
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０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（1年度目） 
 
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，牧野圭祐 
 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,  
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 Oyawa Walter 

 協力機関：（英・和文） African Institute of Capacity Development(AICAD),  

 (アフリカ人づくり拠点） 

  

（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（以下 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２０年度研究交流目標 
 初年度である平成 20 年度は，すでに一部で実施段階にある農村部インフラ整備のための

適正技術の紹介，把握，実践を行い，研究課題を抽出しそのアプローチ手法を定め具体的

に研究活動を開始することを目標とする．各適正技術の課題を抽出し，その対策案をたて

る．具体的な実施に向けた計画をたてる．またこの実例をもとに，日本アフリカの両研究
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者により現地のニーズにあった新たな研究課題の抽出とその基本的なアプローチ方法を協

議する． 

 今後技術移転の影響評価を行うために，ターゲットとするコミュニティの抽出と技術移

転前の現段階での実態把握を行う．この過程で影響評価のため基本方針を定めることを目

標とする． 

 
７．平成２０年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

研究体制に関する現地研究者との本格的な議論は，研究者交流による事前の打合せを

経て，2008 年 9 月に実施された JSPS AA セミナーにて行われた．JSPS AA セミナー開催

後，ケニア側の研究者である Oyawa 助教授，Mutuku 教授，Too 博士と今後の研究体制作

りについて議論を行い，土のう技術および固化ブロックについての具体的な研究体制作

りを確認した．ここでは，ケニア側の現地研究者による現状調査の実施と，基礎研究の

遂行について，内容を具体化した．特に土のう技術に関しては，日本人研究者の指導に

よる現地大学構内での実験など，いくつかの研究成果も報告された．また，評価技術に

関しては，浅野准教授が別途 Muwatelah 教授と連絡を取り，今後の研究体制についての

準備状況が確認された．一方，タンザニア側の研究者については，セミナーに参加した

Kyulule 教授を通じ，タンザニア側の研究体制の現状や研究の進め方について報告がな

された．また来年度以降の研究体制について，木村教授が 2008 年 11 月，および大島准

教授が 2009 年 3 月にタンザニアに訪問し，土のう技術および固化ブロックに関する現

地研究者と研究体制の確認を行った．また評価技術に関しては，担当研究者が変更とな

る可能性を示唆されたが，タンザニア側は適任者の人選も含め今後の取り組みを約束し

た．タンザニアでは，学生の卒業研究としてテーマを割り振り，日本人研究者と現地研

究者が指導を行うことで研究を進めることが確認された． 

研究成果の情報交換については，電子メールによる審議で行うとともに，各国の代表

研究者が年 1～2 回いずれかの国でミーティングを行い，互いの研究成果について情報

交換を行うことで合意した． 

 

７－２ 学術面の成果 

本年度は，ケニアを中心とする農村インフラの実態と，現地研究者の取組状況につい

て把握することを目標とした． 
1) 土のう技術 
現地農道の現状については，雨季になると未舗装の農道が通行不能となり収穫物を市場

へ運搬できないこと，病院や学校などの社会サービスにアクセスできず孤立化することが

明らかとなった．農道の路床は，自動車の輪荷重に耐える支持力を有しない軟弱地盤であ

り，自動車の往行で轍が形成され，雨水が浸漬するとさらに軟弱化し，凹凸が巨大化して
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いく．轍深さが 200 mm 以上になれば 4 輪駆動車でも車両底部が路面に接触し通行性が確保

されない．また路面の土質が泥濘化すると，走行に必要な摩擦抵抗が得られずに走行不能

となる．以上のような農道の現状に対し，現地において土のうによる舗装実験を行い，そ

の効果を確認した．その結果，経済面については，幅員 3 m の道路で道路延長 1 m あたり

の施工単価は 210 円で施工可能であることが明らかとなった．施工単価の約 50 %を土のう

袋が占めたが，これは現地発生土を中詰めしたことによる．そのため，中古の袋材の利用

や，90 kg 用の大型の袋材を分割して利用するなどの工夫で，土のう袋を安価に入手し，さ

らに施工単価を下げることが可能であるといえる．また工学的な知見として，整備作業を

行ってから 6 ヵ月後の雨季での道路状況を確認した結果，排水溝が機能しており路面に大

きな轍掘は形成されていないことが確認できた．一部「土のう」表面を被覆していた土が

流出していたが，乾季に土を撒きだし通過交通による締固めを行うことで，土のう袋が破

断するのを防ぐことは可能であると考えられる．  
2) 固化ブロック技術 
固化ブロックに関しては，現地研究者が中心となり，固化ブロック（SSB）の強度改善に

ついて検討が行われた．また現状報告では，ナイロビ周辺での建設状況，また過疎地域で

の利用状況などがあきらかとなった．強度検討の結果，マラム土を用いた SSB では，1.6MPa
程度の圧縮強度が得られたこと，レッドコヒーソイルでは 0.6MPa 程度の圧縮強度しか得

られないことなどが明らかとなった．これらの状況に対し，セメント量を増やす方法や，

補強材を混入する方法，またブロックの形状を変化させることなどで，全体構造の耐荷力

を向上させることができる可能性があることなどが明らかとなった．タンザニアでは，SSB
の国内普及が首都ダルエスサラムを中心に積極的に行われていること，過疎地域で SSB の

普及が進んでいないことなどが明らかとなった． 
 
3) 評価技術 
評価技術に関しては，技術者の教育という観点から整理が行われた．技術普及の確認と

して，技術者の教育状況を利用することや，現地研究者の活動状況を利用することなどで，

評価を行うことができる可能性があることが明らかとなった． 
 
７－３ 若手研究者養成 

日本人若手研究者 3 名が，ケニアで開催されたセミナーに参加し，積極的に現地研究

者との交流を行った．セミナーでの議論や現地で行われた状況調査などを通じ，現地の

状況把握を行っている．その結果，交渉力，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． 

一方，ケ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．またタンザニア人若手研究者についても，
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日本人研究者との情報交換や，ケニア人研究者との情報交換を行い，今後の研究の方向

性などを明確にすることができたと考えられる． 

 

７－４ 社会貢献 

社会貢献に関しては，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．今年度は，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． 

また固化ブロックの調査では，ブロック形成のための適切な土壌の検証などを行うこと

で，地域住民が自ら固化ブロックを製作できるよう，過疎地域でのブロック製作のための

ガイドラインを提示することができる．これらの結果は，小さいながらも着実に地域住民

の生活向上に繋がっており，長期的には大きな社会貢献となっていると考えている． 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

土のう技術に関しては，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，土のうによる農道整備は，施工できる範囲が限られており，自然発

生的な技術伝播には時間を要すると思われる．また，現地での情報の発信源が少ないため，

内陸部で展開した技術は，例えば沿岸地域には伝わりにくい一面がある．また，ケニア・

タンザニア地域に散在するブラックコットンソイルと呼ばれる土壌は，非常に軟弱で路面

状況が悪化しやすい．これらの土壌に対して土のうによる農道整備を行った場合，長期的

に維持状況を確認していく必要がある．現地研究者の取組状況として，現地の少ない研究

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．また日本

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，現地材料を使った研

究が中心となるため，現地研究者が中心となって研究を進める必要がある．そのため，日

本側の貢献方法について再度検討する必要があると考えられる．現状では，材料学の観点

からの日本側の学術的貢献を模索しているが，形成された固化ブロックの構築法など構造

工学としての学術的貢献がより現状に適していると思われる．ただし，過疎地域など技術

普及がない箇所において新たに固化ブロックを作成する場合，現地材料の混合比など不明

確な部分も多いため，引き続き材料学的側面からも検討する必要はある． 
評価法については，いくつかのアプローチを提案したが，適切な評価法を定めることがで

きなかったため，引き続き検討を行っていく必要がある． 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数   6 本 
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   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。） 

 
 
８．平成２０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，現地での施工試験を数箇所実施した．その結果，「土のう」によ

る道路整備手法とその技術移転への活動が，開発途上国農村部住民の潜在的な能力を見出

し，それを発揮するような取組みであることが実証された．また固化ブロックに関しては，

材料の改良による強度改善だけでなく，インターロッキングなどの構築法の工夫により，

構造体として耐荷力が向上することが明らかとなった．また，技術評価に関しては，技術

者教育を利用した普及度の評価などの提案を行った． 

 

８－２ セミナー 

日本側，ケニア側，タンザニア側から多数の研究者が参加し，各国が実施する研究の報

告が行われた．その結果，ケ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，ケニアとタンザニアの研

究者から報告があり，石切粉の再利用による固化ブロックの作成や，新たな構築法の提案

による構造強度改善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

アにおける社会インフラの現状について報告があり，次年度以降セミナーで得られた知見

をタンザニアでも展開することで合意が得られた．最後にエンジニア教育による技術普及

の可能性について報告が行われ，引き続き議論を行っていくことが確認された． 

 

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，まず木村教授がケニアを訪問し，現地研究者と具体的な研究内容の確

認を行った．ここでは，Oyawa 教授と Too 講師と打ち合わせを行い，セミナー開催に関する

準備を行った．セミナーは，2008 年 9 月に開催される国際シンポジウム CE2000 の一セッシ

ョンとして開催することに決まった．このシンポジウムは，Oyawa 教授と木村教授がコーデ

ィネータとなり開催するもので，土木技術を専門とする東アフリカの研究者が数多く参加

する．そのため，シンポジウムのセッションとして JSPS セミナーを開催し，アフリカ側か

らのニーズについて広く情報を収集するとともに，JSPS の活動を東アフリカの研究者に周

知することを狙いとした．また今年度については，主にケニアにおいて土のうおよび土ブ

ロックの研究を進めることを確認した．次にケニア側からの研究者 Mutuku 教授が日本を訪

問し，ケニアの現状報告と次年度以降の研究体制の構築について確認が行われた．Mutuku

教授は，京都大学の研究施設を見学し，ジョモケニヤッタ農工大との共同研究について，

いくつか提案を行っている. 
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９．平成２０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 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 ケニア タンザニア 合計 

日本 
実施計画  11／65 1／10 12／75 

実績 7／67 2／14 9／81 

ケニア 
実施計画 1／5  3／30 4／35 

実績 1／7 1／4 2／11 

タンザニア 
実施計画 0／0 4／26  4／26 

実績 0／0 1／4 1／4 

合計 
実施計画 1／5 15／91 4／40 20／136 

実績 1／7 8／71 3／18 12／96 

 

※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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   0／0   （人／人日）    3／5   （人／人日） 

 

 7



１０．平成２０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 実施計画  1／20 0／0 1／20 

実績  0／0  1／8  1／8 

ケニア 実施計画  0／0   0／0  0／0 

実績  0／0  1／4  1／4 

タンザ

ニア 

実施計画  0／0  0／0   0／0 

実績  0／0  1／4  1／4 

合計 
実施計画  0／0  1／20  0／0  1／20 

実績  0／0  1／4  2／12  3／16 

② 国内での交流       2 人／4人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

「土のう」による未舗装道路整備手法の開発に関して，実物大走行実験

をケニアのジョモケニヤッタ農工大学にて実施した．その結果，土のう

の耐荷力が 200 kN（20 t）～300 kN （30 t）であることが明らかとな

ったため，現地地盤においても交通荷重を支持し，轍の形成を抑制する

ことができる．次年度以降，これらの施工結果についてモニタリングを

行い，耐久性評価を行っていく． 

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 

1 名 （１３－３（タンザニア）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 実施計画   3／15  1／10 4／25 

実績   3／29   1／6  4／35 

ケニア 実施計画  0／0   2／20  2／20 

実績  1／7  0／0  1／7 

タンザ

ニア 

実施計画  0／0  1／10   1／10 

実績  0／0  0／0  0／0 

合計 
実施計画  0／0  4／25  3／30   7／55 

実績  1／7 3／29  1／6  5／42 

② 国内での交流       1 人／1人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

固化土ブロックの安定化材として利用できる混合剤に関する情報整理を行い，

長期安定性を有する固化土ブロックの最適配合について検討を行った．その

結果，石切粉の混合による強度発現は期待できないこと，マラム土を用いた

場合，1.6MPa 程度の圧縮強度が得られたこと，レッドコヒーソイルでは

0.6MPa 程度の圧縮強度しか得られない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 

0 名 （１３－３（タンザニア）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 実施計画   1／10  0／0 1／10 

実績   3／28   0／0  3／28 

ケニア 実施計画  0／0   1／10  1／10 

実績  0／0  0／0  0／0 

タンザ

ニア 

実施計画  0／0  1／10   1／10 

実績  0／0  0／0  0／0 

合計 
実施計画  0／0  2／20  1／10   3／30 

実績  0／0 3／28  0／0  3／28 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

ローカル規格の現状を調査した．その結果，SSB（固化ブロック）に関し

てはケニアスタンダードが存在すること，土のう技術に関しては該当す

る規格がないことなどが明らかとなった．また技術移転が社会に与える

影響について方法論の検討を行った結果，技術者教育による影響度の数

量化というアプローチを提示できた． 

 

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 

1 名 （１３－３（ タンザニア ）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 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- Seminar on 

infrastructure technologies for sustainable development  
開催時期 20 年 9 月 24 日（1日間） 

開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 

（和文）モンバサ,ケニア サンアンドサンホテル 

（英文）Kenya,Mombasa,Sun and Sand 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は

必須) 

Oyawa Walter, Jomo kenyatta University of Agriculture and 

Technology, Associate Professor 

参加 

者数 

① アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    6/6 （ 6/6 ）人/人日 7/7 

（7/7） 

 人/人日

( ケニア ）国(地域)側参加者       0/0  （ 0/0 ）人/人日 

(タンザニア）国(地域)側参加者       1/1  （ 1/1 ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数    計 

日本側参加者             16 人 

22 人 

   

( ケニア）国(地域)側参加者             5 人 

(タンザニア)国(地域)側参加者             1 人 

①と②の合計人数       29 人 

セミナー開催の目的 アフリカ現地で調達可能な素材を利用した，農村インフラ整備手法

の開発という研究テーマを東アフリカ地域の研究者らと共有する．

アフリカでのニーズの再発見とそのニーズに応える研究手法につ

いて日本側からのノウハウを活かすことを目的とする． 
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セミナーの成果 日本側，ケニア側，タンザニア側から多数の研究者が参加し，各国

が実施する研究の報告が行われた．まず日本側からは，土のうに関

するケニアでの実験結果などが報告され，ブラックコットンソイル

と呼ばれるケニア特有の悪条件地盤での施工法や，今後斜面に適用

していくことなどの方向性が示された．また固化ブロックに関して

は，ケニアとタンザニアの研究者から報告があった．ケニアでは，

主に材料による強度改善の研究を行っており，マラム土にポゾラン

セメントを添加する方法や，石切粉とセメントを置換する方法につ

いて発表が行われた．またタンザニアでは，インターブロック形式

を用いた堅牢な構造物の構築法について研究を行っており，いくつ

かの適用事例などを含め研究の進展について報告が行われた．ま

た，タンザニアにおける社会インフラの現状について報告があり，

財政難により社会インフラの整備が遅れていること，ローコストで

整備できる技術に高いニーズがあることが明らかとなった．また，

次年度以降セミナーで得られた知見をタンザニアでも展開するこ

とで合意が得られた．最後にエンジニア教育による技術普及の可能

性について報告が行われ，道路整備の技術者教育の実例が示され

た．また技術者教育と普及効果の把握については，今後も引き続き

議論を行っ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：Oyawa（JKUAT） 

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），伊藤，北根（名古屋大），TOO，Mutuku（JKUAT），Mwatelah（AICAD），

Mwamila(UDS) 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容  印刷製本代       金額  109,960 円  
    旅費          金額 1,678,353 円     

ケニア側 内容  会場費・施設利用料・謝金・軽食代    
金額  400,000 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                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 ケニア タンザニア 計 

日本 
実施計画  1/5 0/0 1/5 

実績 1/10 0/0 1/10 

ケニア 
実施計画 1/5  0/0 1/5 

実績 0/0 0/0 0/0 

タンザニア 
実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 

合計 
実施計画 1/5 1/5 0/0 2/10 

実績 0/0 1/10 0/0 1/10 

② 国内での交流       0 人／0人日 
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１１．平成２０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 278,150  

外国旅費 3,890,084  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 345,604  

その他経費 285,232  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

200,930  

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 520,790 1／10 

第２四半期 2,395,443      7／61  

第３四半期 1,518 ,373 3／19 

第４四半期 565,394      1／6 

計 5,000,000     12／96 

 
 


