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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２２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://www.ise.kuciv.kyoto-u.ac.jp/afr/ 
 
 
３．開始年度 

平成 20 年度（３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）：産官学連携本部, 本部長, 牧野 圭祐 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：産官学連携本部, 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２２年度研究交流目標 
 終年度では，前年度の成果を踏まえ，各共同研究のとりまとめと提言を行うとともに，

ケニア・タンザニアでの新規課題の検討を行う． 

「研究協力体制の構築」 

技術移転による影響評価を定期的なアンケートなどで確認することとし，研究組織内で情

報共有する体制を構築する．前年度までに構築されたネットワークに加え，研究組織の強

化としてタンザニア道路省 TANROADS との共同研究も模索する．また本プログラム終了

後も継続的に協力体制が得られるよう，メーリングリストの作成など定期的な情報交換の

方法について検討する． 
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「学術的観点」 

土のうに関しては，斜面など特殊な場合における土のうの利用法を現地実験により検討す

る．土ブロックに関しては，タンザニアで軽量骨材を活用した方法を検討する．いずれの

課題も，学術的に新規性の高い内容である． 

「若手研究者育成」 

共同研究において，日本人研究者がケニア人・タンザニア人の若手研究者を指導すること

で，ＯＪＴによる若手育成を実施する．また日本人若手研究者については，現地でのフィ

ールド研究やセミナーでの発表を通じて育成を行う． 
 
７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

技術移転に関する影響評価については，現地の技術研修生に対して技術移転に関する第

一回のアンケートが実施されたが，その結果がレポートとして電子メールを介して組織

内研究者に共有された．以降，定期的なアンケート調査を現地で実施した場合に引き続

き情報を共有できるように，相手国コーディネーターから電子メールを介してアンケー

ト結果が提出される体制を構築した．タンザニア国においては，タンザニア道路省

TANROADSとの打ち合わせを行い，次年度以降道路管理に関する研究協力が約束された．

また，セミナー時に組織内研究者が打ち合わせを行い，今後もメールを介しての情報共

有が確認され，メーリングリストの作成が行われた． 

 

７－２ 学術面の成果 

土のうに関しては，タンザニアにおいて現地実験が実施された．ここでは，タンザニアで

砂地盤に対して土のう工法を適用した場合の具体的な施工法，基本的な性能，耐久性が確

認された．また，橋梁部などの特殊な場合における適用性についても検討を行い，実施可

能であるという結論を得た．土ブロックに関しては，タンザニアにおける軽量骨材の利用

が検討され，骨材の混入により強度低下するが，ある条件下では利用可能であるとの結論

を得た．さらに，軽量骨材を舗装道路の路盤材として活用する方法を提案し，次年度以降

に共同研究することが確認された． 
 
７－３ 若手研究者養成 

土のうに関する共同研究において，タンザニアにおける現地実験の指導を日本人研究者

がタンザニア人若手研究者に対して実施した．また，ケニアにおいて開発された道路管

理システムの運用に関し，日本人研究者がケニア人若手研究者に対して具体的なアドバ

イスを行った．日本人若手研究者については，タンザニアにおける関係省庁へのヒアリ

ング，ケニアにおける共同研究の提案などを行うとともに，セミナーでの発表およびデ

ィスカッションを行い，育成を行った． 

 



 4

７－４ 社会貢献 

土のう技術に関しては，タンザニアにおいて具体的に試験施工を行い，農道整備による現

地住民の直接的な生活改善が行われた．また，タンザニアにおいて今後劣化が予想される

幹線道路の合理的な管理法について，道路管理者に対して提案を行った．ケニアにおいて

も，すでに地方道路に導入されている道路管理システムの具体的な改善などについてアド

バイスを行った．道路管理に対する提案・アドバイスは，現地管理者に積極的に評価され

ているため，今後の管理体制の改善に繋がることが期待される．土ブロックに関しては，

共同研究の成果により建設材料として利用できることが確認されたため，今後の積極的な

利用が期待される． 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

土のうに関しては，タンザニア・ケニアにおける土壌を用いても，十分機能が発揮される

ことが確認された．しかし，一部の特殊な土壌（例えばブラックコットンソイルなど）に

対しては，その効果が発揮されないという事例も確認されたため，新たな補強法や代替策

の提案を行う必要がある．さらに，土のう技術の普及は「草の根」的活動となるため，両

国での具体的な普及に関しては，長期的な視野で継続的に活動を行っていく必要がある． 
土ブロックに関しては，他の研究組織を含めて現在まで様々な改良が行われてきており，

より実用化に近い段階にある．しかし，他材料とのコスト競争性や，強度不足，品質管理

技術の不足などにより，土ブロックを必要とする地域に対して普及が進まない側面が確認

された．そのため，今後は具体的な施工法の改善など，より実務に近い課題を解決してい

く必要がある．軽量骨材の利用に関する研究では，内容の取りまとめは行ったものの，ガ

イドラインの製作までには至らなかった．また，タンザニア・ケニアにおける道路管理技

術に関しては，現地の実情に合わせた，より簡易な路面評価法の確立が必要である． 後

に，技術移転評価に関しては，アンケート調査による評価を基準としたが，アンケート対

象者が限定的であることや，情報収集に時間が掛ることなどが問題であるため，今後より

簡易に移転評価を実施できる手法が望まれる． 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数   ５ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ０ 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 ２ 本 

 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

「R-1 土のう」 

タンザニアにおいて多く存在する砂地盤での施工法について検討を行った結果，砂地盤に

おいても土のう工法が十分適用できることが明らかとなった．特に，砂混入土のう袋の耐
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荷性が 775kN（=70t）と非常に大きいことが明らかとなったため，農道以外での可能性も示

唆された．また，ケニアにおいては橋梁部へ土のう工法を適用し，簡易なボックスカルバ

ートの修復に適用できることが確認された．また簡易的な舗装道路評価法については，道

路を走行する車両の振動応答から国際ラフネス指標（IRI）を推定する技術をタンザニアお

よびケニアにて実施するため予備調査として，タンザニアにおける路面管理の実情を把握

した．その結果，2年に一度程度の測定が義務付けられているものの，測定器の不足などに

より十分に実施されている状況にはないことが明らかとなった．そのため，日本側から簡

易な測定技術を提案し，来年度に試験的に提案技術による計測を現地で実施することが確

認された．また，ケニアにおける道路管理システムについては，データベース化後の 適

化手法に課題があったため，修正のアドバイスを行った． 
 
「R-2 土ブロック」 

タンザニアにおいて軽量骨材を利用した新しい建設材料の提案を行った．具体的には，

Pumice と呼ばれる軽石を骨材とする土ブロックを作成し，載荷試験を実施した．その結果，

Pumice 混入率に応じてブロックの強度低下が確認されたが，セメント量を増加させること

で十分に従来品と同等の性能が確保できることが明らかとなった．また，軽量骨材に関し

ては，土ブロックのみならず路盤材への適用を検討し，来年度以降現地で性能試験を実施

することが確認された． 
 
８－２ セミナー 

本年度のセミナーは，実施場所を日本の京都大学とし，9 月 16 日に実施された．本セミナ

ーでは，タンザニア側から 4 名，ケニア側から 5 名の研究者を招へいし，それぞれの研究

状況の発表と，今後の取り組みについて意見交換を行った．伊藤，北根，杉浦らの司会の

もと，R-1 関連では，木村，Bujulu，Momanyi よりタンザニアでの土のうによる農道整備

技術の報告があった．また R-2 関連では，Oyawa,Mutuku,Gariy らにより，ケニアでの土

ブロックによる建築構造技術の報告があった．これらの共同研究以外に，大島，三方から

提案された舗装道路の評価技術や Too，Mwatelach，Rubaratka，Makunza らなどからの

管理技術など，アフリカ諸国で緊急に必要とされる技術課題の話題提供が行われた．また

福林・浅野らの取りまとめた資料も報告された．これらの議題を通して， 終的な取りま

とめの方針を確認するとともに，今後の協力体制について確認が行われた．以上の結果，

それぞれの研究者からの報告を通じ，各国の共同研究の進捗状況を把握することができた．

また，路面評価技術や道路管理法など新たな課題が指摘された．今後も，道路評価技術な

どを中心として研究を継続していくこと，さらにメールを中心とした定期的な連絡を行う

ことで，継続的に情報交換を行うことが確認された． 

また，学生を含めた若手研究者を中心とした討論を実施した結果，積極的な討議が行われ，

若手研究者の国際的な討論技術の経験を積むことができた． 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

タンザニアでの軽量骨材の利用法について，現地研究者と打ち合わせを行い，来年度以降

に現地での評価試験を実施することが確認された．また，ケニアにおける簡易的な舗装道

路評価法についても，次年度以降に現地（ナイロビ周辺）で評価試験を実施することが確

認された．  

 
 
９．平成２２年度研究交流実績人数・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 

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/15(0/0) 1/5(0/0) 4/20(0/0) 

実績 3/19(0/0) 3/18(0/0) 6/37(0/0) 

ケニア 

<人／人日> 

実施計画 3/12(0/0)  2/8(0/0) 5/20(0/0) 

実績 5/32(2/2) 0/0(0/0) 5/32(2/2) 

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画 4/16(0/0) 4/16(0/0)  8/32(0/0) 

実績 4/28(4/4) 0/0 4/28(4/4) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 7/28(0/0) 7/31(0/0) 3/13(0/0) 17/72(0/0) 

実績 9/60(6/6) 3/19(0/0) 3/18(0/0) 15/97(6/6) 

 

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

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※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>  7/8 (2/2)  <人／人日> 
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１０．平成２２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，産官学連携本部，教授 

（英文）Makoto KIMURA, Kyoto University, society-Academia 
Collaboration for Innovation ,Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Kiptanui Arap Too, Jomo kenyatta University of Agriculture and 
Technology, Lecturer 

交流予定人数 

（※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> 
 

計画 1/5 計画 1/5 計画 1/5 

0/0(0/0) 1/6(0/0) 1/6(0/0) 

ケニア 

<人／人日> 

計画 1/4 
 

計画 1/4 計画 1/4 

3/20(2/2) 0/0(0/0) 3/20(2/2) 

タンザニア 

<人／人日> 

計画 2/8 計画 3/12 
 

計画 5/20 

1/6(1/1) 0/0(0/0) 1/6(1/1) 

合計 

<人／人日> 

計画 3/12 計画 4/17 計画 1/4 計画 8/33 

4/26(3/3) 0/0(0/0) 1/6(0/0) 5/32(3/3) 

② 国内での交流      1 人／1人日 (2/2) 

２２年度の研 

究交流活動およ

び成果 

タンザニアにおいて多く存在する砂地盤での施工法について検討を行っ

た結果，砂地盤においても土のう工法が十分適用できることが明らかと

なった．特に，砂混入土のう袋の耐荷性が 775kN（=70t）と非常に大き

いことが明らかとなったため，農道以外での可能性も示唆された．また，

ケニアにおいては橋梁部へ土のう工法を適用し，簡易なボックスカルバ

ートの修復に適用できることが確認された． 

日本側参加者数  

5 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

ケニア側参加者数 

3 名 （１３－２ ケニア側参加者リストを参照） 

タンザニア側参加者数 

5 名 （１３－３ タンザニア側参加者リストを参照） 
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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 

交流予定人数 

（※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> 

 計画 1/5 計画 0/0 計画 1/5 

3/19(0/0) 0/0(0/0) 3/19(0/0) 

ケニア 

<人／人日> 

計画 2/8 
 

計画 1/4 計画 3/12 

2/12(0/0) 0/0(0/0) 2/12(0/0) 

タンザニア 

<人／人日> 

計画 2/8 計画 1/4 
 

計画 3/12 

3/21(3/3) 0/0(0/0) 3/21(3/3) 

合計 

<人／人日> 

計画 4/16 計画 2/9 計画 1/4 計画 7/29 

5/33(3/3) 3/19(0/0) 0/0(0/0) 8/52(3/3) 

② 国内での交流       4 人／5人日 (0/0) 

２２年度の研 

究交流活動およ

び成果 

タンザニアにおいて軽量骨材を利用した新しい建設材料の提案を行っ

た．具体的には，Pumice と呼ばれる軽石を骨材とする土ブロックを作成

し，載荷試験を実施した．その結果，Pumice 混入率に応じてブロックの

強度低下が確認されたが，セメント量を増加させることで十分に従来品

と同等の性能が確保できることが明らかとなった． 

日本側参加者数  

4 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

ケニア側参加者数 

2 名 （１３－２ ケニア側参加者リストを参照） 

タンザニア側参加者数 

8 名 （１３－３ タンザニア側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施する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  

第三回 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 3rd seminar 
on infrastructure technologies for sustainable development 

開催時期 平成 22 年 9 月 17 日（１日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）日本，京都，京都大学 
（英文）Japan, Kyoto, Kyoto University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）木村 亮，京都大学，産官学連携本部，教授 

（英文）Makoto KIMURA, Kyoto University, society-Academia 
Collaboration for Innovation ,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 
(日本) 

日本 
<人／人日> 

A. 2/2 

B. 1/1 

C. 4/4 

ケニア 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 5/32 

C. 0/0 

タンザニア 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 4/28 

C. 0/0 

合計 
<人／人日> 

A. 2/2 

B. 10/61 

C. 4/4 

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 今年度まで得られた共同研究や，調査についての結

果について報告を行い，情報交換を行うとともに，

今後の共同研究の可能性について討議を行う． 

また，日本およびアフリカ側の若手研究者を中心と

した討論セッションを開催し，共同で将来的な提言

などを行う． 

セミナーの成果 それぞれの研究者からの報告を通じ，各国の共同研

究の進捗状況を把握することができた．また，路面

評価技術や道路管理法など新たな課題が指摘され

た．今後も，道路評価技術などを中心として研究を

継続していくこと，さらにメールを中心とした定期

的な連絡を行うことで，継続的に情報交換を行うこ

とが確認された． 

また，学生を含めた若手研究者を中心とした討論を

実施した結果，積極的な討議が行われ，若手研究者

の国際的な討論技術の経験を積むことができた． 

セミナーの運営組織 主催国運営責任者：木村（京都大学） 

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

と概算額 

日本側 内容   国内旅費       26,560 円 

     印刷製本代       77,500 円 

     郵送費        12,768 円 

合計  116,828 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> 

タンザニア

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/5(0/0) 1/5(0/0) 2/10(0/0) 

実績 0/0(0/0) 2/12(0/0) 2/12(0/0) 

ケニア 

<人／人日> 

実施計画 0/0(0/0)  0/0(0/0) 0/0(0/0) 

実績 0/0(0/0) 0/0(0/0) 0/0(0/0) 

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画 0/0(0/0) 0/0(0/0)  0/0(0/0) 

実績 0/0(0/0) 0/0(0/0) 0/0(0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0(0/0) 1/5(0/0) 1/5(0/0) 2/10(0/0) 

実績 0/0(0/0) 0/0(0/0) 2/12(0/0) 2/12(0/0) 

②  国内での交流      0 人／0人日(0/0) 

 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

京都大学・ 

准教授・ 

大島義信 

タンザニア・ 

ダルエスサラム・ 

ダルエスサラム大学

H22.8.17-H22.8.22 プロジェクト終了後の共同

研究および連絡体制に関す

る打ち合わせ 

大阪工業大学・ 

准教授・ 

三方康弘 

タンザニア・ 

ダルエスサラム・ 

タンザニア道路省 

H22.8.17-H22.8.22 現地実験のための情報収集
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 680,260  

外国旅費 3,817,153  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 140,470  

その他経費 170,858  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

191,259  

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 16,000 2 /2 

第２四半期 3,786,874 16/86 

第３四半期 170,448 0/0 

第４四半期 1,026,678 4/17 

計 5,000,000 22/105 

 
 


