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土木工学からの新しい風
ー住民と共に世界の道を直すー

京都大学大学院 工学研究科 教授

NPO法人 道普請人 理事長 木村 亮



木 村 亮（まこと） 京都大学大学院 工学研究科 教授

専 門：「土木工学：地盤工学・基礎工学・トンネル工学」

自 慢 話：自転車で世界中を５万キロ走ったこと、

どんな国にも行けかつ普通に帰ってくること

261回－80回－82ケ国

学 生 評：「鬼軍曹」

「天国の閻魔大王」

座右の銘：「艱難汝を玉にす」

趣 味：世界の道直し、読書、

土木遺産見学、

車と自転車の運転、

花を見ながらの山登り、日本の映画鑑賞（2564本(6年)）



本日のキーワード

土木技術で貧困削減を可能にする方法

住民とともに道直し
ニーズの探索と具体的な解決法の提示

社会起業家という人たち
住民へのチャリティーから住民のビジネスへ
国際NPO(NGO) に必要な3つの条件

土木の原点：人々の暮らしを守り豊かにする



サハラ砂漠自転車縦断 地平線に何が見えるか？
大学院を１年間休学（24歳）冒険家になってもおかしくなかった！

人は縦にも伸びるが、横にも伸びるものだ



1993年の夏，「JICAがODAで造っているジョモケニアッタ農工
大学に行ってきなさい」といわれ，「アフリカはいやだな」など微
塵も無い状態で，短期専門家として飛び立った。

← それまで国際協力・国際開発の意識なし。

私の特徴は家族にいわせれば

「どこの国にどれだけの期間

行っても，平気な顔で普通に

帰ってくる」ということらしい。

「どんなものでも食べられて，

誰とでもしゃべれて，

どこでも寝られる」

をモットーとしていた。

サソリとともに地べたで寝る
（グランドホテル）



蛙
毛虫
猿



・ Jomo Kenyatta University of Agriculture and 

Technology      （1993～1999  Short Term Expert ）

・ African Institute of Capacity Development

(AICAD)（2000～2007 Advisor(Engineering) in Japan）

・ AFRICA-ai-JAPAN （2014～ Chairperson in Japan）



アフリカの19ヶ国に
今年は
マダガスカルとガンビア



ミレニアム開発目標（MDGs）の後継であり，
17の目標と169のターゲットからなる．

引用：国際連合広報センター



アフリカの農村部の人々にとって「道」とは？



アフリカの道路状況

引用：Africa Infrastructure Knowledge Program
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平成27年8月14日 内閣総理大臣談話

私たちは、経済のブロック化が紛争の芽を育てた過
去を、この胸に刻み続けます。

だからこそ、我が国は、いかなる国の恣意にも左右
されない、自由で、公正で、開かれた国際経済シス
テムを発展させ、途上国支援を強化し、世界の更
なる繁栄を牽引してまいります。

繁栄こそ、平和の礎です。

暴力の温床ともなる貧困に立ち向かい、世界の
あらゆる人々に、医療と教育、自立の機会を提
供するため、一層、力を尽くしてまいります。



川
畑

農村
コミュニティ

井戸

市場

農村接続道路
（未舗装道路）

幹線道路
(舗装)

発展途上国の農道の様子

雨季に泥濘化
部分的に車両通行不能

農作物を市場に運べず
換金できない ← 貧困削減

泥田状態の道

身動きのとれなくなった4輪駆動車

Links to Market!!
道を市場につなげよう!!
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2008年5月 道直し７ヶ月後2007年9月 道直し前（ウガンダ東部）

基本コンセプト

機械を使わずに，どのようにしたら，
住民が自らの力で，道直しができるのか？

⇒ 「世界の貧困削減」に土木技術者として何ができるのか？

NPO法人 道普請人（みちぶしんびと）

『自分たちの道は自分たちで直せる』という意識を広げる



土のう Do-nou

0.05



土を締め固めることが重要



開発途上国、農村部

人力による

安価で，
現地で調達可能な材料

農民自身による
整備(重さ25キロ)

「土のう」による道路
改修方法を開発，提案

自分たちの問題は
自分たちで
解決する 解決できる
⇒次の発展への体力作り

持続的に通年
通行性を確保

農村接続道路をどのように整備するのか

農民自身による，持続的な

道路維持管理システムの構築

農村・若者コミュニティを活性化



奈良県天川村 住民参加による橋造り（昭和27年）

普 請：禅寺で大衆を集め、堂塔の建築などの

労役に従事してもらうこと。



農村コミュニティによる灌漑マネジメント事例

マラクウェット県，ケニア 標高差: 1,400 m
延長 : 12 km
約400年前

Irrigration Canal

・自然材料: 木, 石，葉, 泥
・道具: 石や木を利用

・定期的な点検の実施
・長老による意思決定
・共同作業
・不履行者への懲罰

生活圏で調達可能な
材料と道具

住民自身で確立されたコミュニティマネジメント手法



開発途上国農村部における灌漑方法

マラウイにおける小規模灌漑水路事例
monthly JICA January, 2006より

・現地の材料
・人力施工
・漏水あり
・仮設（雨季には壊れる）

・現地住民が管理
・雨季前に撤収
・乾季に再設置

持続的な
安全な
水確保



Construction en remblai de Ouratenga（ブルキナファッソ）

❖ Contenu
Largeur : 4 m, Longuer 100 m

❖ Résultat
Durée ：05.01. 2015 – 06.04.2015 (66 journées)

Numéro de Do-nou ：8,000 sacs

Numéro de ciment ： 250 sacs

La participation totale ：1,912 personne

Ratelite + Ciment

Paroi latérale

Do-nou

Do-nou avec Ciment

Sable Ratelite + CimentSurface

vSol + CaillouRemplissage : 

barrage

route

Barrage Route
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ミャンマーでのプロジェクト概要

1. 期間: 2013年 10月～2014年10月 (1年)

2. 対象地域: カレン州 (2 道路, 計4.1 km),

エーヤワディー地域 (1道路, 計1.2 km)

3. 裨益者数: カレン州 1,900名,

エーヤワディ地域 1,600名

4. 事業予算: 3,900万円
対象地域
カレン州:1948年～2012年1月
まで続いた民族紛争により開発が
遅れインフラ整備も不十分である。

エーヤワディー地域:デルタ地帯
であり、広く軟弱地盤に覆われる。
(2008年台風ナルギスの高潮被害を最も
受けた地域）

エーヤワディー地域

カレン州ヤンゴン



コミュニティが抱える道の問題

ミャンマー エーヤワディー地域

① 雨期時に道がぬかるみ転倒事故が相次ぐ

② 悪路と橋の問題で車両通行不可

（バイク、自転車含む）

③ コミュニティで道路補修を行っているがデルタ

地帯の為道路補修に必要な土・石が入手困難

23
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エーヤワディー地域・施工の様子

土のうの劣化を防ぐ為
粘土でカバー

土のう袋の中は道周辺の粘土
（粘土有効活用・コスト削減）

毎日平均50名以上の村人達が
工事に参加。

乾期に入ると早朝・夜間に工事



施工断面図

施工前 施工後
土のう
中詰め：粘土有効利用

盛り土 現地盤線

コンクリート（厚さ10cm）

砕石または砂利

60cm60cm 60cm

1

1
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施工前 施工後

施工前・施工後（エーヤワディー地域・ｶﾝﾀｰ村）

施工距離：1. 2 km
工事期間：2014年 1月下旬～3月下旬（約2ヶ月）



標準断面図

急カーブ箇所

ソイルセメント
中詰
土のう擁壁

コンクリート基礎

裏込め
（砕石）

土のう（砕石中詰）

コンクリート舗装
（厚さ = 0,1)

砕石路盤
(厚さ = 0.15)

幅員
2.5 – 3.5 

路側帯
0.5 – 1.0 

3
.5

 
-

5.
0
 

2

1

単位：m

直線部
良質土

コンクリート舗装
（厚さ = 0,1)

砕石路盤
(厚さ = 0.15)

2.7

2.5想定交通：
バイク、自転車
4輪駆動車
（救急車）

コンクリート配合
セメント：砂：砂利 = 1:3:6
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持続可能な開発に向けた 若者の雇用創出プロ
ジェクト（国際労働機関（ILO)との共同事業）

29

貧困

技術を習得する機会
が得られない

仕事に就くこと
ができない

ぶらぶらする
若者

が増える

反社会的
行動の増加

若者を取り巻く
悪循環を断ち

切ることが国家の
喫緊の課題

課題解決の糸口
若者の雇用を

創出する
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土のう工法の普及活動を通した未舗装道路整備の
インクルーシブビジネス化

1. ケニアの地方農村部の未舗装生活道路の整備を
通して、沿線住民の市場、病院、学校へのアクセス
を確保し生計向上を促進し貧困削減に寄与するこ
と。

2. ケニアの雇用機会に恵まれない若者に、質の高い
雇用としてビジネス開始の機会を提供し、格差拡
大を抑制し社会の安定と発展に貢献すること。

４L:Low cost,Low tech,Local,Labour base
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1. 道路状態が悪く，市場・学校・病院へのアクセスが遮断

2. 若者層（35才未満）の高い失業率（ケニア全失業者の8割が若者層）

社会の不安定化(2007年選挙後の暴動）仕事無く，たむろする若者達
http://www.nation.co.ke/news/1056-1121792-15t213u/index.html
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若者グループへの土のうを利用した道路整備研修
①人力施工・現地材料 ②若者グループ居住区（地域への貢献）

1 2

3 4
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地方行政官，道路管理者への政策提言
①土のう工法デモ ②若者研修への予算配分提案 ③工法ガイドライン



ケニアでの住民によるビジネスモデル

日本政府 NPO法人 道普請人
ケニア事務所

国際機関

農民組織
（会社を設立）

民間

ケニア政府

技術移転資金供与

サービス提供

道路問題の解決

地域の人々が恩恵を受
ける

目的地へのアクセス向上
目的地への時間短縮

運搬コスト削減、など

生活の質の向上
貧困削減

利益を広く
地域に還元

BOPビジネス参入の基盤構築に貢献
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工事発注

地域の人々

工事発注側
工事受注側

Win

Win
Win

Win-Win-Win
関係構築



外務省NGO民間連携無償資金協力
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105若者ｸﾞﾙｰﾌﾟ，1,782 名を研修，17.5 km 整備
52ｸﾞﾙｰﾌﾟが国立研修機関で受講
30ｸﾞﾙｰﾌﾟが会社設立，15会社が建設会社登録
合計17事業（平均約100万円規模額）を受注

36農家ｸﾞﾙｰﾌﾟ
866 名を研修
3.1 km整備

ILO（国連・国際労働機関）

トヨタ財団
三井物産環境基金等

実績：

活動
資金源：

（年）

研
修

参
加

人
数

（
人

）
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若者雇用促進

時間

公共工事受注
優遇政策＊活用可能

道路維持管理技能・
施工業者登録

資格取得

道路施工業への関心
起業意識の醸成

無職，依存体質

土のう工法
研修

会社設立

国立研修機関研修
（6週間，16.5万円/人）

施工業者登録・認証

事業活動，公共事業参入

積立金支援
設立手続

政策提言
研修費調達（2,500万円）
123名の若者が研修受講
（2015年）

入札参画

認証手続

茶：NPO活動
緑：ケニア行政
青：若者活動

土のう工法研修
起業啓発＊若者ら社会の弱者

に対して公共事業の
30％を割り当てる
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地域 中央アメリカ 南アメリカ アフリカ アジア 太平洋州 合計

国数 1 1 14 5 4 25

整備道路距離(m) 0 20 46,267 21,961 88,104 156,352

研修・作業参加者数(人） 200 30 7,776 2,193 3,135 13,334

• ケニアでの、より多くの若者に対して土のう工法の研修が実施され、ケニ
ア政府が若者に対して研修機会を定常的に提供することを目指す。
⇒ 未だ70,000 km農道は未整備，184万人の若者の失業

• 他アフリカ国や開発途上国でも、土のう工法普及を通した未舗装道路整備
のインクルーシブビジネス化モデルの拡大定着化を進める。



NPOの「道普請人」は25ヶ国で活動中です
活動開始時期 2005年9月（パプアニューギニアで初めて施工）

法人設立時 2007年12月 CORE KENYA、CORE PNG、CORE MYANMER、CORE BF

会員数など 個人約150人、団体14社 (会費・寄付 １ 助成金 ２５ 受託費 ５）

NEXCO西日本、鹿島、計測技研、日本橋梁、清水建設、阪神高速
トヨタ財団、トヨタ、三井物産、日立、日本国際協力財団、パナソニック、TOTO

職員数 ４３名（有給４１名、無給２名）
16名：ケニア・ルワンダ事務所常駐日本人2人、現地人14人
（1名（福林理事 博士）：専属あちこち、海外10月/年）

1名（庄司職員 京都大学4回生)：ミャンマー駐在
15名（ミャンマー、PNG 建設会社OB 5名 現地人 10名）
7名（ブルキナファッソ 日本人 1名 現地人 6名）
1名：事業全般運営・管理・実践・仕込み（理事長）
3名：日本国内（副理事長、監事、アルバイト事務員）

事業費 2007年 300万、2009年 1180万、2011年 3,800万、2013年 １億円

事務所 京都市 京都駅前に事務所開設（2012年度より）

2014  １.53 億円 2016  １.30 億円 経営者の感覚
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平成27年8月14日 内閣総理大臣談話

私たちは、経済のブロック化が紛争の芽を育てた過去
を、この胸に刻み続けます。

だからこそ、我が国は、いかなる国の恣意にも左右さ
れない、自由で、公正で、開かれた国際経済システム
を発展させ、途上国支援を強化し、世界の更なる繁栄
を牽引してまいります。

繁栄こそ、平和の礎です。

暴力の温床ともなる貧困に立ち向かい、世界のあらゆ
る人々に、医療と教育、自立の機会を提供するため、
一層、力を尽くしてまいります。
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【若者に明るい未来を】
「道普請人（CORE: Community 
Road Empowerment）」という
日本のNPO に、格好の実例が
あります。

安倍総理アフリカ政策スピーチ
『「一人、ひとり」を強くする
日本のアフリカ外交』
（2014年1月，アフリカ連合本部）

UNDP親善大使，紺野美沙子氏
TICADVI(第6回アフリカ開発会議）で
のケニア視察
（2016年8月，土のう工法体験）

日本の援助機関や民間企業が、
土のうを使った道路整備の技
術を伝えるなど「（アフリカ
の人々の）気持ちに寄り添っ
て活動していた」



Links to Market！ 計画
・国内の外務省・JICA、国外の世銀やADBやILO、

開発途上国のNGOとの連携、ビジネスへの発展
海外での事務所開設とNGO登録 パラサイトNGO

活動の拡大と実績作り 25ヶ国 延145 km

・日本の学生ボランティアの育成 延 43名

・「一面新聞広告」になる活動

NEXCO西、鹿島、日本橋梁、計測技研、清水建設（CSR)

「規模は小さくても、長くサポートして欲しい」

世界でもユニークなオンリーワン ビルゲイツに接近

目指せ！『ノーベル団体平和賞』



現場・事象の
複雑さ

国際協力に
携わる者

国際(技術)協力 観察力

言葉の壁

情報収集

単純化

発想の大転換

＋若い人の力



遊びながら仕事をする 社会起業家



最近出合った 私が面白いと思った人

知的プラットフォーム Leave a Nest

リバネス 丸 幸弘

～ PDCA から QPMI へ～
Plan   Do   Check   Action

計画 実施 監視 改善 サイクル
44

Question → Passion →
Mission → Innovation



ご静聴ありがとうございました


