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開発途上国都市における新型コロナウイルスによる生活の変化と国際協力事業への示唆

－国際協力機構の海外駐在員を対象としたアンケート調査報告－
Changes in life due to COVID-19 and suggestions for future international cooperation programs in
urban areas of developing countries
- Report on a questionnaire survey to expatriates of Japan international cooperation agency (JICA) -
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The pandemic of COVID-19 has driven various changes in urban areas. In this study, we conducted a questionnaire
survey to expatriates of JICA in order to realize the impact on the urban area from the perspective of residents. As a
result, some changes regarding lifestyles, behaviors of citizens, and government policy were found. Moreover, it was
proposed that the pandemic made the conventional issues more serious, and caused urban issues which had not been
recognized. From the aspect of international cooperation, while the traditional approaches were found to be effective,
the need to address new issues was suggested.
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1. はじめに

新型コロナウイルスが都市のあらゆる面に影響を及ぼしてい

ることが各所で指摘されているが、開発途上国を中心とした諸外

国の都市における実態の把握は容易ではない。しかしながら、各

地でみられた影響を生活者の視点をもって理解しなければ、「ウ

ィズコロナ・ポストコロナにおける目指すべき都市とは何か」と

いう今日的な課題に効果的に取り組むことはできない。

本稿は、JICAに所属する有志メンバーが2021年1月に主とし

てJICA海外駐在員を対象として実施したアンケート調査の結果

を報告するものである。アンケート調査では、開発途上国を中心

とした諸外国の都市における新型コロナウイルス後の変化につ

いて、とりわけ生活者視点で捉えることに力点を置いており、都

市における生活や市街地の変容を把握して、そのような変化に伴

う諸課題を素描した上で、国際協力事業に向けた示唆を得ること

をねらった。

調査はGoogle フォームを用いたアンケートを作成・配布・回

収した。アンケートは97の設問に及び、①回答者の基本情報（駐

在国・都市等）、②各国の感染状況と対応策、③駐在員自身の生

活の変化、④駐在員が感じた都市の変化や課題、⑤駐在員が考え

る将来の都市像、⑥国際協力事業への影響について質問（選択式、

自由記述式）をしているが、本稿では合目的的な観点から興味深

い回答が得られたものを整理している。調査票は、都市開発分野

に対する実務的知見や当該都市に対する地域的経験を有する世

界63カ国の駐在員93名に配布し、35ヵ国（36都市）に駐在す

る45名から回答を得た（回答率48％）。

なお、アンケートの回答及び本稿の内容はいずれも回答者・著

者個人の見解であり、国際協力機構の見解を示すものではない点

を付記しておく。

表1：アンケート調査の概要

実施時期 2021年1月13日配布、2021年1月29日回答締め切り

実施方法 Googleフォームを用いたウェブベースのアンケート

設問数 97問（選択式42問、自由記述式55問）

回答者 世界35ヵ国（36都市）に駐在する45名のJICA職員

集計方法 単純集計。自由記述回答はコーディングで定量的に集計

回答者の

所在地

（括弧書

きの数字

は複数の

回答者を

示す）

東南アジア・大洋州（6ヵ国）：インドネシア/ジャカルタ、

タイ/バンコク、パプアニューギニア/ポートモレスビー、

フィリピン/マニラ、ベトナム/ハノイ(2)、ミャンマー/ヤ

ンゴン

東アジア (1ヵ国）：モンゴル/ウランバートル

南アジア (7 ヵ国）：アフガンスタン/カブール、インド/

デリー、スリランカ/コロンボ (2)、ネパール/カトマンズ、

パキスタン/イスラマバード (2)、バングラデシュ/ダッカ

(3)、ブータン/ティンプー

中東 (3ヵ国）：エジプト/カイロ、チュニジア/チュニス、

トルコ/アンカラ

ヨーロッパ (2 ヵ国）：アルバニア/ティラナ、セルビア/

ベオグラード

アフリカ (11ヵ国）：アンゴラ/ルアンダ、ウガンダ/カン

パラ、ガーナ/アクラ、ケニア/ナイロビ、セネガル/ダカー

ル、スーダン/ハルツーム、タンザニア/ダルエスサラーム

(3) 、ナイジェリア/アブジャ、南アフリカ/プレトリア、

モザンビーク/マプト (2)、ルワンダ/キガリ (2)

中南米 (4 ヵ国）：キューバ/ハバナ、ペルー/リマ、ボリ

ビア/ラパス、ホンジュラス/テグシガルパ

北米 (1ヵ国）：アメリカ/ワシントンＤＣ/ニューヨーク

* 賛助会員 独立行政法人国際協力機構 (Japan International Cooperation Agency)
** 正会員 ポリス大学/独立行政法人国際協力機構 (Polis University/Japan International Cooperation Agency)
*** 正会員 東洋大学国際学部（Department of Regional Development Studies, Toyo University）
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2. 新型コロナウイルスに伴う生活や都市の変化と課題 減少した点も関係してくると考えられる。一方で、自炊やデリバ

本章では、まず、各都市における新型コロナウイルスへの対応

策を概観した上で、駐在者が感じた自身の生活の変化や都市の変

化、さらに、そのような変化に伴う諸課題を整理する。

2-1. 各都市での新型コロナウイルスへの対応策

各都市の感染状況、対策意識レベル等の事情によって程度の差

はあるが、大多数の都市で感染防止策が導入されたことがわかっ

た。回答を得た36都市における対応状況の集計結果（複数回答

可）は、「都市間移動の制限（28 都市）」、「マスク着用義務（27

都市）」、「ソーシャルディスタンス確保（集会制限等を含む）（25

都市）」、「ロックダウン発令（24都市）」、「感染者等の強制隔離、

自己隔離の義務化（23都市）」、「在宅勤務の原則化（21都市）」、

「外出規制（20都市）」である。

地域別な傾向としては、アフリカでは10都市中9都市でロッ

クダウンが発令されているが、南アジアで発令されているのは7

都市中4都市に留まっている。他方、都市間移動の制限に関して

は、アフリカでは10都市中3都市、南アジアでは7都市中6都

市で導入されているなど、対応策の地域的傾向が見られた。

2-2. 駐在員自身の生活の変化

駐在員自身が感じた生活の変化について、特に仕事、食事や娯

楽での変化の幅が大きくなっている様子が見えてきた。

(1) 仕事上の変化（表2の2-2 (1)）

駐在員が日々の生活で感じた最大の変化は「仕事」であった（45

名中37名）。特に多く報告されたのは業務関係者との対面コミュ

ニケーションの減少（18 名）であり、これについては国籍や文

化が違う相手国政府職員や現地人スタッフとの交流機会が減っ

たことによるやり取りの難しさをネガティブに捉える声が多か

ったが（15名）、むしろ対面でなくてもリモート会議などで十分

コミュニケーションが取れたとポジティブな気付きの回答もあ

った（3 名：カトマンズ、マプト、ジャカルタ）。続いて多かっ

たのがワークライフバランスの変化（14 名）で、これには在宅

勤務によって家族と交流する時間が増えたとワークライフバラ

ンスの向上の声がある反面、仕事への集中力低下、家族や自身の

ストレス増大など負の影響を指摘する声もあった。それに続いた

のが業務の効率化や時間節約（13 名）であり、会議のオンライ

ン化による移動時間短縮などの物理的な節約（7名：リマ、ジャ

カルタ、チュニス等）のみならず、制約的な業務環境下で従事す

る業務を厳選した結果、真に必要な業務を見極められたというポ

ジティブな見方もあった（ダルエスサラーム、プレトリア）。こ

うした変化は特にコロナ前まで行動制限が比較的少なかった相

対的に治安の安定した国々から多く指摘されており、治安上の制

約が元から多かった都市では大きな変化がなかったとする声も

あった（カブール）。

(2) 食事の変化（表2の2-2 (2)）

仕事以外では、外出に関する変化も大きいことが分かった。外

食頻度が減少したとの回答が多かった（45名中37名）が、駐在

員は通常、会食などの外食頻度が多く、コロナ禍ではこの頻度が

リーの頻度が増加している。自炊はとりわけ独身・単身駐在者の

間で増加傾向だと考えられる。また、食事に関係する生活や行動

の変化について、ロックダウン等の行動制限の強弱に関わらず、

一人ないし家族だけで過ごす時間が増加していることが共通し

ている。

デリバリーについては、回答者の半数近く（45名中21名）が

変化あり（＝頻度が増えた）との回答であった。その中では、デ

リバリーを提供する店の増加やデリバリーサービスの質の向上

があったとの回答が目立った（バンコク、カイロ、コロンボ、デ

リー、ダッカ、ジャカルタ、カンパラ、カトマンズ、マプト、ニ

ューヨーク、プレトリア、ティンプー、ヤンゴン）。

外食とデリバリーの変化に関する回答から、次の２点を留意点

としてあげておきたい。

1点目は、外食頻度に変化がなかったとの回答者は8名で、全

員がデリバリー頻度にも変化がないとの回答であった。これには

個人・家族の外食およびデリバリーに対する趣向も関係してくる

ので一概には言えないものの、現地事情も勘案する必要がある。

たとえば、新型コロナウイルス感染拡大以前からセキュリティ等

の関係で外出が厳しく制限されていたアフガニスタンやスーダ

ンでは、外食の自由度が極めて低く、そもそも外食をしていなか

ったからである。

2点目は、開発途上国の文脈で重要になるであろう視点として

次のような回答があった。「屋外席はデングやマラリア等のリス

クがあるため、コロナが収束に向かった場合は以前と同様にむし

ろ屋内席を進んで選ぶようになるのではないかと思う」。ウィズ

コロナ・ポストコロナに関する都市計画の議論において、屋外ス

ペースやオープンスペースの利活用の推進が主要な施策の一つ

だと言えるが、デング熱やマラリアの危険性の高い国は開発途上

国に多く、感染症と共存した都市生活を考える視点からも、常に

心に留めておくべき指摘だと言えよう。

(3) 娯楽の変化（表2の2-2 (3)）

駐在員自身や家族の健全なワークライフバランスを確保する

うえで重要な「娯楽」について、そのための外出頻度が減少して

いるとの回答が半数を超えた（45 名中 28 名）。人が集まる機会

やイベントの減少、行く場所が徒歩圏内に限られ回数も減少、自

身で外出自体を自粛、公共交通を利用する心理的ハードルが高く

なり移動範囲が限定・減少、との回答もあった。娯楽での外出頻

度には変化がないものの、時間を短縮する、ショッピングモール

へは行くがカフェや映画館には行かない、といったように行動パ

ターンの変化がみられることが分かった。

また、従前から外出時間等の制限があったため娯楽の外出がほ

とんどできなかった故に変化がない、との回答もみられた（ダッ

カ、カブール、テグシガルパ、等）。他に、娯楽での外出が減っ

たことで、感染防止に留意しつつ真にやりたいことを選択しよう

とする傾向が強くなった、といったような前向きな捉え方をする

ようになった回答も複数あった。外出や移動自体が容易ではなく

なったことで、娯楽の捉え方、関わり方が変わり、それが生活に

も変化を与えていることが分かった。
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(4) その他の変化（表2の2-2 (4)）

私生活の面において、特に報告された変化は健康管理や衛生へ

の意識向上（11 名）であり、マスクの着用や消毒の徹底といっ

た直接的なコロナ感染防止対策（6名：カイロ、ワシントンDC、

バンコク等）から、運動不足や栄養の偏りに対する危機意識の上

昇など普遍的な健康維持に関する回答（5名：リマ、テグシガル

パ、ダッカ等）までが含まれていた。続いて多かったのが私的な

外出の忌避（9名）であり、途上国における首都圏都市部の密集

に近づくことに抵抗があるとする回答（2名：ラパス、コロンボ）

がみられたほか、中には自身だけでなく、ハウスキーパーにも通

勤時の警戒を求めているという例もあった（ダカール）。

2-3. 駐在員が感じた都市の変化（表2の2-3）

駐在員が感じた都市の変化に関する設問の回答をみていくと、

大きく分けて次の3つの傾向が明らかになった。

(1) 人出の減少

大多数の駐在員が、自分が住む街で人出が減少したと感じてい

たことがわかった（45 名中 37 名）。パンデミック前と比較した

人出の減少率に関する回答は、平均して約3割減（-31.6％）とな

り、中央値は2割減という結果であった。多くの都市では人出の

減少が顕著であったようであり、中にはパンデミック以前の人出

の１割未満にまで激減したと駐在員が感じた都市もあった（ウラ

ンバートル、ポートモレスビー）。駐在員が人出の変化を感じな

かった都市は5都市で（コロンボ、イスラマバード、カイロ、ダ

ルエスサラーム、キガリ）、原因は個別に調べてみる必要がある

が、例えばダルエスサラームでは、政府がコロナ感染が生じてい

ないとする立場を取っていたことが知られている。

(2) 「密」に対する意識と人々の行動の変化

周りの人々の「密」に対する意識に関して、多くの駐在員が

コロナ禍により変化があったと感じた（45 名中 37 名）。そのよ

うな意識の変化がきっかけとなり、都市交通、オープンスペース、

そして密集居住地区に様々な影響を及ぼしたことがわかった。

都市交通については、密になりがちな公共交通（鉄道、バス

など）を避ける傾向があった一方で、密を避けることができる個

人交通手段（自家用車、自動二輪車、自転車など）の利用が促進

される傾向が確認された。具体的には、コロナ禍で公共交通の利

用頻度が増加したと感じた駐在員は皆無であり（0 名）、利用頻

度は減少（27名）もしくは変化なし（18名）との回答であった。

一方で、個人交通手段の利用頻度は増加傾向（18 名）もしくは

変化なし（21名）で、減少したとの回答は少なかった（13名）。

オープンスペース（道路・公園等）の使われ方に変化があっ

たと感じた駐在員が一定数（16 名）いたことも注目に値する。

オープンスペースは使われ方次第で密を避けることができる反

面、人が集まりすぎると密になる可能性もあるが、各都市の状況

によって利用者数や利用頻度が増減したり、使われ方に変化があ

ったとの回答があった。具体的には、公園の使用率が増えた（コ

ロンボ、リマ）他、密を避けるために市場が閉鎖されたことで食

品の路上販売が増加した（ラパス）など、日々の生活におけるオ

ープンスペースの重要性が高まったと見受けられる回答があっ

た。一方で、感染症対策のための政府規制によりオープンスペー

スの利用が禁止されたとの回答も目立った（ヤンゴン、ティンプ

ー、ラパス、ハバナ）。

次に、密集居住地区（比較的に無秩序で高密度に建物が並び、

人が密集して住んでいる地区）の居住者に対する人々の見方が変

わったと感じた駐在員がいた（45名中7名）。ネガティブな見方

が増した例として、密集居住地区から最初に感染者が出たことか

ら富裕層地区の居住者からの見方が厳しくなった（ダッカ）との

回答や、人々が密集居住地区を避けるようになった（ウランバー

トル）などの回答があった。また、複数の都市で密集居住地区に

対して警戒を高めた感染症対策を講じられたことも特筆される。

例えば、居住者とそれ以外を明確に区別して出入りを管理した事

例（ヤンゴン）、感染者が出た密集居住地区が完全封鎖されて訪

問できなくなった事例（デリー）、自治体が密集居住地区の各家

庭を訪問して住居や感染状況を確認する対応がとられた事例（プ

レトリア）などの回答があった。

(3) 都市の魅力の低下

新型コロナウイルスの発生によって、各都市の魅力（人を引き

付ける力）は、変わらない（45名中32名）もしくは低下した（13

名）と駐在員は感じており、都市の魅力が高まったと感じた駐在

員はいなかった（0名）。

都市の魅力が変わらない理由として、都市機能の魅力が変わら

ない（9名）、現状がパンデミック以前から変化がない（7名）、

都市の魅力がもともと少ない・限定的（4 名）、ロックダウンの

規制がない・弱い（3 名）、他に居住地・勤務地などの選択肢が

ない（2名）等が挙げられた。都市機能の魅力が変わらない理由

を詳細にみると、経済・ビジネス・雇用、教育、医療サービス、

娯楽等の都市機能の立地に変化がないためとの回答が 7 名と多

い。現状がパンデミック以前から変化がないこと（7名）の理由

としては、例えば、新型コロナウイルスの影響が一過性、諸活動

が再開している等の指摘があった。他に居住地・勤務地などの選

択肢がない（2名）も、経済・雇用上の選択肢がないとの理由と

なっている。経済社会活動は再開しつつあることから、都市の魅

力は変わらないとする考えが複数の回答に認められる。

都市の魅力が低下した（13 名）の内訳をみると、コロンボ、

ヤンゴン（変わらないにも１名の回答有）、ジャカルタ、カトマ

ンズ、ウランバートル、ポートモレスビー、ベオグラード、マプ

ト、カンパラ、カイロ、ワシントンDC、ラパス、ハバナで地域

的には分散している。

都市の魅力が低下したとする理由は、密が敬遠される（6名）、

コロナ感染者数が多い・感染リスクが高い（4 名）、人出の減少

（2名）、経済衰退（1名）という回答になっている。人出の減少

にかかる詳細記述を見ると、コロナ感染リスクによる人出の減少、

観光客減少、在宅勤務による人出の減少等といった事象が挙げら

れた。前項で指摘した人出の減少や密に対する意識の変化といっ

た、新型コロナウイルスによる変化・影響が魅力の低下につなが

ったことが窺える。

複数の都市において都市の魅力が低下したと駐在員が感じた

反面、アンケート実施時点（2021 年 1 月）においては都市機能
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の移転はあまり見られなかったようである。郊外に住居を移転す

る動きが認識された都市は限定的で（45名中6名）、大多数の駐

在員がそのような動きを耳にしていない（39名）。そして、事業

所を移転することをよく聞くという駐在員はいなかった（0名）。

2-4. 駐在員が感じた都市課題

まず、調査対象都市に従前から存在していた開発課題に対して、

新型コロナウイルスがどのような影響を及ぼしたかを概観した。

その上で、コロナ禍で生じた新たな課題や可能性についての回答

傾向をまとめた。

(1) 都市の既往課題への影響（表2の2-4 (1)）

新型コロナウイルスで特に影響を受けたと感じた既往課題を

問う設問では、半数以上の駐在員が都市交通に関する事柄を挙げ、

特に既存の公共交通の問題を指摘する回答が多かった（39 名中

11名）。具体的には、公共交通が限られているため、密になると

いう課題を抱えつつも利用者は代替策をとることができないこ

と（アブジャ、マプト、カイロ、カトマンズ、ラパス）、一部公

共交通（バスなど）が運休し、帰宅困難者が発生したこと（ダカ

ール）などが挙げられた。このような状況下、公共交通インフラ

（都市鉄道、バス等）の改善が求められているとの指摘があった

（アクラ、マプト）。脆弱な公共交通しかない都市において大容

量の公共交通整備を望む回答は注目に値する。

一方で、公共交通の需要低下に関する回答も目立った。感染リ

スクから公共交通の使用を避けるためにタクシー利用が増えた

（カンパラ）他、車道の一部が自転車専用道に転用された（リマ）

事例が挙げられた。また、ライドシェア（Uber など）の利用は

控え、自家用車の利用が優先されるようになった（ワシントン

DC）との回答もあった。このように個人交通手段の利用が増え

る中、公共交通へのマイナス意識の高まりを危惧する声もあり

（ダッカ）、今後の公共交通の整備・運営にも少なからず影響が

あるとの問題意識も示された（ジャカルタ、マニラ）。

なお、大気汚染で悩まされていた都市において、コロナ禍で渋

滞が一時的に軽減され、人々が綺麗な空気を体験できたことをポ

ジティブに捉える見方もあった（ダッカ）。

都市交通の他に大きな影響を受けたとされたものは環境管理（、

5名）やオープンスペース（3名）であった。環境管理について

は、医療廃棄物を含む廃棄物の衛生的な処理に課題があること

（ハノイ、チュニス）、使い捨てのマスクやフードデリバリーの

利用増加により、一般家庭の廃棄物量が増加していること（リマ）

が問題点として挙げられた。そして、これまで以上に上水、衛生、

環境改善の重要度が高まっている（ヤンゴン、アンカラ）との声

があった。他方、オープンスペースについては、公園や緑地など

散歩やランニングを安心して行える場所がさらに必要（カトマン

ズ、ティラナ）と感じた回答者もいた。

なお、既往課題への大きな影響を感じなかった回答者は45名

中6名に留まった（イスラマバード、カブール、ダルエスサラー

ム（2名）、ハルツーム、ハバナ）。換言すると、大部分の回答者

は、自らの経験から新型コロナウイルスによる都市の既往課題へ

の影響を認識していたといえる。

(2) 新たな課題や可能性（表2の2-4 (2)）

新型コロナウイルスによって生じた新たな課題や可能性を問

う設問で最も多かった回答は、デジタル化（30 名中 8 名）と経

済の復興（7名）であった。デジタル化については、通信インフ

ラの重要性や整備の必要性を指摘する回答（ポートモレスビー、

マプト）の他、「デジタル化」という言葉を以前より聞くように

なった（ダルエスサラーム）と感じた駐在員がいたことがわかっ

た。今後、都市が ICT 産業を集積できる可能性があるのではな

いか（カンパラ）との見方もあった。

経済の復興の観点では、失業者の増加を指摘する回答が散見さ

れた。都市では農村部に比べて、人々が一箇所に集まって仕事を

している環境（工場、店など）が多いため、移動や就労環境に制

限がかかることで容易に職を失う人々が見て取れる（ヤンゴン）

との回答があった。また、低所得者ほど郊外に住んでいる都市で

は公共交通が止まると仕事に行けず収入が激減する問題を抱え

る状況（ラパス）があるなど、各地で経済の復興が課題となって

いる。失業者の増加を受けて政府が職業訓練学校の強化を図る

（コロンボ）などの取り組みをしている都市もあった。

特に観光が主要産業であった都市では産業構造の転換の必要

性を指摘する回答が目立った。今回の大打撃を受け、経済政策の

重要性が再認識されていること（コロンボ）、観光客向けのホテ

ルやレストラン、マッサージ店などの業態維持が困難になったた

め、今後倒産した店の跡地への新たな店舗や施設の設置が課題に

なること（バンコク）などの指摘があった。

3. 将来の都市の姿を支える国際協力事業に向けて

本章では、まず、駐在員が想像する「理想の都市」及びそのよ

うな都市を実現するために必要と駐在員が感じるインフラ政策

を概観した。そのうえで、国際協力事業について、従来型支援方

策の有効性と今後の在り方への留意点を整理した。

3-1. 将来の都市への示唆

駐在員が想像する「理想の都市」及びそのような都市を実現す

るために必要と駐在員が感じるインフラ政策を整理した。

(1) 理想の都市の姿（表2の3-1 (1)）

駐在員自らが住む都市の将来の理想の姿は何かという質問に

対して提示されたのは、大きく分けてインフラ整備、空間の在り

方、安全安心、働き方の４点が改善された都市である。最多のイ

ンフラ整備では、公共交通機関の整備・渋滞緩和（14名）、IT・

通信インフラの強化（11名）、少ない移動で生活を完結可能な公

共サービスの拡充（6名）が挙げられた。デジタル化が進んでい

く中で、貧困層が取り残される可能性を指摘する回答（カイロ、

リマ）もあった。次点の空間の在り方では、都市・オフィスの分

散（8名）やオープンスペースの拡充（7名）を求める回答が多

かったが、文化的活動なども支えている閉鎖空間の在り方の検討

を求める回答（ティラナ）もあった。続く、安全・安心では、特

に医療体制・衛生面の強化を求める回答（10 名）が多かった。

コロナ禍を踏まえた、個人情報保護等の人権保護（ウランバート

ル）、社会マナーの遵守（バンコク）、低所得者層も考慮した制度
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（カイロ）を求める回答もあった。コロナ禍に定着したリモート

ワークの標準化を求める回答も一定数（8名）見受けられた。そ

の他、既存制度やインフラ、資金の確保など変化の制約を考慮す

ると大きな変化はないとする回答（ハルツーム、ハノイ、ダッカ）

や対災害強靭化（カトマンズ）、コンパクトな都市（ニューヨー

ク）を求める回答があった。

駐在員自らが住む都市に限定することなく、未来の「理想の都

市」とは何かという質問に対して提示された要素は、前問と同じ

く、インフラ整備、空間の在り方、安全・安心、働き方の４点が

改善された都市であるとの回答となった。しかし、対象都市の制

約がないため、回答内容はより多岐に及ぶ。通信・IT・自動化の

整備（17 名）では、電子決済を含む非接触サービス、オンライ

ンサービスに加え、ライフラインサービスの自動化（ダルエスサ

ラーム）などが挙げられた。交通インフラの整備（15名）では、

顔認証で利用可能な公共交通機関（バンコク）、パラトランジッ

ト（コロンボ）、シェア自動運転車（カトマンズ）、電気自動車（ダ

ルエスサラーム）、徒歩（ダッカ）などが挙げられた。その他の

インフラや公共サービスの整備（7名）では、インフラのネット

ワーク化・分散化（ワシントン DC）、雇用・教育のアクセス改

善（カブール）などが挙げられた。次点の空間の在り方では、自

然や緑豊かな都市（ダルエスサラーム、チュニス、コロンボ、テ

ィラナ）や職住近接（アクラ、ダッカなど）を求める回答もあっ

た。続く安全・安心では、全体的な安全安心（カイロ、ティラナ）、

対災害の安心（ダルエスサラーム）、貧困層の収入の安定（リマ）、

交通安全（デリー）を求める回答もあった。

前問と比較し新たな視点としては、リモート主流化ゆえの人や

コミュニティとの繋がりを求める回答が一定数（9名）あり、一

例として、五感や色彩を感じながら、他者と時間を共有できる、

人の気配を身近にリアルに感じられる都市（チュニス）を求める

回答があった。

(2) インフラ政策（表2の3-1 (2)）

インフラ政策の観点からは、政府はコロナ前と変わらない対応

をとっているところが大部分を占める。回答者がそのように感じ

た理由として、政治的要因（35 名中 5 名）が最も多く挙げられ

た。具体的な事例には、コロナ流行前から計画されていたインフ

ラ整備事業の継続を推し進めている（ダッカ）ほか、政権の残期

間を考慮したインフラ整備事業の実施（テグシガルパ）、議会の

解散による政府の混乱（カトマンズ）、そもそも政府がコロナの

存在を認めない（ダルエスサラーム）といった状況が挙げられて

おり、政府の意向・状況のために、インフラ整備を検討する段階

に達していないといえる。また、政治的要因と同数、新規ニーズ

が無いとする回答も見られた（5 名）。具体的な理由として、企

業や個人の経済力の低さゆえ地方へ退出する動きがなく都市と

して魅力を高める必要がない（アクラ）とするほか、感染を封じ

込めており新たなインフラニーズがないため（ハノイ）、交通イ

ンフラに関して自家用車の利用率が高く公共交通機関の開発ニ

ーズがないため（チュニス）、といった回答が見られた。

次いで、経済的要因が理由として挙げられ（3 名）、国や自治

体の財政力が弱く新たなインフラ整備事業を打ち出せない（カブ

ール）、経済復興を優先しており新たなインフラ投資が見られな

い（ヤンゴン）といった状況が見られた。その他、別の優先課題

の存在を理由に挙げた回答として、ワクチン接種が始まっており

コロナ禍の収束を優先している（デリー）ほか、保健衛生分野で

の対応に追われており行動変容を想定したインフラ整備まで議

論が達していない（カンパラ）といったものも見られた。

一方、コロナ禍を踏まえた計画を検討しているとした回答（44

名中10名）に関して、そのように感じた理由として、基礎イン

フラ整備を通した感染予防（3 名）、デジタルインフラ整備を通

じた感染予防（2名）、経済効果（1名）を目的としたインフラ整

備計画やニーズが確認されることが挙げられた。具体的な事例と

しては、自転車用レーンの整備やスラム地区における上水道の整

備（リマ）や、病院の建設（アンカラ）が見られるほか、政府か

ら JICAに対する協力ニーズに「手続きのオンライン化」や「シ

ステム構築」というキーワードが聞かれるようになった（コロン

ボ）といった状況が挙がった。また、経済復興として経済特区と

周辺地区を含むインフラ整備事業の推進（コロンボ）も見られた。

各都市において、ニューノーマル（こうあるべき）という議論

の有無については、大多数分の回答者が無回答か十分な議論がさ

れていないとの回答（37 名）であった。開発途上国での政策論

議の少なさ・未成熟が感じられる結果である。ニューノーマルと

して挙げられた考え方には、スマートシティ、オフィスの住宅化、

インフォーマル産業のフォーマル化、公共空間の見直しなどがあ

った。

3-2. 国際協力事業への示唆

ポストコロナ期における都市分野の国際協力事業について、従

来型支援方策の有効性と留意点を整理した。

(1) 従来型支援方策の有効性（表2の3-2 (1)）

既往の JICAの支援の仕方（マスタープラン、土地管理、地図

情報など）について、大多数の回答者（41 名）がポストコロナ

期も有効であると回答した。この傾向は地域性や都市規模との関

係は特に見られない。有効と考える理由として、JICA の行う協

力事業がセクター情報など基礎的な情報収集や地形図整備など、

都市機能向上の普遍的ツール（14 名中 4 名、カブール、ダカー

ル、マプト、コロンボ）を扱うものと評価したと考えられる。ま

た、都市開発マスタープランなどの協力が、多岐にわたるセクタ

ーを取り扱う総合的な協力であること（14 名中 4 名、カイロ、

コロンボ、チュニス、ダルエスサラーム）や、中長期的視点から

計画に基づく合理的な開発を目指すもの（14名中4名、ハノイ、

イスラマバード、カブール、チュニス）であることは、コロナ禍

における社会状況の変化の中にあっても引き続き重要だと考え

られている。また、コロナ影響に対する直接的な取り組みとして、

都市一極集中の緩和（アクラ、ダルエスサラーム、ヤンゴン）や

移動の最適化（マカティ、ダルエスサラーム）に取り組んできた

実績を評価したものもあった。

他方で、都市の持続性の再考が必要（イスラマバード、ダルエ

スサラーム、マプト、ベオグラード、アブジャ）とする意見も少

なくない。これまで、都市の強靭性については防災の文脈で語ら
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れることが多かったが、ここに感染症という持続性への課題が加

わったと認識が新たにされている。さらにコロナウイルスのよう

な未知の感染症に起因する状況の不確実性への対応（ワシントン

DC、ナイロビ、カンパラ）が挙げられており、この中にはマス

タープランのような静的な成果物のあり方を疑問視する声も含

まれる。先を見通すことが難しい状況において、開発計画策定に

とどまらず、時の状況に対して有効な施策を講じる対応能力の強

化も同時に必要と認識されるようになったと言える。

状況の変化への対応力強化として、2つの具体的な意見が見ら

れる。1 つは「計画から実施のスピードアップと実行力の強化」

（7 名中 3 名、デリー、ウランバートル、ジャカルタ）である。

計画から実施に移行する期間を短縮することと、計画の“賞味期

限”がより短くなる点を認識するよう求めている。都市開発に係

る関係機関が共同で計画の進捗をモニタリングする仕組みを強

化することがより重要との意見があった。もう1つは「リアルタ

イムなデータ取得と反映」（7名中3名、ワシントンDC、アンカ

ラ、カンパラ）である。モバイルデータやソーシャルメディア、

衛星データなどを用いてリアルタイムにデータや情報を取得し、

機動性の高い施策を実施することで、静的なマスタープランを補

完する環境をつくる必要性が提示された。以上の傾向はやはり地

域性や都市規模の大小に関係は見られない。

(2) ポストコロナ都市に向けた留意点（表2の3-2 (2)）

JICA がポストコロナにおける都市に取り組む際の留意点とし

て提示されたのは大きく分けて、取組みが各国の状況や国策を考

慮したものであること、取組みが包括的・インクルーシブである

こと、各国において既存課題も重要であること、感染症対策、取

組みの実効性の5点である。包括的・インクルーシブであること

の中には、インフォーマルセクター（エジプト）、貧困層（南ア

フリカ）、脆弱層（ウガンダ、ナイジェリア）、マイノリティ（ス

リランカ）、格差（ペルー）への配慮といった具体的な言及が認

められる。各国の状況や国策を考慮したものとしては、「保守的

な国民性であり、特に人と人との対面での交流が人間の生活にお

いて重要であるという点から、通信技術革新やライフスタイルの

変化を前提とした都市づくりのコンセプトは容易には受け入れ

られないのではないか」（ガーナ）といった、変革の難しさに言

及している回答が見られた。

4. 結論

本報告は大サンプルの統計調査とは異なり、海外駐在員の生の

声を記録したものである。現地生活者にとって、強く印象に残る

事象、変化、望まれる対応策などが記録されたものと言えるだろ

う。ここではコロナ禍により、多くの都市で行動制限や営業規制

を伴う感染防止策がとられ、多くの回答者が生活や行動面の変化

を感じたと回答した。生活や行動面の変化が生じたことで、既存

のサービスや施設の利用にも変化が生じ、経済・産業・雇用・環

境などあらゆる面に影響を及ぼしており、心理面での変化も確認

された。また、特定のサービスの利用者の増減に伴うサービスの

質の向上や移動者の減少に伴う渋滞・大気汚染等既存課題の緩和

など副次的影響を指摘する回答も確認された。

コロナ禍を機に進んだ変化については、利便性や効率性の向上

などポジティブな面もあるが、新たな環境に慣れるまでの苦労や

既存の枠組み・社会施設による制約など、新たに生じた課題はや

はり大きい。生じた変化が今後も都市社会に定着するかどうか、

更なるモニタリングと分析が必要であろう。また、新たな施策を

検討する際には、オープンスペース利用促進とデング熱やマラリ

アの恐れが相容れない関係であったように、既存課題との関連性

も忘れてはならない。将来の都市については、コロナ禍の変化に

限らず豊かな意見が示された。上述のとおりコロナ禍による変化

は多岐にわたっており、各都市では都市の特徴を踏まえた中長期

的な政策が求められている。開発途上国のほとんどで、ニューノ

ーマル（こうあるべき）の議論がなされていないことが明らかに

なり、都市分野の国際協力においては、従来の課題に加えて、コ

ロナ禍で生じた変化の定着可能性と課題の分析を深め、必要な施

策を検討していくことが当面の課題になろう。
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表２：アンケート調査の集計結果（自由記述回答に対して行ったコーディングの主要な結果）

2-1. 都市における対応策：回答数36（複数回答あり）

都市間移動の制限（28） マスク着用義務（27） ソーシャルディスタン

ス確保（集会制限等を

含む）（25）

ロックダウン発令

（24）

感染者等の強制隔離、自己隔離

の義務化（23）

在宅勤務の原則

化（21）

外出規制（20）

2-2. 駐在員自身の生活の変化

(1) 仕事に関係する行動や生活の変化＊1：回答数41（複数回答あり
ビジネスコミュニケーションの変化 勤務時環境の変化 業務プロセスの変化 ビジネスツールの変化 変化なし

（1）
業務関係者と

の対面会話の

減少 (18)

本部（日本）とのコ

ミュニケーション

の増加 (2)

ワークライフバ

ランスの変化

(14)

勤務中の衛

生管理の強

化 (3)

時間の節約、

業務の効率

化 (13)

任国内での出張

や旅行、サイト訪

問の減少 (8)

決裁文書や情報セ

キュリティの考え

方変化 (6)

SNS 活用

(6)

職場又は自宅

の設備更新

(2)

(2) 食事に関する行動や生活の変化：回答数40（複数回答あり）
一人/家族の時間増 外食への期待 交流、コミュニ

ケーションの

減少 (4)

新しい方法、挑戦、

以前にはなかった

考え方の誕生 (17)

自分自身以外の食

事に関係する物事

の変化 (8)

変化なし、困っ

たことなし (9)

その他

(8)自炊の増加

(12)

一人/家族での

飲食の増加 (6)

外食（飲食）の

減少 (13)

外食ニーズの

高まり (1)

収束後は屋外

で外食 (1)

(3) 娯楽に関する行動や生活の変化：回答数38（複数回答あり）
場所や人数に対する意識の高まり 交流減少

（家族以

外との行

動減）(4)

娯楽に伴う移動や娯楽範囲の減少 自宅、家族の時間増加 オンライン時間

増、遠隔地在住者

との接触増 (2)

新しい方法、挑

戦、以前になか

った考え方の

誕生 (7)

変 化

な し

(7)

その他

(8)屋内や密

回避、屋

外、疎 (4)

参加人数への意識

(3)
娯楽先の減

少、娯楽での

外出減少 (7)

娯楽範囲

縮減（時

間等）(7)

遠出、郊外移

動を伴う娯

楽減少(8)

自宅での

娯楽時間

増加 (1)

家族の

時間増

加 (1)
(4) その他の行動・生活面の変化：回答数34（複数回答あり）
対人コミュニケーションの変化 個人行動の変化 大きな変化なし

(4)

その他 (3)

対面時コミュニ

ケーション難化

(5)

対面で友人・知

人と会う機会

の減少 (6)

オンライン交流の増加

(5)

買い物習慣

の変化 (5)

趣味の変

化 (4)

健康管理や衛生への意識

向上 (11)

（通勤以外の）

外出の減少ま

たは忌避 (9)

2-3. 駐在員が感じた都市の変化

オープンスペース（道路・公園等）の変化：回答数16（複数回答あり）
オープンスペース利用者・頻度の増加 オープンスペース利用者・頻度の減少

公園利用の増加 (5) 屋外活動の増加 (2) アウトドアダイニングの増加 (2) 人出の減少 (5) オープンスペースの利用禁止・閉鎖 (5)
コロナ禍による駐在先の都市の魅力（人を引き付ける力）の変化：回答数45（複数回答あり）
コロナ禍によって低下 コロナ禍によって変わらない

密が敬遠さ

れる（6）
感染リスク

が大きい（4）
人出の減少

（2）
経済衰退（1） 都市機能の魅力

が変わらない（9）
現状がコロナ以前

と変化ない（7）
元々魅力

少ない（4）
ロックダウンの規

制がない/弱い（3）
他に選択肢がない

（2）
その他

(3)

2-4. 駐在員が感じた課題

(1) コロナ禍により、駐在先の都市の既往課題に対して特に大きな影響を与えたと感じること：回答数39（複数回答あり）
都市交通 環境管理 オープンスペースの不足

(3)
変化なし

(6)
その他 (8)

不十分な公共

交通機関 (11)
公共交通の需

要低下 (5)
車利用の増

加 (5)
渋滞の一時

的緩和 (8)
渋滞の悪化 (2) 大気汚染

の緩和 (3)
環境管理インフ

ラの整備 (5)
(2) コロナ禍により、駐在先の都市において新たな課題や可能性が生じていると感じること：回答数30（複数回答あり）
社会基盤 経済社会問題 デジタル化 (8) 医療体制 (3) その他 (7) 新たな課

題なし (2)運輸交通 (4) 都市計画 (3) 公共施設・サービス (3) 経済悪化、経

済復興 (7)
都市内格差

(3)

3-1. 将来の都市への示唆

(1) 駐在先の都市における「ウィズ/ポストコロナにおける都市の在るべき姿」：回答数32（複数回答あり）
インフラ整備 空間のあり方 安全・安心 働き方 変化なし (3)
交通インフラ整

備・渋滞緩和

(14)

通信・IT
・自動化インフ

ラの充実 (11)

交通・通信以外の公共

サービス整備 (6)
都市・オフィ

ス・人の分散

(8)

開放・閉鎖空

間の活用 (7)
医療体制・衛

生面の強化

(10)

人権制度・社

会のマナー

の構築 (4)

リモー

トの活

用 (8)
「ウィズ/ポストコロナの都市」と聞いて、実現してみたい都市：回答数35（複数回答あり）
インフラ整備 空間のあり方 安心・安全 働き方 人・コミュニテ

ィとの繋がりが

感じられる (9)
通信・IT
・自動化イ

ンフラの充

実 (17)

交通インフ

ラ整備・渋

滞緩和 (15)

交通・通信以

外の公共サー

ビス整備 (7)

都市・オフィ

ス・人の分散

(14)

開放・閉鎖空間

の活用 (8)
自 然 ・

緑・環境

の 充 実

(6)

職住近接

(4)
安全・安

心して暮

ら せ る

(7)

医療体制・衛生

面の強化 (6)
リモート・時差

出勤など柔軟な

働き方 (10)

(2)コロナ禍をふまえて新しい行動・生活に合わせたインフラ整備計画を検討しているか：回答数44（複数回答あり）
コロナ禍を踏まえた計画を検討 コロナ前と変わらない方針を継続

経済効果 (1) 感染予防/基礎インフラ (3) 感染予防/デジタ

ルインフラ (2)
その他 (1) 政治的要因

(5)
経済的要因

(3)
衛生・医療の

優先 (3)
新規ニーズな

し (5)
その他 (13)

3-2. 国際協力事業への示唆

(1) 従来型支援方策の有効性
有効だと思う理由：回答数14（複数回答あり）
現状把握・基礎情報整備(5) 計画性・長期的視点(4) 総合的視点(4) 都市機能向上の普遍的ツール(4) 都市化の弊害・一極

集中の緩和(3)

移動の最適化(2)

変更が必要だと思う理由：回答数7（複数回答あり）
都市の持続性(5) 状況の不確実性(3) リアルタイムなデータ取得と反映

(3)

密集回避、多極型都市構造(3) 計画から実施のスピードアップと実

行力の強化(3)

(2)ポストコロナ都市に向けた留意点：回答数24（複数回答あり）
各国の状況や国策を考慮 包括的・インクルーシブ 既存課題

が 重 要

(5)

感染症対

策 (3)
取組みの

実効性(3)
国の余裕の有

無 (2)
災害 (2) 治

安

(2)

その他

(11)国民性 (4) 経済対策

(3)
変化を前提と

しない (3)
包括的な視

点 (6)
インフォーマリ

ティ・脆弱層 (6)
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