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Director’s Message

I am very pleased to share the outcomes of the Global Leadership Training Programme in Africa (GLTP). 
This programme started in 2013 with the strong support of the Japanese government (Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology). The aim of this programme is to train young 
Japanese global leaders who will contribute to sustainable development in Africa.

GLTP is designed as a programme that provides young researchers with training and international 
experience to enhance their practical skills, with a focus on solving real-world problems. In particular, 
it provides participating postgraduate students with important opportunities to learn from African 
supervisors while they are conducting their research in Africa.

I would like to take this opportunity to express our gratitude to our partners in Africa. Without their 
support and commitment, we would never have been able to effectively implement this programme. 
I am pleased to note that the students participating in this programme have contributed to the 
international community as well as advancing their own professional development. I am confident 
that our GLTP alumni will continue to play an important role in strengthening the partnership between 
Japan and Africa.

「アフリカでのグローバル人材育成プログラム（GLTP）」は、2013 年に開始され、今年で 4 年目を迎
えます。文部科学省の支援により実施されている本プログラムは、将来の日本をリードし日本とアフリ
カの友好・協力関係の促進に貢献する人材を育てるために、進められてきました。

本プログラムは、単にアフリカでの研究を費用面で支援するというものではなく、日本を代表する国際
的な次世代リーダーを育てるためのトレーニングが組み込まれています。現場のニーズに即した研究と
研究成果の現地へのフィードバックを重視し、本プログラムに選ばれた学生たちが日本を代表するリー
ダーとしての素養を備えられるよう改良を重ねて参りました。アフリカのフィールドを熟知した現地専
門家から直接指導を受けられることは、特記すべき特徴の一つでしょう。

本プログラムはアフリカ現地の専門家や提携先大学の協力なくしては、成し得ないものでした。末筆な
がら、ここに感謝の意を記すとともに、本プログラムを通して育った選りすぐりの修了生たちが、国際
社会において日本とアフリカをつなぐ架け橋となり、GLTP で培った経験を生かして活躍してくれるこ
とを切に願っています。

所長　竹本和彦
国連大学サステイナビリティ高等研究所

2016 年 8 月

Kazuhiko (Kazu) Takemoto
Director, UNU-IAS

August 2016
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2 Global Leadership Training Programme in Africa

Eligible Students and Programme 
Duration
Japanese graduate students at colleges or uni-
versities in Japan are eligible to participate in 
this programme.
- Master’s course students: 2–3 months
- PhD course students: 3–6 months

日本の教育機関に在籍している日本人大学院生を
対象にしており、派遣期間の目安は、修士課程： 
2 ～ 3 ヶ月、博士課程：3 ～ 6 ヶ月になります。

Student Participation
A total of 24 Japanese graduate students 
(2013–2015) carried out their research in eight 
African countries. Participants can also conduct 
their research at universities other than the UNU 
partner universities.

2013 ～ 2015 年度にかけて、合計で 24 名の大学
院生を採用しサポートしてきました。主に、UNU-
IAS の提携先大学や研究機関へ派遣されるととも
に、参加学生が所属する大学の協定校等への派遣も
可能です。

The Global Leadership Training Programme 
in Africa (GLTP) supported by the Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology of Japan provides financial and edu-
cational support to Japanese graduate students. 
The objective of the programme is to enhance 
the skills and knowledge of Japanese graduate 
students towards solving various challenges in 
Africa, and train them to become global leaders.

Participating students contribute to solving vari-
ous challenges and issues related to sustainable 
development in Africa. Their experiences and 
research findings are shared not only in Japan, 

but also with host countries in Africa to strength-
en the partnership between Japan and Africa.

文部科学省の支援によって実施されている本プロ
グラムは、国連及び専門機関が関心を寄せる重要課
題や、地球規模での喫緊の諸問題解決に貢献する人
材の育成を目的としています。

本プログラムに選ばれた学生は、アフリカ各国の大
学や研究機関において、実践的なトレーニングを受
けることにより、日本を代表するリーダーとしての
資質を磨き、その研究成果が社会に還元されること
によって、日本とアフリカ両国の連携強化に貢献し
ています。

2013 2014 2015
Total 6 9 9
DRC* 1
Ghana 1 1 2
Kenya 2 4 1
Malawi 1
Senegal 1 1
South Africa 1 2
Uganda 1
Zambia 1 1 3

*DRC: Democratic Republic of the Congo

Kenya 7

24
students

Malawi 1

Uganda 1

DRC 1Ghana 4

South Africa 3

Zambia 5

Senegal 2

= 5

= 1

 About GLTP
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Research Areas
The programme encourages participants to 
promote research contributing to the “2030 
Agenda for Sustainable Development” and the 
“Sustainable Development Goals (SDGs)”.

本プログラムは、「持続可能な開発のための 2030
アジェンダ」と、「持続可能な開発目標（SDGs）」
達成への貢献を促しています。

Graduate Destinations
GLTP alumni now contribute to society and de-
velopment in Africa through their work in the 
government sector, research institutes and in 
the private sector as well as holding strategic 
positions in the non-profit organizations.

修了生は、官公庁や研究機関、民間企業といった幅
広い分野で活躍しています。また、NPO 団体の代
表等としても活躍しています。
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Global Leadership Training Programme in Africa (GLTP)

Host Universities
Partner universities and institutions of the programme are as follows:

現在、本プログラムが提携している大学は下記の通りです。

Ghana
⋅  Kwame Nkrumah University of  

Science and Technology
⋅ University for Development Studies
⋅ University of Ghana
⋅ UNU Institute for Natural Resources in Africa

Kenya
⋅ Kenyatta University
⋅ University of Nairobi
Nigeria
⋅ University of Ibadan

South Africa
⋅ University of Cape Town
Zambia
⋅ The University of Zambia
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GLTP 2013
In FY 2013, 6 graduate students (2 PhD and 4 master’s 
students) were selected. The students conducted their 
field research at universities and research institutes in 
5 countries: Ghana, Kenya, Senegal, South Africa  
and Zambia.

The research that students pursued included examining 
researchers’ future roles in addressing climate adapta-
tion in Ghana. This explored the diverse potential roles 
for scientists, considering the structural challenges of 
organizations and the researchers’ varied satisfaction 
rates as well as external expectations, at different lev-
els, including nationally and locally. Another example 
of research conducted by a participating student was 
towards finding a solution to food shortages caused 
by population growth. The student investigated how 
small-scale farming using hemp sacks in an urban area 
might help to solve food shortages.

2013 年度は、合計で 6 名の学生が採用され、ガーナ、ケ
ニア、セネガル、南アフリカ、ザンビアに設置されている大
学や研究機関で調査を実施しました。

参加学生の研究内容は、例えば、気候変動における科学者の
役割を調査した研究がありました。これは、国やローカルレ
ベル等のさまざまな場面において、組織構造的な問題点、当
事者の満足度、外部からの期待という点から、科学者の多面
的な活用の可能性を考察した研究です。この他、都市部の人
口増加による食糧危機を回避するため、都市部の住宅で麻
袋を使った小規模農業の効果を実態調査した研究等があり
ました。
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GHANA
Yuki Ohashi
Master’s degree student,  
United Nations University  
Institute of Advanced Studies  
Host University

United Nations University Institute 
for Natural Resources in Africa  
(UNU-INRA)

Research Topic

Filling Gaps for Scientists: New 
Roles of Research Activities in 
Climate Adaptation in Ghana

Current Affiliation

Agri-Soken Inc.

大橋 祐輝
国連大学高等研究所
環境ガバナンス生物多様性研究科
現所属：（株）アグリ総研

KENYA
Hideaki Konno  
Master’s degree student,
Knowledge Science Management 
of Technology, Japan Advanced 
Institute of Science and Technology

Host University

University of Nairobi

Research Topic

Wireless Mobile Network 
Business Modeling – Based on 
Network Business Comparison 
between Kenya and Japan

Current Affiliation

Lenovo Japan Co., Ltd.

今野 秀彰
北陸先端科学技術大学大学院
知識科学研究科
現所属：レノボ・ジャパン（株）

Yuma Shimizu 
Master’s degree student, 
Graduate School of Frontier 
Sciences, The University of Tokyo

Host University

University of Nairobi

Research Topic

Current Status and Continuous 
Factors of Sack Gardening in 
Nairobi, Kenya

清水 結真
東京大学大学院
新領域創成科学研究科

SENEGAL
Mariko Ikeda
PhD degree student,  
Graduate School of Global 
Environmental Studies,  
Kyoto University 

Host University

Institut de recherche pour le 
développement (IRD)

Research Topic

Climate Change Adaptation to 
Coastal Erosion in Senegal

Current Affiliation

PhD degree student,  
Kyoto University

池田 まりこ
京都大学大学院
地球環境学舎地球環境政策論分野
現所属：京都大学大学院博士課程

SOUTH AFRICA
Natsuko Ozawa
Master’s degree student, 
Graduate School of Media and 
Governance, Keio University

Host University

University of Cape Town

Research Topic

The Research on CO2 Emission 
Reduction Measures in the 
Platinum Production Process 
– Case Study of South Africa’s 
Largest Platinum Producer, Anglo 
American Platinum

Current Affiliation

Japan Development Service,  
Co., Ltd.

小澤 奈津子
慶応義塾大学大学院 
政策・メディア研究科
現所属：（株）日本開発サービス

ZAMBIA
Haruna Nakazato 
PhD degree student,
Graduate School for International 
Development and Cooperation,  
Hiroshima University

Host University

The University of Zambia

Research Topic

Current Situations and Functions 
of Lesson Study Discussion in 
Zambia: A Case of Secondary 
Schools in Solwezi District

Current Affiliation

NPO IMAGINUS

中里 春菜
広島大学大学院国際協力研究科
現所属：NPO 法人 IMAGINUS

アフリカでのグローバル人材育成プログラム
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Senegal is located in West Africa and the coastal 
lines extend about 700km from the north to 

the south of the country. In recent years, Senegal 
has confronted serious coastal erosion and the re-
lated harmful effects of climate change. The critical 
problem is that about 60 percent of its population 
totaling more than 8 million people are concentrat-
ed in coastal areas. 

The Adaptation Fund (AF) was established 
under the Kyoto Protocol in order to finance con-
crete adaptation projects for vulnerable areas and 
communities. AF’s basic philosophy is to accomplish 
adaptation as “safeguarding development” and it 
has several unique and innovative financing fea-
tures represented by Direct Access Modality (DA). 
DA allows developing countries to access financial 
resources directly via the National Implementing 
Entity (NIE), which has chosen with some strict crite-
ria and fiduciary standards by the Adaptation Fund 
Board. DA enables developing countries to en-
hance country ownership and participation of Civil 
Society Organization. Center de Suivi Ecologiqué 
(CSE) was appointed as the first NIE of Senegal and 

it had conducted the adaptation project entitled 
“Adaptation to Coastal Erosion in Vulnerable Areas” 
from 2011 to 2014.

The purpose of this study is to examine whether 
DA works effectively or not for most vulnerable areas 
based on the field survey. The author conducted 
expert interviews with CSE and focus group inter-
views with local beneficiaries in Joal. Based on the 
results, some conditions and factors are proposed 
to make DA work more effectively. 1) NIE is required 
to strengthen its financial and technical resource 
management to enhance accountability for budget 
mobilization. 2) The adoption of “Theory of Change” 
can improve the evaluation process of each pro-
gramme and project. 3) It is important to develop 
community based indicators with participatory 
development approach and its implementation. 
These enabling factors can ensure sustainability 
and replicability of the whole project. In addition 
to that, codifying lessons learned from the project 
in Senegal can contribute to the ideal model for 
Green Climate Fund.

Climate Change Adaptation to Coastal Erosion  
in Senegal

Graduate School of  
Global Environmental Studies, 
Kyoto University (PhD course)

Mariko Ikeda

Institut de recherche pour le 
développement (IRD)
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セネガルはアフリカの西端に位置する後発開発
途上国（LDC）である。一人当たり国民総所得

（GNI）は約 1000 ドル、人間開発指数（HDI）は
187 カ国中 163 位と貧困を抱えている。それに加
え、人口の 60％や産業の 85% が沿岸域に集中し
ており、気候変動の影響に最も脆弱な地域の一つ
である。

適応基金は、京都議定書の下、2001 年に設立さ
れた贈与中心の基金である。気候変動の悪影響に特
に脆弱な地域である後発開発途上国や貧困層、女性
グループの脆弱性を低減しレジリエンスを高める
ことを主目的とする。資金調達面では官民の資金を
財源としている点、配分面では「ダイレクト・アク
セス・モダリティ」を採用した点で革新的であると
され、気候資金におけるパイオニアとしても注目さ
れてきた。2015 年 4 月時点で 45 カ国、48 のプ
ロジェクトに総額 4 億円を供与している。

本研究は、セネガルで 2011 年から 2014 年に
実施された適応基金の第 1 号のプロジェクト「脆
弱地域における海岸侵食への適応」について、気候
資金の分野で初めて採用された「ダイレクト・アク

セス・モダリティ」の適用可能性を論じることを目
的とする。ダイレクト・アクセスは資金配分方法の
みならず、途上国のオーナーシップを高め、自助努
力を促すためにプロジェクトの計画・実施・管理に
おける主導権を途上国の国家実施機関（NIE）に付
与し、地元住民など CSO の参加、連携を強めるこ
とによって「セーフガードされた開発」を実現する
ことを可能にする。

約 6 カ月の滞在中、プロジェクト全体を実
施、管理した NIE である CSE (Centre de Suivi 
Ecologique) を中心に聞き取りを実施し、特に海
岸浸食や塩害化の影響が顕著であるジョアル地域
に滞在し、プロジェクトの執行機関である NGO や
女性グループに対しフォーカス・グループインタ
ビューを行った。現地調査から明らかになったこと
は、脆弱層にとって気候変動の影響による被害が甚
大であるかどうかの原因特定は重要な問題ではな
く、むしろ従来から継続もしくは悪化する極度の貧
困に対する持続性のある生活支援を必要としてい
ることであった。適応より緩和に類すると考えら
れる煙害防止のための魚の加工用の新式オーブン
の導入の活動に対する住民のインパクトが大きい
ことが観察されたからである。脆弱地域における適
応は、堤防の建設などインフラ整備の活動に加え、
貧困削減を目的とする生活支援や能力開発がパッ
ケージ化されたプログラムの立案と実施が効果的
であることが検証された。

ダイレクト・アクセスの適用可能性やスケール
アップを達成するためには、セネガル案件の教訓
を明文化することが重要である。1） 健全な NIE の
育成のための専門家配備、資金管理や配分におけ
る透明性の確保、2）プログラム評価における変革
理論の導入 3）参加型開発の手法を取り入れたコ
ミュニティ主導の指標作り、管理の実施。これらの
可動要因をプログラムの改善に組み入れ、評価体
系を確立することにより、プロジェクト全体の持
続性・反復可能性、基金の触媒機能を担保すること
が可能になる。

GLTP 2013 | RESEARCH 1

池田 まりこ
京都大学大学院　地球環境学舎地球環境政策論分野

セネガルの気候変動適応 
海岸浸食対策の事例



8 Global Leadership Training Programme in Africa

The purpose of my fieldwork was to investi-
gate the Lesson Study implementation in the 

Republic of Zambia. Focusing on cases of secondary 
schools, lesson study discussions were previously 
analysed to know their features and find ways to 
improve them. Lesson studies at Zambian schools 
have been conducted by following a guideline 
proposed by the Ministry of Education, and thus 
there is not much difference among the schools. 
Meanwhile, according to several reports, the record 
of each school shows that lesson studies have been 
implemented more frequently than expected. 
However, this does not necessarily mean that teach-
ers’ discussions are always productive, resulting in 
the improvement of their teaching ability. That is 
because discussions of some lessons might lack 

Current Situations and 
Functions of Lesson 
Study Discussion in 
Zambia: A Case of 
Secondary Schools in 
Solwezi District

Graduate School for International 
Development and Cooperation, 
Hiroshima University (PhD course)

Haruna Nakazato

deep thinking as well as an idea of coming up with 
a new strategy for betterment of education. My field 
research was conducted to explore the quality of a 
lesson study and identify challenges and ways to 
enhance it.

This field survey targeted the north-western 
province where secondary-school science teachers 
have practiced lesson studies since 2008. 7 lesson 
studies regarding science classes of grade 8 to 12 
were observed in a period between 27th January 
and 28th February 2014. They were recorded by 
video camera, voice recorder, and in field notes. 
Supplementary information was collected by 
referring to relevant documents and interviewing 
educational officers as well as the teachers. 

The exploration of the lesson studies revealed 
that teachers’ discussions were either positively 
or negatively affected by the use of an evaluation 
sheet. It is designed to encourage all participants 
to voice their opinions, and evaluate their teaching 
materials as well as methods of teaching from a 
learner’s perspective. This fieldwork made me re-
alize that teachers’ reference to its evaluation items 
led to narrow discussions of the lesson studies. It 
implies that a more flexible way of examination 
of their performances is necessary to improve the 
quality of education. Meanwhile, it was observed 
that describing a case of a particular learner, each 
teacher participated in lesson studies. This is part 
of positive outcomes led by the implementation of 
lesson study in the development of teaching skills, 
indicating that teachers’ understanding of “leaners’ 
perspectives” is important. 

The University of Zambia
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GLTP 2013 | RESEARCH 2

中里 春菜
広島大学大学院　国際協力研究科

本研究はザンビア共和国における授業研究の実
態を明らかにするものである。ここでは特に研究授
業後の協議会に着目し、特定の事例を用いてその実
態を分析した。ザンビアの授業研究は日本のそれと
異なり、国家政策として導入されたため、その方法
がガイドラインとして設定され普及された。ゆえに
各校では型に従って実施しており、学校間での違い
が日本ほど大きくない。しかし、これまでのモニタ
リングによると、各校での実施状況は計画された通
りの頻度で行われているが、その協議会における話
し合いが教師の能力向上につながるものとなって
いるかどうかは疑わしいと報告されている。実際に
はあまり深く考える必要のない会話や打開策を見
出すのに苦労するということのない話し合いに留
まる傾向にある。ゆえに、実際にどのような話し合
いを行っているかを明らかにし内容を分析するこ
とは協議会の質を上げるのに重要となる。

本研究ではザンビアの北西部州を対象とした。
2008 年から中等理科の教師を対象に授業研究が導
入された地域である。2014 年 1 月 27 日から 2 月
28 日の期間で中等理科の授業研究を 7 事例観察し

た。調査では授業研究の実施状況をビデオカメラに
よる録画、ボイスレコーダーによる録音、そして随
時メモを取って観察した。補助資料として、教師へ
のインタビュー、教育省関係者へのインタビュー、
関連文書の収集を行った。録画したデータは発言を
全て書き起こし、それをもとに協議内容を分析した。

本研究において明らかになったことは、協議会で
使用される評価シートの影響が大きいこと、またそ
の影響はポジティブにもネガティブにも作用して
いることである。評価シートは、協議会参加者全員
に発言の機会を与え、観察者全員に教師／教授に関
すること、生徒に関すること、教材に関することな
ど、授業を見る具体的な視点を万遍なく与えるが、
同時に個々の議論は深まりにくいという問題点が
ある。しかしながら、評価シートのみが議論の深度
を決定付けるものではないことも明らかになった。
議論の質を高めるためには評価シートに縛られず、
教師がそれを臨機応変に利用する姿勢が大切であ
る。一方で、協議会中、特定の生徒について具体的
に語る場面が観察された。先行研究によると、教師
の生徒に関する具体的な語りは、教師の教授能力向
上につながると言われる。したがって、このような
発言は教師による学習者の理解に寄り添った省察
の力量を伸ばす契機になると考える。つまり、ここ
に今後の協議会の質向上の鍵があると示唆される。

ザンビア共和国における授業
研究協議会の機能と現状：ソル
ウェジ郡の中等学校の事例
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DRC
Nahoko Tokuyama 
PhD degree student, 
Graduate School of Science, 
Kyoto University

Host University

University of Kinshasa

Research Topic

Intra- and Inter-group Aggression 
of Wild Bonobos

Current Affiliation

Research Fellow, Kyoto University

徳山 奈帆子
京都大学大学院
理学研究科生物科学専攻
現所属：京都大学霊長類研究所 研究員

GHANA
Yuho Takagi
Master’s degree student, School 
of International and Public Policy, 
Hitotsubashi University

Host University

University of Ghana

Research Topic

The Relationship between 
Democracy and Resource Curse  
~ How Could PRMA Have Been 
Established in Ghana?

Current Affiliation

Ministry of Foreign Affairs of Japan

高木 勇歩
一橋大学国際公共政策大学院
グローバル・ガバナンス研究科
現所属：外務省

KENYA
Chiaki Tsuchida
Master’s degree student, 
Graduate School of Arts and 
Sciences, The University of Tokyo

Host University

Kenyatta University

GLTP 2014
In FY 2014, 9 graduate students (4 PhD and 5 master’s 
students) were selected. The students conducted their 
field research at universities and research institutes 
in 5 countries: DRC, Ghana, Kenya, South Africa  
and Zambia.

Students investigated a variety of issues in Africa. One 
of the students focused his research on the complex 
dynamics of refugee issues in Kenya. He analyzed the 
impact of refugee policy in Kenya by studying the 
relationship among engaged parties such as the gov-
ernment, the United Nations, NGOs and the refugees 
themselves. Another student carried out her research on 
the risk of child mortality due to a poor hygiene environ-
ment. The research aimed to improve hygiene in places 
such as kindergartens and to clarify the positive impact 
of an improved hygiene environment on children’s 
health and health care-seeking behavior. 

2014 年度は、合計で 9 名の学生が採用され、DRC、ガー
ナ、ケニア、南アフリカ、ザンビアに設置されている大学や
研究機関で調査を実施しました。

参加学生の研究内容として、ケニアで実施された、難民問題
における複雑なダイナミズムを調査した研究がありました。
これは、政府や国連、NGO、難民当事者といった難民保護
に関わる関係者の役割や関係性を分析し、難民政策が現場に
与える影響について調査した研究です。この他、劣悪な衛生
環境による 5 歳未満児の死亡リスクを調査し、幼稚園にお
ける衛生改善が、児童の健康状態や衛生行動に与える影響解
明を目的に実施された研究等がありました。

DRC: Democratic Republic of the Congo
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Research Topic

The Discrepancy between 
International Refugee Protection 
Norm and its Domestic 
Implementation on Refugee Mass 
Influx - Challenges and Response 
to Somali Mass Influx in Dadaab 
Refugee Camp, Kenya

Current Affiliation

PhD degree student,  
The University of Tokyo

土田 千愛
東京大学大学院総合文化研究科
国際社会科学専攻
現所属：東京大学大学院博士課程

Amane Kobayashi 
PhD degree student, Graduate 
School of Media and Governance, 
Keio University

Host University

University of Nairobi

Research Topic

Assessment of Climate Change 
Impacts on Regional Security in 
Kenya: A Case Study of Kajiado 
District

Current Affiliation

Research Fellow, Keio University 

小林 周
慶應義塾大学大学院 
政策・メディア研究科
現所属：慶應義塾大学 研究員

Kanako Takeshita 
Master’s degree student,  
Graduate School of Medicine,  
The University of Tokyo

Host University

Kenyatta  University

Research Topic

Impact of Hygiene Practices at 
Early Childhood Development 
Centers on Hygiene Practices and 
Health Outcomes of ECD Children 
in Rural Communities, Kenya

Current Affiliation

Japanese Red Cross Society

竹下 加奈子
東京大学大学院医学系研究科
国際保健学専攻
現所属：日本赤十字社

Tomoko Ichiyanagi 
PhD degree student,  
Graduate School of International 
Development, Nagoya University

Host University

Kenyatta  University

Research Topic

Potential and Challenges of 
Social Enterprise Engaging with 
Smallholder Farmers and Rural 
Women in Beekeeping Sector: 
A Case of Honey Care Africa in 
Kenya

Current Affiliation

PhD degree student,  
Nagoya University

一栁 智子
名古屋大学大学院国際開発研究科 
国際協力専攻
現所属：名古屋大学大学院博士課程

SOUTH AFRICA
Taichi Hinotsu
Master’s degree student, 
Graduate School of Engineering, 
Osaka University

Host University

University of Cape Town

Research Topic

Trend of Sustainable Buildings and 
The Possibility of an Assessment 
System for Built Environment 
Efficiency in South Africa

Current Affiliation

Shimizu Co., Ltd. 

樋津 太一
大阪大学工学部地球総合工学専攻
建築・都市デザイン学講座
建築・都市環境工学領域
現所属：清水建設（株）

Taichiro Fujino
Master’s degree student, School 
of International and Public Policy, 
Hitotsubashi University

Host University

University of Cape Town

Research Topic

Why People Exercise Violence, 
When they Express Their Political 
Opinions

Current Affiliation

IBM Japan, Ltd.

藤野 太一朗
一橋大学国際公共政策大学院
グローバル・ガバナンスコース
現所属：日本アイ・ビー・エム（株）

ZAMBIA
Chiho Kaneko
PhD degree student,  
Graduate School of Veterinary 
Medicine, Hokkaido University

Host University

The University of Zambia

Research Topic

Studies for Enhancement of 
Strategies for the Control of 
Rabies in Zambia

Current Affiliation

PhD degree student,  
Hokkaido University

兼子 千穂
北海道大学大学院獣医学研究科
現所属：北海道大学大学院博士課程

アフリカでのグローバル人材育成プログラム



12 Global Leadership Training Programme in Africa

This research has been conducted to ex-
amine the impact of climate variability, 

particularly drought on the regional security in 
Kenya. Throughout the field research in Kajiado 
District, southwestern part of Kenya, it was found 
that prolonged drought in this decade has been 
creating various problems and conflicts in the local 
society depending on pastoralism and rain-fed 
agriculture. Inter-boundary migration/immigration 
of pastoralists to access pasture and water have 
been increasing due to drought, however increased 
migration have been accelerating conflicts for lim-
ited resources with local people and governments. 
Drought is not a temporary issue anymore, but a 
continuous risk to arid and semi-arid lands in Kenya 
that cover about 80% of the total land mass and are 
home to about ten million people in the country. 

Throughout the field research, it was found that 
some solutions mitigating the risks of drought have 
been implemented by the governmental organi-
zations and local communities, however there has 
been a negative cycle; the solutions themselves 
have been creating other problems or conflicts 

and make the region more vulnerable. However, 
the governmental organizations cannot intervene 
in this negative cycle effectively. Also the govern-
ance structure for preventing the risk of climate 
change in Kajiado County has not been working 
efficiently or sufficiently. Many key informants of the 
government organizations emphasized that Kajiado 
is more vulnerable to the drought risks than other 
neighboring counties due to the lack of govern-
ance, infrastructure and resources, despite the fact 
that the county neighbors Nairobi and does not 
experience inter-tribal conflicts with firearms. Most 
informants of local people also emphasized there 
has been no support from governments to mitigate 
the risk of drought after 2009, the most severe 
drought hazard, and said they are “neglected” from 
the government. It was found that it is necessary to 
understand 2 things; 1) drought is becoming a risk 
for more stakeholders’ security and 2) governance 
is a key to mitigate the risk of climate variability. 
More comprehensive analysis/policies and long-
term strategy will be needed to break the negative 
cycle of the risks of climate variability.

Assessment of Climate Change Impacts on Regional 
Security in Kenya: A Case Study of Kajiado District 

Graduate School of Media and Governance, 
Keio University (PhD course)

Amane Kobayashi

University of Nairobi
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近年ケニアでは深刻な旱魃が慢性化しており、資
源（水や牧草地）の減少や枯渇が国境やコミュニ
ティの伝統的境界線を越えた人の移動を加速させ、
また限られた／縮小する資源や家畜をめぐっての
遊牧・放牧民同士の紛争も増加している。報告者
は 2014 年 12 月～ 2015 年 3 月にかけてケニア・
ナイロビ大学を訪問し、ケニア南西部のカジアド
県（Kajiado County）を事例として、旱魃が紛争
を引き起こす／深刻化させるメカニズムについて、
特にガバナンスの面に着目して検証を行った。 

ケニアでは国土の 83％（約 49 万 km2）を占
める乾燥地および半乾燥地（Arid and Semi-Arid 
Lands: ASALs）に人口の約 25％（約 1,149 万人）
が居住しており、その多くが放牧によって生計を立
てている。本研究における調査対象値であるカジア
ド県は、ケニア南西部、タンザニアとの国境部に位
置する行政区である。面積は 21,901km2 であり、
その大半が半乾燥地域（Semi-arid Area）である。
カジアド県の主な産業は牧畜業であり、人口の約
50％が従事し、90％以上の土地が牧畜業、特に放
牧に利用されている。カジアド県の平均年間降雨量
は 685mm（327 ～ 1576mm）であり、基本的
な降雨期としては、3 月～ 5 月に長期の、11 月～
12 月に短期の雨期が訪れる。しかしここ 2000 年
以降の年別降雨データを参照すると、降雨量および
降雨期ともに一定しておらず、特に 2014 年の降
雨量は 2009 年～ 13 年の平均雨量に比べて、3 月
～ 5 月は 25％、11 月～ 12 月は 55％と、例年に
比べて極めて少なかった。 

カジアド県では民族間対立、銃火器の蔓延、難民
の流入などの治安不安定化は発生していないもの
の、調査を進める中で、他の ASALs と同様に近年
の旱魃その他の気候変動が、牧畜に依存する地域社

会において様々な紛争を引き起こしていることが
明らかになった。例えば、牧草地と水にアクセスす
るため、牧畜民の国境や伝統的境界線を越えた移動
が旱魃によって増加しているが、このような移動は
地元の人々や政府との限られた資源をめぐる紛争
を加速させている。また、資源を求めて頻繁かつ広
範囲にわたっての移動が必要となるため、1 つの地
域に定住できないことが、牧畜民の生計の不安定
化、医療や教育へのアクセス欠如といったリスクを
もたらしている。 

カジアド県の政府職員や地域コミュニティの
リーダーを対象とした調査から、同地域では旱魃リ
スクの予防および対応のためのリソースが極めて
限られていることが明らかになった。具体的に挙げ
られたのは、①気候変動対策に関する制度・政策、投
資の欠如および不足、②人員や設備を含めた災害予
防・対応のための資源の不足、③情報やアウトリー
チの限定性などである。さらに、カジアド県におけ
る貧困率は 47％（ケニア全体では 46％）、1999 年
～ 2009 年の平均人口増加率は 5.26%（ケニア全
体では 2.64％）と、開発や資源配分の側面からも気
候変動リスクに対する脆弱性が高いことが分かる。 

このように、カジアドでの調査を通して、気候変
動がもたらす種々のリスクの直接的、間接的、双方
向的な連関によって、地域安全保障が不安定化して
いることが明らかになった。また、ある国や地域の
気候変動に伴う諸リスクの予防や対応について検
証する際は、環境面での脆弱性と同時に、ガバナン
スなど人為的側面にも注意を払う必要があること
も分かった。東アフリカ地域での旱魃はもはや慢性
的なものであり、これまでの緊急的な人道援助を
中心とした対応では状況を改善することは難しく、
より中長期的な開発を通した旱魃への対応能力（レ
ジリエンス）を強化する必要があるといわれる。気
候変動がもたらすリスクを低減させ、安定的な地域
安全保障を構築していくためには、ガバナンス面に
も十分に着目し、より包括的かつ長期的な解決策を
策定・実施していく必要がある。 

GLTP 2014 | RESEARCH 1

小林 周
慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科

気候変動が地域安全保障に及
ぼす影響の検証：ケニア・カジ
アド県の事例から
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Aggressiveness and warfare of humans are 
often compared with one of our closest 

relatives, the chimpanzees (Pan troglodytes). 
Chimpanzee males fight severely to attain higher 
social rank, and acquire or protect limited resourc-
es like food or sexual partner. They often make 
coalitions to attack competitors and sometimes 
beat them to death. All males possess higher so-
cial status than that of females, and infanticides by 
males are observed. The inter-group relationship 
is quite oppositional, and they sometimes kill the 
members of other groups. However, in our other 
closest relative, bonobos, aggressive interactions 
are much milder than in chimpanzees. Severe 
aggressive interactions like those in chimpanzees 
do not occur even during inter-group encounters. 
When they encounter other group, they can peace-
fully stay together for several days. Despite the 
importance of understanding aggressive interac-
tions, studies of aggressive interactions in bonobo 
are scarce. I studied the intensity of aggressive in-
teractions and pattern of coalition in wild bonobos 

Intra- and Inter-group 
Aggression of Wild 
Bonobos

Graduate School of Science,  
Kyoto University (PhD course)

Nahoko Tokuyama

and compared the difference between intra- and 
inter-group aggressions. 

I studied a group of bonobos (Pe group) and 
bonobos of a neighboring group at Luo Scientific 
Reserve, DR Congo. I followed a party of bono-
bos for 588 hours and recorded all aggressive 
interactions. If two or more individuals jointly at-
tacked the same target(s), I recorded the attack as  
coalitionary aggression. 

284 intra-group aggressive interactions were 
recorded. Non-serious injury was observed twice. 
Male-male aggressions were the most frequently 
observed pattern of aggressive interaction. Females 
attended the aggressions much less than males. 
However, when females took part in the aggression, 
it tended to be physical. All coalitions were formed 
to attack male(s). Female-female pairs formed coa-
litions much more than male-male and male-female 
pairs. Impressively, I observed the downfall of al-
pha-male and it was caused by four females’ severe 
aggression toward him. 

Pe group encountered with Pw group 17 times 
and with Gr group 7 times. 51 inter-group aggres-
sions were recorded. Though the proportion of the 
physical aggression was much lower in inter-group 
aggressions, individuals of Pe group got injured 
during encounters 3 times. The frequency of form-
ing coalitions was higher in inter-group aggressions 
that that in intra-group aggressions. The same as 
intra-group aggressions, all coalitions were formed 
to attack male(s). The frequency of injury was much 
higher in inter-group aggression than that in in-
tra-group aggression. Interestingly, females from 
deferent groups formed coalitions to attack male(s). 

Inter-group aggressions of bonobos were 
much milder than those of chimpanzees. Serious 
aggressions which were possibly lethal were never 
observed. The possibility of injury and the probabil-
ity of forming a coalition suggested that bonobos 
are not completely tolerant toward individuals of 
other groups. However, for females, “males” might 
be a “common enemy”, and the female coalition 
might be more important than membership to a 
group. By forming a coalition, females could beat 
males and control males’ aggressiveness. Females’ 
aggressiveness might be the key to understanding 
both intra- and inter-group aggressions in bonobos. 

In addition to the main theme, I report filial 
cannibalism in bonobos. This is the first case in my 
research site and second case in wild bonobos.

University of Kinshasa
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ヒトの攻撃性の進化を語る上で、遺伝的に近縁で
あるチンパンジー（Pan troglodytes）がしばしば
比較対象とされてきた。チンパンジーのオス間で
は、発情メスを巡ってや社会的地位の上昇などのた
めに、非常に激しい闘争が観察される。彼らは連合

（“coalition”）を組み、策略を巡らせて、順位が上
の個体を失脚させることが知られている。メスは全
てのオスより順位が低い。群れ間は激しい敵対関
係にあり、縄張りの境界では激しい闘争が起こる。
オスたちは結託し、他の群れの個体を殺すこともあ
る。しかしながら、ヒトにはもう一種、進化の隣人
がいる。ボノボ（Pan Paniscus）はチンパンジー
と非常に近縁でありながら、社会行動は大きく異
なっている。攻撃交渉は穏やかであり、オスたちが
連合を組んで争うことはほとんどない。一方、メス
達が連合を組んでオスと対抗することで、メスの社
会的地位は高い。他の群れと出会っても、激しい闘
争は見られない。ヒトの攻撃性の進化を理解する上
で、ボノボの攻撃性の理解は重要だが、研究は進ん
でいない。コンゴ民主共和国赤道州にあるルオー科
学保護区の野生ボノボを対象に、攻撃交渉のパター
ンや激しさを明らかにし、群内、群間の攻撃交渉を
比較することを目的として研究を行った。 

野生ボノボの集団Peグループとその隣接群を対

象に 588 時間の観察を行った。観察中、全ての攻撃
交渉を記録した。2 頭以上が一緒に同じ個体を攻撃
したとき、“ 連合攻撃（Coalitionary aggression）”
として記録した。 

284 回の群れ内攻撃交渉と、51 回の群れ間攻撃
交渉を観察した。群れ内攻撃交渉では、オス間の攻
撃交渉が非常に多く観察された。攻撃交渉への参加
率のみ見るとメスの攻撃性はオスに比べて低いが、
メスが攻撃に参加した場合、身体接触を伴う激しい
攻撃になる割合が多かった。連合攻撃行動は、メス
間に多くみられ、全てオスを攻撃するために組まれ
たものだった。第一位のオスがメス達の連合に激し
く攻撃され、大幅に順位を下げる様子を観察した。 

群れ間の攻撃では、身体接触を伴う攻撃の割合は
群れ内攻撃よりも低かったにも関わらず、個体が怪
我をする割合は群れ内の攻撃より高かった。群れ間
攻撃交渉では、群れ内攻撃交渉に比べ、メスが攻撃
に参加する割合が大きかった。連合攻撃を行う割合
は、群れ内攻撃交渉より、群れ間攻撃交渉の方が多
かった。面白いことに、違う群れのメス同士が連合
を組んで、オスを攻撃する行動が見られた。  

ボノボの群れ間攻撃交渉は、チンパンジーのそれ
と比べると、非常に穏やかなものであった。個体
を死に至らしめるような攻撃は一度も観察されな
かった。怪我の割合や連合攻撃の多さから、ボノ
ボは他の群れの個体の存在に対して必ずしも寛容
である訳ではないということが分かった。しかし
ながら、メスにとっては、群れの一員として振る
舞うよりも、「オス」を共通の「敵」としてメス同
士で協力しあうことの方が重要なのかもしれない。
メスは攻撃交渉への参加率は低いが、連合を組み、
オスに激しい攻撃を加えることで、オスの攻撃性
を抑制していた。メスの攻撃性が、ボノボの群内、
群間攻撃交渉を理解する上での鍵となるだろうこ
とが示唆された。 

メインのテーマ以外に、調査地では初めて、野生
ボノボ全体でも二例目となるカニバリズム（同種食
い）を観察したので報告する。

GLTP 2014 | RESEARCH 2

徳山 奈帆子
京都大学大学院　理学研究科生物科学専攻

野生ボノボにおける群内、群間
攻撃交渉
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I dealt with the Petroleum Revenue Management 
Act (PRMA) in Ghana for the case study, and an-

alysed its process to be established in detail. The 
object of this report is to clarify how PRMA could 
be established in Ghana. 

Many countries in Sub-Saharan Africa (SSA) are 
known as resource-rich countries, but at the same 
time have been introduced as cases of “Resource 
curse”. We can even say that no SSA oil produc-
ing country has ever succeeded in avoiding the 
resource curse. That is why I focused on this topic. 

Among those countries, Ghana has not expe-
rienced any phenomena of resource curse so far, 
and it is said to be partly because of the legisla-
tion to avoid the curse, especially the Petroleum 
Revenue Management Act (PRMA) established in 

The Relationship 
between Democracy 
and Resource Curse 
~ How Could PRMA 
Have Been Established 
in Ghana?

School of International and Public Policy, 
Hitotsubashi University (Master’s course)

Yuho Takagi

2011. Therefore, I focused on why PRMA could be 
established soon after the discovery of oil in Ghana. 

I picked Resource Curse Theory as an existing 
study, and reviewed both theoretical and case stud-
ies, which were lacking a focus on the process of 
institutions. Taking this into account, I focused on the 
process of establishing the legal institution in Ghana. 

The duration of the research was from 2007 
until 2011, which means from the discovery of oil 
until establishment of PRMA. Specifically, I analysed 
the statements and actions made by each actor 
(government, mass-media, civil society, private 
company, international society, etc.) to see who had 
what kind of roles. 

Through a study focusing on international actors, 
I can conclude that Ghana could establish PRMA 
thanks to its democratic background and the timing 
of the discovery of oil. We can divide this into two 
factors: a technological factor and a democratic fac-
tor (it became an incentive for Ghana). The former 
was mainly the geographical condition, and the latter 
was the tendency of natural resource governance. 
Actions of Norway and Trinidad and Tobago were 
both pushed by this tendency, and development of 
Resource Curse Theory was also accelerated. 

In contrast, I pointed out that actors representing 
domestic democracy, such as Parliament, civil soci-
ety and ordinary citizens, had no function to push 
the government to develop and establish PRMA. 

To support my hypothesis, I applied World Polity 
Theory, which says three factors concretely influence 
the actions of nations: norm, script and cognitive 
model, to the explanation of why PRMA has been es-
tablished in Ghana. And showed the opinion below: 
First, the norm was the trend of good governance 
in natural resource in the 21st century represented 
by EITI. Secondly, the script for institutionalization 
was offered by Norway through OfD. Thirdly, the 
cognitive model of PRMA was undoubtedly The 
Heritage and Stabilization Fund Act of Trinidad and 
Tobago. Had it not been for this act, it would have 
taken Ghana decades to establish the same act.

University of Ghana
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本論文は、ガーナ共和国の石油歳入管理法
（PRMA）を事例として取り上げ、その制定プロセ
スを詳細に分析することを通じて、誰がどのように
して法制度の構築に影響を与えたのかを明らかに
するものである。 

サブサハラアフリカの多くの国々は、豊富な天然
資源を保有しているにも関わらず、貧困問題を抱え
ている。いわゆる資源の呪いによって発展が阻害さ
れていることが一つの主要な原因である。そこで本
論文は、サブサハラアフリカの資源問題に着目した。 

その中でもガーナに焦点を当てた理由は、同地
域における従来の産油国全てが資源の呪いを経験
していると言われる中で、石油が発見された 2007
年以降、ガーナは石油による経済停滞もしくはガバ
ナンスの悪化を経験していない唯一の例だからで
ある。そこで、ガーナが資源管理に成功している要
因の一つとされる石油歳入管理法に焦点を当てる
とともに、「ガーナ政府が同法を迅速に制定するこ
とができた要因は何か」という問いを立てた。 

本論文では、既存研究として資源の呪い研究を取
り上げ、理論研究とガーナにおける事例研究の両方
についてのレビューを行った。その結果、既存研究
では、どのようにして石油管理制度が構築されたの

かというプロセスを詳細に分析する視座が欠けて
いることから、本論文の焦点を石油歳入管理法が制
定された「プロセス」に当てることによって、新た
な視座を提供することを目指した。 

石油歳入管理法についての考察をすすめるにあ
たり、本論文は石油開発が盛んになる 2000 年代
初めから石油生産開始（2010）までに焦点を当て
た。つまり、石油が発見されてから石油歳入管理法
が制定されるまでの期間である。この時期の国内お
よび海外の各アクターの行動を分析し、それぞれが
与えた同法の制定への影響を明らかにした。 

国際的要因として、ノルウェー、トリニダード・
トバゴ、ナイジェリア、採掘産業透明性イニシア
ティブ（EITI）を取り上げ、これらアクターの動き
の背景にはすべて、資源の呪い理論の発展を前提と
した天然資源ガバナンス改善の時代的風潮があっ
たことを発見した。ガーナの石油は技術的困難さゆ
えに 21 世紀になるまで掘り起こされることがな
く、それゆえにこそ、こうした時代的風潮に合致す
るタイミングで発見された。そのことが、石油歳入
管理法の迅速な制定を促す要因となったと言える。 

次に国内的要因の分析を通して、国内民主主義
を支える主要なアクターとしての国会、市民社会、
一般市民の行動はいずれも、石油歳入管理法の制定
に影響を与えることはなかったと指摘した。 

以上のような議論を通して、従来の通説として考
えられていた「民主主義であれば資源の呪いにはか
からない」という主張は、直接的な因果関係としては
証明されないことを指摘した。むしろ本論文は、資源
の呪い理論の発展とそれに伴う近隣国ナイジェリア
の失敗事例、及び21世紀の資源ガバナンス改善の風
潮といった要因が、ガーナの法制度構築を直接的に
後押ししたと主張する。そしてこの仮説を包括する
理論的枠組みとして、規範（Norm）、台本（Script）、
認識モデル（Cognitive model）の三つが国家の行動
に影響を与えるとする世界政体理論（World Polity 
Theory）を取り上げ、各アクターがこの枠組みのう
ちどの役割を果たしたのかを説明した。 
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資源の呪いと民主主義の 
関係性について
ーガーナ共和国における石油歳入管理
法はどのようにして制定されたのか
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GHANA
Takashi Tokumaru
Master’s degree student, Graduate 
School of Agriculture, Department 
of Environmental Science on 
Biosphere, Tokyo University of 
Agriculture and Technology

Host University

University of Ghana

Research Topic

Determination of the Extent of 
Pollution in Soils, Water Bodies, 
and Human Hair at the E-Waste 
Recycling Sites in Ghana 

得丸 貴司
東京農工大学大学院農学府 
物質循環環境科学専攻

Natsuki Kondo
PhD degree student,
Graduate School of International 
Development, Nagoya University

Host University

University for Development 
Studies (UDS)

Research Topic

Local Autonomy and Endogenous 
Development: The Experience of 
Informal Associations in Upper 
East Region, Ghana

近藤 菜月
名古屋大学大学院国際開発研究科

KENYA
Mihiro Goto
Master’s degree student, 
Graduate School of International 
Cooperation Studies,  
Kobe University

Host University

University of Nairobi

Research Topic

The Impact of the Implementation 
of Peace Education in Schools 
after the 2007/08 Post-Election 
Violence in Kenya – A case of 
Selected Primary Schools in Kisii 
and Uasin Gishu Counties

GLTP 2015
In FY 2015, 9 graduate students (3 PhD and 6 master’s 
students) were selected. The students conducted their 
field research under the supervision of universities 
and research institutes in 6 countries: Ghana, Kenya, 
Malawi, Senegal, Uganda and Zambia.

Among the student projects, one examined local ca-
pacity related to sustainable development in rural areas 
with the aim of eliminating poverty by further promoting 
such development. This consisted of measuring levels 
of capacity, analyzing linkages between local capacity 
and sustainable development, and identifying capac-
ity assets and capacity gaps at the community level. 
Environmental pollution caused by illegally imported 
electronic wastes from other countries was also studied 
by another student. The study and its investigations 
looked at the effects of e-waste (the concentration of 
heavy metals) on soil, seafood and human health.  

2015 年度は、合計で 9 名の学生が採用され、現地指導教
員の指導のもと、ガーナ、ケニア、マラウィ、セネガル、 
ウガンダ、ザンビアに設置されている大学や研究機関で調査
を実施しました。

参加学生が実施した調査のなかには、アフリカの農村地域
から貧困をなくすため、貧困削減や持続可能な開発を推進
する上で重要な “ ローカル・キャパシティ ” に焦点をあてた
研究がありました。これは、キャパシティの測定や顕在性及
び潜在性の評価、ローカル・キャパシティと持続可能な開発
の関係性を分析し、各農村におけるキャパシティのレベル
が開発の持続性へ与える影響を調査した研究です。この他、
国外から違法輸入される電子電気廃棄物の廃棄処理による
環境汚染を実態解明するため、土壌や魚介類、人の毛髪に含
まれる重金属の濃度を分析した調査等がありました。
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後藤 美裕
神戸大学大学院国際協力研究科
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School of Frontier Sciences,  
The University of Tokyo
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(Center for Social Research)

Research Topic
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Assessment for Sustainable 
Development in Rural Africa
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SENEGAL
Yuri Horiuchi
Master’s degree student, 
Graduate School for International 
Development and Cooperation,  
Hiroshima University

Host University

Cheikh Anta Diop University

Research Topic

Research on the Influence of 
Mathematics Education on 
Children’s Understanding of 
Number Concepts

堀内 悠里
広島大学大学院国際協力研究科

UGANDA
Takeru Numasawa
Master’s degree student, 
Graduate School of International 
Cooperation Studies,  
Kobe University

Host University

Makerere University

Research Topic

An Analysis on Teacher 
Absenteeism in Ugandan Public 
Primary Schools

Current Affiliation

PwC Consulting LLC

沼澤 建
神戸大学大学院国際協力研究科
現所属：PwC コンサルティング（同）

ZAMBIA
Toru Hamamoto
Master’s degree student, 
Graduate School of Agriculture, 
Hokkaido University

Host University

The University  of Zambia

Research Topic

Above/Below Ground Ecosystems 
in Dambo (Wetland) Areas in 
Zambia

濱本 亨
北海道大学農学院共生基盤専攻

Yukiko Tateyama
PhD degree student,
Graduate School of Medicine, 
Kyoto University

Host University

Institute of Economic and  
Social Research,  
The University of Zambia

Research Topic

Socio-epidemiological Study on 
Risk Factors of Non-communicable 
Diseases among Adult Population 
in Urban and Rural District of 
Zambia: Pilot Study

立山 由紀子
京都大学大学院医学研究科

Mizuki Watanabe
Master’s degree student, 
Graduate School of Public Policy, 
The University of Tokyo

Host University

The University of Zambia

Research Topic

Conflict Prevention and 
Horizontal Inequalities – What 
Mechanism Reduces the 
Likelihood of Armed Conflicts  
in Zambia? 

渡邊 美月
東京大学大学院
公共政策学教育部公共政策学専攻

アフリカでのグローバル人材育成プログラム
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Non-communicable diseases (NCDs) are rising 
rapidly in developing countries including Sub-

Saharan Africa. The increase of NCDs and premature 
death as a result of major NCDs (cardiovascular 
diseases, cancer, chronic respiratory diseases, etc.) 
has a strong negative impact, hindering the rapid 
economic growth. In Zambia, mortality due to NCDs 
was estimated to be 23% in 2012. Despite high fig-
ures of NCDs, related prevention/control measure 
and research in Zambia are still limited. Therefore, 
we conducted a community-based socio-epide-
miological study to investigate the NCDs-related 
physical conditions including knowledge, attitude, 
and behavior in Zambia. This study is a pilot phase 

Socio-epidemiological 
Study on Risk Factors 
of Non-communicable 
Diseases among Adult 
Population in Urban and 
Rural Districts of Zambia: 
Pilot Study

Graduate School of Medicine,  
Kyoto University (PhD course)

Yukiko Tateyama

to help inform field work feasibility and planning 
prior to the main quantitative study.

 Kabwe and Mumbwa districts in Central province 
were selected as our study sites. The research team 
visited the selected compound or village in both 
districts to recruit eligible individuals. The local male 
and female residents, ages 25 to 64, were includ-
ed in the study. The data on socio-demographics, 
lifestyle, NCDs-related knowledge, risk perception,  
etc. was collected through face-to-face interviews 
using a structured questionnaire. Anthropometric 
and biological measurements were also collected. 
In consideration of regional characteristics and 
participants’ comfort, the interview was conducted 
in English or the two most common local languages.

Thirty participants were interviewed with com-
plete measurements of weight, height, and blood 
pressure. Blood and urine samples were collected 
from 20 among the total 60 participants. Eleven 
participants (18.3%) were previously diagnosed 
with hypertension. Sixteen participants (26.7%) 
were overweight (BMI≥25). In regard to tobacco 
smoking, more than 65% of participants were aware 
that tobacco smoking and secondhand smoke are 
hazardous to health. As for dietary habit, 16 partici-
pants (26.7%) usually add to their food more than 5 
grams of salt per day and 14 out of 16 participants 
felt that the amount of their salt intake is a “right” 
amount or “a bit too little”. For hypertension, 54 
participants (90%) perceived that hypertension is a 
common disease in Zambia; however, only 66.7% 
understood that hypertension can be prevented.

Before conducting the study, our biggest con-
cerns were the feasibility and research acceptability 
from the participants. The positive cooperative 
attitude in the community could imply high inter-
est in their health status. The findings potentially 
suggested excessive consumption of cooking oil, 
salt, and sugar among the local community. In 
regards to being overweight, half of participants 
who have BMI≥25 did not recognize themselves as 
being overweight, demonstrating a “gap” between 
knowledge, attitude and behavior. Through these 
results, we emphasize the importance of a subse-
quent quantitative epidemiological study with a 
representative sample to help the country develop 
evidence-based interventions in the future.

The University of Zambia
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生 活 習 慣 病（Noncommunicable diseases: 
NCDs）は低中所得国で急速に増大しており、アフ
リカ地域においても増加傾向にある。NCDs には、
生活習慣に関連したリスク要因に加え、急速な都市
化や食生活や生活習慣の変化、高齢化、脆弱な保健
システム、貧困などが関与することが報告されてい
る。ザンビア共和国（以下ザンビア）においても、
経済発展による生活環境の変化により、さらなる
NCDs の増加が懸念されている。ザンビアにおける
NCDs による死亡は、2012 年で全死亡の 23% を
占めている。しかし、ザンビアにおける NCDs 対策
は十分とは言えない状況にある。従って、NCDs の
リスク状況および NCDs リスク要因に対する知識・
認識・行動を把握することを目的として、社会疫学
調査を計画・実施した。本調査は、代表的なサンプ
ルを対象とした調査実施における問題点の洗い出
しや実施体制の確立、および質問紙の妥当性・信頼
性確認のためのパイロット調査として実施された。

ザ ン ビ ア 共 和 国 中 央 州 の Kabwe 郡 お よ び
Mumbwa 郡と対象地とし、両地域在住の 25 ～ 64 
歳の一般住民（男女）に、構造化質問票を用いたイ

ンタビュー調査（対象者の属性、NCDs に関する知
識・認識・態度、食習慣、生活習慣など）および身
体・生物学的データの計測を行った。インタビュー
は、研究チームが各地域を戸別訪問し、簡易サンプ
リングを用いて実施した。使用言語は、地域性や参
加者の利便性を考慮して英語または現地語を用い
て行った。

60 人（Kabwe 郡：30 人、Mumbwa 郡：30 人）
にインタビューおよび身体測定（身長、体重、血圧）
を実施した。またその一部に血液・尿検査を実施し
た。参加者 60 名中、11 名がすでに高血圧と診断
されており、16 名が過体重（BMI ≧ 25）であった。
NCDs のリスク要因である喫煙に関しては、男女と
も 65% 以上が受動喫煙を含めて健康への影響があ
ると回答していた。食習慣に関しては、16 名が 1
日 5g 以上の食塩を使用しており、そのうち 14 名
が食塩使用量は「適切」または「少なめ」と認識し
ていた。高血圧に関しては、90% が「一般的な疾
患」と認識している一方で、「高血圧は予防できる」
と認識している人は 66.7% にとどまった。

本パイロット調査において、コミュニティーにお
ける身体測定および血液・尿検査の実施可能性が懸
念事項であったが、予想に反し、地域住民の受け入
れ体制はよかった。その理由としては、郡保健局お
よび地域保健センターのサポートを受けられたこ
と、および地域住民の健康（特に高血圧）に関する
関心が高かったことが考えられる。食習慣に関して
は、塩の使用量が多い傾向が認められ、また、心血
管疾患のリスク要因である肥満に関しても、BMI ≧
25 の参加者のうち約半数は過体重であると認識し
ていなかったことより、食習慣や肥満に関する認識
と行動が乖離していることが示唆された。以上より、
NCDs のリスク要因（喫煙、飲酒など）のリスク認
知や高血圧など、NCDs に関する関心が高い傾向が
あった一方で、リスクの高い食行動（塩の過剰使用
など）も認められ、代表的なサンプルを用いた正確
なリスク状況およびリスク要因調査を行い、NCDs 
予防介入に繋げることが重要であると考えられた。
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ザンビアの都市部と農村部に
おける非感染性疾患のリスク
要因に関する社会疫学研究：
パイロット研究
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This study tried to clarify determinants of teach-
er absenteeism in Ugandan public primary 

schools. This field research focused particularly on 
teachers’ motivation, revealing its three key factors 
that were teachers’ working environment, supervi-
sion and pupils as such. 

In 2000, the Millennium Development Goals 
(MDGs) and targets for “Education For All (EFA)” 
were adopted. While access to primary education 
in developing countries has made rapid progress 
in the last fifteen years, the quality of education has 
been decreasing. This tendency has been acute 
especially among Sub-Saharan African countries, 
including Uganda. It has introduced the Universal 
Primary Education (UPE) policy since 1997, which 
led to rapid increase in enrollment ratio. Though 
access to primary education in Uganda improved, 
the repetition rate has been around 10%, and the 
completion rate has been about 50% in recent 

An Analysis on 
Teacher Absenteeism 
in Ugandan Public 
Primary Schools 

Graduate School of International 
Cooperation Studies,  
Kobe University (Master’s course)

Takeru Numasawa 

years. These numbers show that the quality of 
primary education in Uganda has not been quite 
high. The low quality is partly explained by the high 
rate of teacher absenteeism, which counted 27% 
of 2,000 teachers of the sampled public schools. 

Reflecting the background above, this study 
examined why teacher absenteeism happens so 
highly in Ugandan public primary schools. The 
field research focused in particular on factors 
which affect teachers’ motivation, conducting 
semi-structured interviews for stakeholders of 
public primary schools. Since the same topic was 
already examined in the Northern region last year, 
the study areas were Wakiso and Mukono district 
of the Central region this time. Five public schools 
were surveyed in total and at least two teachers, 
including a head or deputy head teacher and class-
room teacher were interviewed in person in each 
school. In addition, I also conducted interviews at 
the Ministry of Education and Sports (MoES) and 
District Education Office (DEO) for obtaining sup-
plemental information.

As a result, three factors which affected teachers’ 
motivation were found: teachers’ working environ-
ment, authorities’ supervision over them, and their 
pupils as such. In terms of working environment, 
especially salary, school feeding and the quality of 
school facilities were mentioned. In addition, both the 
government and School Management Committee 
(SMC) have been involved in supervision over 
teachers, which seemed to have an effect on their 
motivation. Furthermore, some teachers are expect-
ed to fulfill pupils’ achievements, and their motivation 
depends on pupils as such. It is considered that these 
three factors affect teachers’ motivation, resulting in 
having an influence on absenteeism.

Makerere University
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本研究はウガンダの公立小学校における教師の
欠勤の要因を明らかにしようとしたものである。今
回のプログラムにおける調査では特に教師のモチ
ベーションに影響する要因に注目した。その結果、
教師の労働環境、教師に対する監督、そして生徒の
存在の三つが主要な要因と分かった。 

2000 年に国連ミレニアム開発目標および「万人
のための教育」が提唱され、発展途上国における初
等教育へのアクセスの向上が推進されてきた。それ
から 15 年が経過した現在、初等教育の就学率は大
きく向上した。しかし一方で、急激な就学率の上昇
に伴う教育の質低下も問題となってきている。この
傾向は特にサハラ以南アフリカの地域で強く、ウガ
ンダもまた例外ではない。ウガンダは周辺国に先駆
けて 1997 年に初等教育無償化政策を導入し、以降
就学率が急激に上昇したが、一方で留年率は近年で
は 10％付近を推移しており、修了率は 50％程度に
留まっている。こうした指標に見られるように、ウガ
ンダの教育の質は決して高くはない。これを説明す
る要因として、教師の欠勤率の高さが挙げられる。
World Bank による調査では、公立小学校の教師の
27％が欠勤していたことが明らかになっている。 

こうした現状を受けて、本研究はウガンダの公立
小学校における教師の欠勤の要因を調査した。特に
今回は教師のモチベーションに影響する要因に注
目し、公立小学校の関係者に半構造化インタビュー
を行った。報告者は昨年にもウガンダ北部州で同様
の調査を行ったため、今回は調査地域は中央州の 2
県、ワキソ県とムコノ県とした。公立校は計 5 校を
訪問し、各校では最低 2 名にインタビューを行っ
た。その際、校長もしくは副校長と、担任教師を必
ず含むようにした。また補足調査のため、公立小学
校を統括する教育省および県教育事務所にも聞き
取り調査を行った。 

インタビューの結果、教師の労働環境、教師に対
する監督、そして生徒の存在の三つが教師のモチ
ベーションに影響する要因として明らかになった。
教師の労働環境に関しては、特に給料、給食、学校
設備に関しての発言が多くみられた。また教師に対
する監督には、教育省、教育事務所、そして地域主
体の学校運営委員会が関わっており、これらも教師
のモチベーションに影響していることが示唆され
た。最後に生徒に関しては、生徒の成績を上げるこ
と等が目標となっており、その存在そのものが教師
の働く動機付けとなっていることが分かった。これ
らの要因は教師のモチベーションや欠勤に影響し
ていると考えられる。

GLTP 2015 | RESEARCH 2

沼澤 建
神戸大学大学院　国際協力研究科

ウガンダ公立小学校における
教員の欠勤要因分析
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All students who have participated in the pro-
gramme are required to provide a research 
report and deliver a presentation to share their 
research outcomes at an annual reporting ses-
sion. A certificate awarding ceremony is also 
held as part of the reporting session that takes 
place at UNU-IAS in Tokyo. The sessions are 
open to the public, and they are an opportunity 
to ask questions to the presenters and learn 
more about their research.

In the reporting sessions, participating students 
proactively share their skills, knowledge and 
experience to encourage the next cohort of 
candidates, attracting new candidates and pro-
viding them and others in Japan with a better 
understanding of research travel to Africa. 

参加学生は報告書の提出とともに、報告会でのプレ
ゼンテーションが義務づけられています。報告会は
毎年、東京渋谷区にある国際連合大学本部で開催さ
れ、その中で修了証が交付されます。毎年、国連大
学内部や関係者が参加し活発な質疑応答が繰り広
げられます。

報告会では、報告者と参加学生の間で議論が活発に
交わされるとともに、経験を共有する交流の場とな
ることで、多くの日本人学生が触発され、アフリカ
における教育研究機関への留学に対する意識が高
まり、関連する知識の向上が図られています。

This programme develops joint activities to 
ensure that results from participating students 
contribute to society and sustainable develop-
ment in Africa.  Joint activities are also designed 
to strengthen academic partnership between 
Japan and Africa. The programme and the 
Japan-Africa Academic network (JAAN: an open 
academic network of universities and research 
institutes in Japan) have been working together 
in order to plan joint activities and hosted a joint 
international conference in 2015. The aim has 
been to develop a future vision for stimulation of 
academic partnership building and intellectual 
exchange, and share information and research 
outcomes presented by participating students.

本プログラムは、アフリカ ･ 日本間の学術交流の強
化を図るとともに、成果を広く発信するため、日本
国内の大学や研究機関等との連携を進めています。
2015 年度には、日本・アフリカ大学連携ネット
ワーク (JAAN) との連携によりジョイントシンポ
ジウムを開催し、将来展望の議論及び関係者間の知
的交流を図るとともに、GLTP 参加学生やアフリカ
現地指導教員による発表を通して、情報の共有や研
究成果の情報発信を行いました。

Reporting Session Joint Activities

UNU-IAS Website
Please visit the UNU-IAS website for more details 
on the programme. 

http://ias.unu.edu/en/research/global-leadership-
training-programme-in-africa-gltp.html#outline

上記 URL から、募集要項や報告会開催の案内、
参加学生の報告書をご覧いただけます。
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Assessment

An annual programme evaluation is conducted to compile feedback from the participants and   
supervisors in Japan and Africa, and to measure their performance and improve the programme.  
The evaluations provide valuable information regarding the students’ overall achievements and 
their expected career paths. 

プログラムでは、毎年、プログラムアセスメントの調査を実施し、参加学生、日本とアフリカの指導教員の
意見を反映し、プログラムの改善を図っています。その中から、参加学生や指導教員の声をご紹介します。

Student Voices / 参加学生の声

Next April, I will join a development consulting company, which has achieved a great deal in 
Africa. I think I will be engaged in a project on official development assistance in developing 
countries. I would like to utilize my skills gained in Kenya through GLTP and contribute to 
solving problems in Africa, especially in the field of peace-building.

私は、来年 4 月から、アフリカでの実績を多数持っている開発コンサルタントの会社で、発展途上国
での開発プロジェクトに携わる予定です。GLTP を通して、ケニアで得た経験を生かして、平和構築
をはじめ、アフリカでの問題解決に貢献したいと思っています。

I was given sufficient supports from my supervisor coordinated by GLTP on my daily life and 
fieldwork. I learned a lot from researchers and graduate students at the UNU during prepa-
ration and fieldwork. Support given to me was a great help, and was designed to derive 
abilities and improve skills and knowledge, that was the most profitable for me. 

GLTP から紹介のあった現地指導教員からは、現地での生活や調査において十分にサポートが受け
られたと感じています。“ 十分なサポート ” とは、自らが自立的に現場の経験から学ぶことで、個人
の能力を引き出し成果をあげられるよう導いてくれるサポートです。私の場合は、現地で国連大学
の学生 ( 現地人 ) に同行することができ、知識だけではなく、多くの学びを得ました。

Supervisor’s Voice / 指導教員の声

We look keenly and with interest to host more students from Japan as this give us a chance to 
share and learn not only science research but also the cultural and traditional exchanges be-
tween Zambian and other countries. Therefore, we look forward to receiving more students 
to strengthen our collaborative research.

日本人学生の現地指導は大変興味深いものです。というのも、科学的研究だけではなく、私たちザン
ビアと他国の伝統文化の交流にもつながっているからです。共同研究の強化を図るためにも、もっ
と多くの日本人学生を受け入れたいと思っています。

FY2014 participating student

FY2015 participating student

FY2015 Supervisor in Africa
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The United Nations University Institute for the Advanced 
Study of Sustainability (UNU-IAS) is a leading research 
and teaching institute based in Tokyo, Japan.

Its mission is to advance efforts towards a more 
sustainable future, through policy-oriented research 
and capacity development focused on sustainability 
and its social, economic and environmental dimensions.


