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６．８ SIP インフラ技術のザンビア共和国への展開活動 

６．８．１ ザンビア共和国の概要 

ザンビア共和国（通称ザンビア）は，アフリカ

南部に位置する共和制国家で，イギリス連邦加盟

国のひとつである。かつてはイギリス領北ローデ

シアであった地域である。内陸国であり，コンゴ

民主共和国，タンザニア，マラウイ，モザンビー

ク，ジンバブエ，ナミビア，アンゴラ，ボツワナ

の 8 つの国に接している。首都はルサカで，2018

年に発表された世界平和度指数ランキングでは

163 か国中 48 位となり，アフリカでもっとも平和

な国の一つとして評価されている。ザンビアと南

隣のジンバブエとの国境に流れるザンベジ川には

世界三大瀑布の一つと称されるヴィクトリアの滝

があり，アフリカを代表する動物，ゾウ，カバ，

キリン，シマウマ，ヌーも多く住み，大自然が大

変よく残されている。1 

外務省ホームページから，ザンビア共和国の一

般事情を列記する。 

① 面積：752,610km2（日本の約 2 倍） 

② 人口：1,659 万人（2016 年：世銀） 

③ 首都：ルサカ 海抜 1,272m 

④ 民族：73 部族（トンガ系，ニャンジァ系，ベンバ系，ルンダ系） 

⑤ 言語：英語（公用語），ベンバ語，ニャンジァ語，トンガ語 

⑥ 宗教：8 割近くはキリスト教，その他 イスラム教，ヒンドゥー教，伝統宗教 

⑦ 国祭日：10 月 24 日（独立記念日） 

日本からザンビア共和国のルサカまでの所要時間は，ルートにも依るがドバイでの乗り換えの

場合は，乗り換え時間を入れて 24 時間程度である。 

 

６．８．２ ザンビア大学との交流経緯 

国際協力機構（JICA）では，「ザンビア橋梁維持管理能力向上プロジェクト フェーズ II」の事

業（事業期間 2019 年 1 月~2022 年 12 月）を計画している。その事前調査である「詳細計画策定

調査団」（平成 30 年 5 月 19~30 日）に，岐阜大学 SIP 実装プロジェクトより，研究責任者の六郷

特任教授，研究担当者の木下准教授が参加した。その事前調査の中で，岐阜大学とザンビア大学

において交流協定の協議を進めることとなり，平成 31 年 1 月 30 日に岐阜大学・ザンビア大学間

における交流協定を調印（MOU 締結）した。本交流協定を基に，平成 31 年度より，ザンビア大

学と連携した技術者育成の取り組みを開始する上で，ザンビア大学内に研究拠点となる「橋梁維

持管理センター（仮称）」の設置の調整を進めている。 

                                                        
1 フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』より 

図-6-8.1 ザンビア共和国の位置 

図-6-8.2 ザンビア共和国の国旗 
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６．８．３ 事前調査である「詳細計画策定調査団」の参加報告 

「詳細計画策定調査団」（平成 30 年 5 月 19~30 日）に，参加した研究責任者の六郷特任教授，

研究担当者の木下准教授の所感を以下に示す。 

（１）生活や環境等 

二人とも，初めてのザンビア訪問であった。Lusaka 市内のショッピングモールに近いホテル

Stayeasy に宿泊したこともあり，Lusaka は予想以上に住みやすいところであった。主に英語が使

われており，今後，他の教員や学生をザンビアへ派遣しやすいと感じた。都市部を外れるとショ

ッピングモール等は少なくなり生活上の不便は感じるものの，空気もきれいで美しい自然環境で

あった。JICA によるこれまで数十年にわたる貢献や，難民支援活動や海外協力隊としての地道な

活動により，ザンビア国内の人々に日本は好印象を持たれているとの感触をしばしば得た。 

（２）橋梁 

 ザンビア国内で下記の橋梁と途中のいくつかの中小の橋梁を視察した。 

① 新旧 Chirundu 橋，Kafue 橋： 5 月 22 日，Trunk Road 2 を移動 

② Kitwe の Luangwa 橋： 5 月 25 日，Trunk Road 2, 3 を移動 

③ モザンビーク近くの Luangwa 橋： 5 月 27 日，Trunk Road 4 を移動 

視察ルートを図-6.8.3に示す。 

新 Chirundu 橋（図-6.8.4(a)，日本の無償資金援助で 2002 年に完成した全長 400m の PC 橋）

は，たいへん健全な状態で使われていた。旧 Chirundu 橋（図-6.8.4(b)イギリス領時代に完成した

鋼製の吊橋）は，メインケーブルやハンガーロープにおけるラッピングワイヤーの腐食などが確

認されたが，新しい Chirundu 橋に大型車両を通行させ，交通量を制限していることから，今後も

使用が可能なように思えた。一方で，歴史的な橋梁のため，今後はモニュメントとしての利用の

ための維持管理を行っていくことになること，その上で，ジンバブエとの国境に架橋されている

ため，ザンビアとジンバブエで毎年点検を行うことが決められており，点検マニュアルなど両国

図-6.8.3 橋梁視察ルート
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での情報共有の在り方について興味があった。 

Kafue 橋（図-6.8.5，日本の無償資金援助で 1993 年に完成した耐候性鋼材を用いた鋼鈑桁橋）

も，桁端部ならびに支承部周辺においても緻密な錆が形成され，たいへん健全な状態であった。 

図-6.8.4 新旧 Chirundu 橋

(a) 新 Chirundu 橋（PC橋） (b) 旧 Chirundu 橋（吊橋）

図-6.8.5  Kafue 橋

(b) 外主桁の腹板面

(d) 桁端部及び支承周り(c) 主桁内面 

(a) 橋面の状況
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ザンビア共和国の北部の Kitwe 位置する Luangwa 橋（図-6.8.6）は塗装橋梁であり，水道管か

らの水漏れで腐食が進行しているとともに，支承も傾いていた。橋面部には段差もあり，伸縮装

置も大きく破損しており，早急な補修が必要であると感じた。 

モザンビーク近くの Luangwa 橋（図-6.8.7，英国により 1968 年に造られた全長 302m の鋼斜張

橋）は，中央径間の主桁が垂れ下がっており，健全な状態ではなかった。車両が 1 台ずつ通過す

るように橋の両側で交通規制が行われていた。 

そのほかの中小の橋梁も総じて健全な状態であった。ザンビアは，雨季があるものの，気候が

温暖で凍結防止剤を散布する必要がなく，また海から遠いこともあり，塩害はなく，鋼ならびに

コンクリート構造物の損傷の進行は日本に比べ緩やかと思われる。なお，いくつかの橋台のコン

クリートには，アルカリシリカ反応（ASR）によると思われるひび割れが生じていた。また，鋼桁

の漏水部において顕著な錆の発生が確認されている。これらより，雨季の雨水を速やかに排水す

ることが重要と思われた。  

図-6.8.6 Luangwa 橋（損傷状況）

図-6.8.7 Luangwa 橋
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（３）ザンビア大学訪問（図-6.8.8） 

ザンビア大学の工学部社会基盤工学科の Dr．Mulenga が窓口となり，Dr. Shikabonga と Dr. Kaluisa

の 3 名（Dr．Mulenga，Dr. Shikabonga の専門は構造部門，Dr.Kaluisa の専門は建設マネジメント）

とのミーティングを行った。前日の RDA での日本での SIP の活動と 先端の橋梁維持管理技術の

プレゼンテーションを受けて，先方より岐阜大学との MOU の要請，ならびに橋梁維持管理に関

するセンター立ち上げに協力いただけないかとの要請がなされた。 

研究に関しては，羽田空港に 2010 年に完成した D 滑走路の建設で大量に使われた超高強度鋼

繊維補強コンクリートについて，ザンビア大の教員から関心が示された。岐阜大学の社会基盤工

学科では，こうした高性能な繊維補強コンクリートに関する研究が 3 名の教授によって行われて

おり，今後の研究協力の有力なテーマの一つと思われた。さらに，Dr. Shikabonga は橋梁振動計測

に興味があり，橋梁のたわみ計測などに興味を示しており，橋梁たわみ計測の国際的な展開が可

能と思われた。ミーティングの後，ザンビア大学の実験施設の視察を行った。当該実験施設では，

基礎的なコンポーネントの実験のみが可能であり，大型部材の実験の実施は難しいことがわかっ

たが，アスファルト舗装と水質などの研究を行う環境実験に関する研究室が充実していた。  

（４）橋梁維持管理能力の向上について 

ザンビアにおける橋梁維持管理能力向上については，岐阜大学とザンビア大学との MOU 締結

を進め，岐阜大学で培ってきた ME（メンテナンスエキスパート）に関するカリキュラムを参考

に，さらに SIP の地域実装ネットワークを活用した海外橋梁維持管理技術者育成の枠組みを構築

するとともに，この取り組みを継続的なものとするために，ザンビア大学の教員・学生を岐阜大

学に受け入れ，我が国の教育システムなどの理解， 新研究の実施，博士学位の取得などを進め，

当該枠組みの中で先方の窓口となる研究者・教育者の育成を行うのがよい。 

 

 

図-6.8.8 ザンビア大学訪問
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６．８．４ 岐阜大学・ザンビア大学交流協定調印 

岐阜大学工学部は，平成 31 年 1 月 30 日にザンビア大学工学研究科と学部間協定を締結した。

ザンビア大学からは，Luke Evuta Mumba 学長，Michael N. Mulenga 工学研究科長，及び学長付き

補佐官 Kennedy Msusa 氏が来日し，調印式（図-6.8.9）を行った。 

調印式には JICA の社会基盤・平和構築部 運輸交通・情報通信グループ第 1 チームの金縄課長

と熊澤氏，岐阜大学の鈴木文昭理事（国際・広報担当），村井利昭工学部長，木下幸治准教授（リ

エゾン），六郷惠哲名誉教授が同席した。 

一行は，調印式の前には森脇学長を表敬訪問（図-6.8.10）し，Mumba 学長は「この協定によ

り，積極的に共同研究や教員・学生の交流を行い，知識や技術の共有を通してザンビアの発展に

つなげたい」と述べた。また，医学・獣医学など工学以外の分野での交流の可能性にも言及し，

それに対して森脇学長は「協定の将来的な発展について，ぜひ検討していきましょう」と応じた。 

調印式後には，ザンビア大学－岐阜大学部局間協定・キックオフミーティングが工学部で開催

され，アフリカの大学で 初に岐阜大学工学部と協定を締結したケニアのデダンキマティ工科大

学との交流や，水環境・気象関連等，社会基盤工学科のさまざまな研究について紹介され，活発

な情報交換が行われた。 

 

 

 

図-6.8.10 岐阜大学とザンビア大学との学長会談

図-6.8.9 岐阜大学・ザンビア大学交流協定調印
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６．８．５ 橋梁維持管理センター（仮称）での取組み（案） 

ザンビアにおける橋梁維持管理能力向上に向けて，岐阜大学で培ってきた ME（メンテナンスエ

キスパート）に関するカリキュラムを参考に，さらに SIP の地域実装ネットワークを活用した海

外橋梁維持管理技術者育成の枠組みを構築する。また，この取り組みを継続的なものとするため

に，ザンビア大学の教員・学生を岐阜大学に受け入れ，我が国の教育システムなどの理解， 新

研究の実施，博士学位の取得などを進め，当該枠組みの中で先方の窓口となる研究者・教育者の

育成を行うのがよいと思われる。 

当面の活動としては，ザンビア大学内に橋梁維持管理センター（仮称）を設立し，橋梁点検へ

のロボット技術を活用できる技術者育成講座を設けることなどを考えている。具体的には，岐阜

大 SIP の「ロボット技術を取り入れた橋梁点検指針（案）」を参考にして，ロボット技術を用いた

事前調査またはスクリーニング調査を学習・習得し，点検作業の効率化を目指す活動を推進する。

その活動では，現地橋梁にて各務原大橋と同様にロボット技術による事前調査を実施し，変状の

有無や程度に関する情報の取得することで，技術者の育成を図ることとしたい。 
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