ブロックの導入が進められており，今後は軽

量骨材などの積極的な利用が望まれていることが明らかとなった．特に，Pumice と呼

ばれる軽量骨材の基礎的な特性が明確になっておらず，今後の基礎研究が重要であるこ

とがわかった．さらに技術伝播の基礎となる技術教育に関しては，技術者に対するアン

ケート調査から，成功への意欲を持たせることが重要であることが明らかとなり，何ら

かの仕組みづくりが必要であることがわかった． 
 
７－３ 若手研究者養成 

タンザニア現地での調査に日本人若手研究者 3 名が参加し，現地研究者や道路省との積

極的な交流を行うとともに，セミナーでの発表と議論を行っている．その結果，交渉力，
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理解力，また研究のとりまとめ能力など，日本人若手研究者のスキル向上に繋がったと

いえる．さらに，上記若手研究者 3 名を中心とした研究グループが自主的に勉強会を実

施し，本事業で推進する研究内容の再確認と今後の展望などの議論を行った．その結果，

若手を中心とした研究グループにより，新たにアフリカでの道路管理に関する研究課題

を提案することとなった．一方，タンザニア人若手研究者については，日本人研究者の

指導を受け，土のう技術などの研究を推進した．また研究者交流を通じ京都大学を訪問

し，日本の大学での研究状況を視察している．その結果，日本が築き上げた土木工学の

方法論など，直接的に先進国の教育を受けることに繋がったと考えられる． 

 

７－４ 社会貢献 

フィールドワークとして実施した土のうによる農道整備が，直接的に近隣住人の生活向

上に繋がっている点が挙げられる．昨年度はケニアで，今年度はタンザニアで試験的に

限定した箇所においてのみ農道整備を行っているが，本手法による整備状況が広く周知

されることによって，周辺地域に確実に技術が伝播すると考えられる．また，農道整備

の具体的な施工は，現地住民が教育を受けながら実施するため，自発的な技術の伝播が

期待される． 

また土ブロックの活用法では，タンザニアにおいて豊富に存在する軽量骨材を積極的に

活用することで，さらに安価な建設材料を創出することが可能となるため，住宅建設の

促進を促し，長期的には大きな社会貢献となると考えている． 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

土のう技術に関しては，ケニア・タンザニアにおいて具体的な成果も上がっており，今

年度の目標は十分達成したと考えている．しかし，斜面や橋梁部などの特殊状況での適

用性が明らかとなっていないため，今後検討する必要がある．また昨年度も指摘したが，

現地研究者は少ない研究費を駆使して研究を遂行しているため，研究が期待通り進捗し

ない場合がある．そのため日本人研究者に過大な期待感を持っている部分もあるため，

今後も平等のパートナーシップを維持することが重要であると考えている． 
固化ブロックに関しては，現状調査を中心とした研究を行ったが，いまだ特性が明らか

となっていない現地固有の軽量骨材に対する高いニーズを確認したため，今後も軽量骨

材の基礎的な性質の把握などを中心に研究を進める必要がある． 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数  3  本 

   うち、相手国参加研究者との共著 1 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの 1 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

土のう技術については，タンザニアでの施工試験を数箇所実施した．具体的には，ダエ

ルエスサラム大学構内に人工的な農道を作成し，散水後数回の車両走行で悪路化させ，

その農道に対して土のうによる舗装を模擬した．性能評価では，中型乗用車を 100 回程

度繰り返し走行させ，締固め状況や沈下状況などを確認した．その結果，50 回程度で

沈下量が安定化すること，100 回走行の最大で 40mm 程度の沈下が生じることなどが明

らかとなった．一方，土ブロックに関しては，タンザニアにおいてインターロッキング

方式による適用が進められており，構造体としての耐荷性状を確認したほか，ポゾラン

セメントの混合による強度改善の検討などを行った．また軽量骨材に対する高いニーズ

が確認された．技術評価に関しては，道路行政に従事する技術者を対象としたアンケー

トを実施し，教育と技術普及効果について分析を行った結果，技術伝播のためには技術

者教育が必要であること，また効果的な教育には高いモチベーションが必要であり，資

格などの付加価値による枠組みが必要であることなどが明らかとなった．  

 

８－２ セミナー 

タンザニアの研究者を中心として，日本側，ケニア側から研究者が参加し，各国が実施

する研究の報告が行われた．その結果，タンザニアと日本との共同研究として，土のう

技術に一定の成果が得られたことが明らかとなった．また固化ブロックに関しては，タ

ンザニアの研究者から報告があり，インターロック方式による新たな構築法の提案など

の新しい知見が得られたことが明らかとなった．また，タンザニアにおいて軽量骨材の

用途創出に対する需要が高いことが明らかとなったため，今後タンザニア道路省を含め

て共同研究を行っていくことが確認された．また日本側の技術提案に対しても意見交換

が行われ，道路舗装面の簡易評価法などへの要望が強かったため，来年度は路盤面や舗

装面などの簡易評価法についても広く検討することが確認された． 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

研究者交流では，まず Kyulule 教授および Bujulu 講師が日本へ来日し，京都大学で打

合せを行った．両研究者は，日本における土のう研究の実施状況の視察や，土ブロック

および軽量骨材の利用状況などを調査するとともに，9 月に実施された AA セミナーの

具体的な打合せを行った．特に土のうに関しては，タンザニア人研究者との打合せを通

じて，日本人研究者による具体的な実験計画の提示やタンザニア人研究者への指導が行

われた．またタンザニア側の研究者がケニアへ渡航し，ケニア側の研究者と打ち合わせ

を行った．その結果，三国間での協力体制が確認されたほか，今後構造分野での新たな

研究課題について共同研究を推進していくことなどが確認された．また日本側から研究

者がケニアに渡航し，現地研究者と打ち合わせを行い研究状況の確認を行ったほか，道

路管理の実態調査などを行った． 
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９．平成２１年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

         

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

ケニア 

<人／人日>

タンザニア

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/8 6/48 7/56 

実績 1/9 7/42(1/4) 8/51 (1/4) 

ケニア 

<人／人日> 

実施計画 0/0  4/16 4/16 

実績 0/0 3/9(1/3) 3/9 (1/3) 

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画 2/21 6/24  8/45 

実績 2/17 9/36 11/53 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/21 7/32 10/64 19/117 

実績 2/17 10/45 10/51(2/7) 22/113 (2/7) 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

さい。 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   0／0  ＜人／人日＞    2／2  ＜人／人日＞ 
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１０．平成２１年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）「土のう」による住民参加型農村インフラ整備手法の開発 

（英文）Development of the participatory method for the maintenance 

of rural infrastructures with Do-nou 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）木村 亮，京都大学，産官学連携センター，教授 

（英文）Makoto KIMURA, Kyoto University, Innovative Collaboration 

Center, Professor  

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Kiptanui Arap Too, Jomo kenyatta University of Agriculture and 

Technology, Lecturer 

交流人数 

（※日本側予算によ

らない交流（相手国

予算による）につい

ても、カッコ書きで

記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 ケニア タンザニア 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0 1/8 1/8 

実績 0/0    1/4 1/4 

ケニア 

<人／人日> 

実施計画 0/0  1/4 1/4 

実績 0/0 0/0 0/0 

ﾀﾝｻﾞﾆｱ 

<人／人日> 

実施計画 1/8 3/12  4/20 

実績 1/8 3/12 4/20 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/8 3/12 2/12 6/32 

実績 1/8   3/12 1/4 5/24 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

タンザニアにおける土のうの適用性を現地農道をフィールドとして実証

実験を行った結果，50 回程度の車両走行を実施した後，再度土のうを敷

設することで舗装面が安定化することが明らかとなった．また，住人参加

による施工を試験的に実施した結果，一部のコミュニティから不理解によ

る反発などが生じ，活性化の妨げとなった．そのため，参加者の理解のみ

ならず，道路を利用する周辺のコミュニティ全体が「道直し」に対する正

しい理解をする必要があることが明らかとなった． 

日本側参加者数  

2 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ ケニア）国(地域)側参加者数 

1 名 （１３－２（ケニア）国側参加研究者リストを参照）

（タンザニア）国(地域)側参加者数 
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3 名 （１３－３（ﾀﾝｻﾞﾆｱ）国側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）固化土ブロックの適用に関する研究 

（英文）Application of stabilized soil blocks 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）杉浦邦征・京都大学・教授 

（英文）Kunitomo Sugiura, Kyoto University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Oyawa Walter, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, 

Associate Professor 

交流人数 

（※日本側予算によ

らない交流（相手国

予算による）につい

ても、カッコ書きで

記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 ケニア タンザニア 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0 3/24 3/24 

実績    0/0 3/19 3/19 

ケニア 

<人／人日> 

実施計画 0/0  0/0 0/0 

実績    0/0    0/0    0/0 

ﾀﾝｻﾞﾆｱ 

<人／人日> 

実施計画 0/0 2/8  2/8 

実績    0/0    4/16    4/16 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 2/8 3/24 5/32 

実績 0/0 4/16 3/19 7/35 

② 国内での交流       2 人／2人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

タンザニア現地研究者により，ダルエスサラム大学内で土ブロックの基礎

実験が実施され，インターロック式のブロックにより耐荷性状が向上する

ことが明らかとなった．またポゾランセメントの利用により強度改善する

ことなどが確認された． 

日本側参加者数  

3 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ ケニア）国(地域)側参加者数 

2 名 （１３－２（ケニア）国側参加研究者リストを参照）

（タンザニア）国(地域)側参加者数 

8 名 （１３－３（ﾀﾝｻﾞﾆｱ）国側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）技術導入の影響評価に関する研究 

（英文）Assessment on the impact of technology transfer 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）浅野英一・摂南大学・准教授 

（英文）Eichi Asano, Setsunan University, Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Josphat Mwatelah,  

AICAD, Director 

交流人数 

（※日本側予算によ

らない交流（相手国

予算による）につい

ても、カッコ書きで

記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 ケニア タンザニア 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0 2/16 2/16 

実績 0/0 3/19 3/19 

ケニア 

<人／人日> 

実施計画 0/0  0/0 0/0 

実績    0/0     0/0 0/0 

ﾀﾝｻﾞﾆｱ 

<人／人日> 

実施計画 0/0 1/4  1/4 

実績    0/0    1/4 1/4 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 1/4 2/16 3/20 

実績 0/0 1/4 3/19    4/23 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

技術者教育の調査に基づき，技術普及の影響評価を行った結果，技術者の

育成には高いモチベーションが必要であるため，資格など高い付加価値を

与える枠組みが重要であることなどが明らかとなった． 

日本側参加者数  

3 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ ケニア）国(地域)側参加者数 

2 名 （１３－２（ケニア ）国側参加研究者リストを参照）

（タンザニア）国(地域)側参加者数 

2 名 （１３－３ （ ﾀﾝｻﾞﾆｱ ）国側参加研究者リストを参照）
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）JSPS アジア・アフリカ学術基盤形成事業 第二回 持続

的発展のための社会基盤技術セミナー 
（英文）-JSPS AA Science Platform Program- The 2nd seminar on 

infrastructure technologies for sustainable development 
開催時期 平成 21 年 9 月 25 日（1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タンザニア，ダルエスサラム，ホワイトサンズホテル 
（英文）Tanzania, Dar es Salaam, White Sands Hotel 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）木村 亮，京都大学，産官学連携センター，教授 
（ 英 文 ） Makoto KIMURA, Kyoto University, Innovative 

Collaboration Center, Professor  
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

A. Kyulule， 

University of Dar es Salaam,  

Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ タンザニア  ） 

日本 
<人/人日> 

A. 0/0
B. 7/7
C. 1/4

ケニア 
<人/人日> 

A. 3/9
B. 0/0
C. 1/3

タンザニア 
<人/人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 10/10

合計 
<人/人日> 

A. 3/9
B. 7/7
C. 12/17

A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目

的 
昨年度からタンザニア・ケニアで展開している小規模インフラの整備

手法に関する研究について，それぞれの進捗状況の報告と新規テーマ

の提案などを行う．また土のう，固化ブロックに限らず，広く小規模

インフラに関する情報交換を行うことを目的とする． 

セミナーの成果 タンザニア側の研究結果として，土のうによる農道整備技術がタンザ

ニアでも適用可能であること，土ブロックの利用には十分な基礎構造

が必要であることなどが明らかとなった．また浅野によるアンケート

結果が紹介され，道路維持管理には技術者教育が重要であること，ま

た十分な品質確保ができていない現状が明らかとなった．日本側の道

路管理技術や軽量骨材利用に関する技術紹介が行われた結果，特に軽

量骨材に関してタンザニア側からのニーズが高く，現地材料（Pumice）

の利用について今後共同研究を進めていくことが確認された． 

セミナーの運営組

織 
主催国運営責任者：Kyulule（UDS） 

日本側責任者：木村（京都大学） 

事務局代表：大島（京都大学），TOO（JKUAT） 

運営委員：大島，杉浦，木村（京都大学），三方（大工大），浅野（摂

南），北根（名古屋大），TOO，Mutuku（JKUAT） 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 旅費        金額  262,485 円 
   会場費           111,853 円 
   印刷費及び送料        83,390 円 合計 457,728 円

相手国(地域) 内容              金額 0 円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

ケニア 

<人／人日>

ﾀﾝｻﾞﾆｱ 

<人／人日>

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/8 0/0 1/8 

実績 1/9 0/0 1/9 

ケニア 

<人／人日> 

実施計画 0/0  0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画 1/13 0/0  1/13 

実績 1/9 1/4 2/13 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/13 1/8 0/0 2/21 

実績 1/9 2/13 0/0 3/22 

② 国内での交流       0 人／0人日 
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１１．平成２１年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 338,320  

外国旅費 3,944,705  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 181,355  

その他経費 332,243  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

203,377  

計 5,000,000  

委託手数料 500,000  

合  計 5,500,000  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 598,857 4／21 

第２四半期 3,081,884 10／52 

第３四半期 67,830 0／0 

第４四半期 1,251,429      7／33   

計 5,000,000 21／106 

 
 


