
社会開発分野におけるフィールドワークの技術的融合を目指して

第11回研究会
20130年3月30日

第１部
　増田研（長崎大学）「融合研3年間の総括と、今後の展望」
　コメンテイター　山本秀樹（帝京大学）

第２部　ディスカッション「次なるステップの模索」
話題提供
　１：亀井伸孝（愛知県立大学）「融合と応答：フィールドワークはだれとともにあるか」
　２：椎野若菜（東京外国語大学）「企画進行中のフィールドワークに関する本について」
　３：宮地歌織（佐賀大学）「SMART人類学の実践に向けて：PASS Japanのこれから」
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共同研究のデザイン　メンバー構成（改訂版）
増田 研 長崎大学大学院　水産・環境科学総合研究科／国際健康開発研究科
椎野 若菜 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
小國 和子 日本福祉大学国際福祉開発学部
宮本 真二 岡山理科大学生物地球学部
白川 千尋 国立民族学博物館先端人類科学研究部
佐藤 廉也 九州大学大学院比較社会文化研究院
杉田 映理 東洋大学国際地域学部
白石 壮一郎 日本学術振興会ナイロビ研究連絡センター／京都大学アフリカ地域研究資料センター
孫 暁剛 筑波大学大学院生命環境科学研究科
野村 亜由美 甲南女子大学看護リハビリテーション学部
波佐間 逸博 長崎大学国際連携研究戦略本部
宮地 歌織 佐賀大学男女共同参画推進室
古澤 拓郎 京都大学大学院アジアアフリカ地域研究研究科
亀井 伸孝 愛知県立大学外国語学部
石森 大知 武蔵大学社会学部
海野るみ 首都大学東京国際センター
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第1回　2010年6月27日
増田研
• 「趣旨説明」
石森大知　
• 「プロジェクト型の文理融合とフィールド共有」
---------------------------------------------------------------------------------- 
第2回　2010年10月24日
野村亜由美（長崎大学）
•「津波被災後のスリランカにおける高齢者の心的外傷
後ストレス障害」
宮本真二（琵琶湖博物館）
• 「間接的な方法からみた土地開発史—アジア・モン
スーン地域における民族移動と土地開発—」

----------------------------------------------------------------------------------
第３回研究会　2010年11月23日
Koen Peeters Grietens (ITM Antwerp/PASS 
International)
• "Anthropology, public health, and practices: how do we 

contribute?"

コメンテイター
古澤拓郎（東京大学）
野村亜由美（長崎大学)

宮地歌織（長崎大学）
杉田映理（東洋大学）

----------------------------------------------------------------------------------
第４回研究会　2011年2月27日～28日

金子聡（長崎大学）
• 「地域でのデータ収集ツールとしてのHDSS（人口登
録・動態追跡調査システム）」
佐藤廉也（九州大学）
• 「森棲みの生涯：ライフヒストリー調査からみた焼畑
民の成長・結婚・出生力」
宮本真二（滋賀県立琵琶湖博物館）
•「地理「屋」は，フィールドで何をみているか？」
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第５回研究会　2011年6月24日
『支援のフィールドワーク』を読む
評者：増田 研（長崎大学）、宮地歌織（長崎大学）、椎野
若菜（ILCAA）、斎藤龍一郎（アフリカ日本協議会）
----------------------------------------------------------------------------------
第６回研究会・国際集会　2011年11月23日～24日
International Workshop "Anthropology and Public Health: 
Towards Muli-disciplinary Field Methods"

•Chairperson: Elli Sugita (Toyo University)
•Juan Muela Ribera, (PASS International, Rovira i Virgili 
University) "Medical Anthropology in Community Participation 
Projects"
•Koen Peeters Grietens, (PASS International, Institute of 
Tropical medicine Antwerp) "Doctors and vampires: The fear of 
blood selling in Central Africa. An application of anthropological 
research in clinical trials"

•Chairperson: Itsuhiro Hazama (Nagasaki University)
•Mohammed Karama (Kenya Medical Research Institute) 
"Social and community based challenges in attaining the health 
related Mellenium development goals in Kenya"
•Tom Ondicho (Nairobi University) "Violence against women 
in Kenya: A public health problem"
•Kaori Miyachi (Nagasaki University) "Anthropologists’ 
involvement in Demographic Surveillance Systems"

Chairperson: Ken Masuda (Nagasaki University)
Shiho Hirano (HANDS) "Local etiologies and Treatment 
Seeking of Malaria related illness in Palawan of the Philippines."

Ayami Umemura (Tokyo Metropolitan University) "How the 
absence of words works for patients' experiences of illness?: A 
Case Study of medical diagnosis in indigenous medicine in Sri 
Lanka"

----------------------------------------------------------------------------------
AA研基幹研究「アフリカ文化研究に基づく多元的世界像
の探求」2011年度第6回公開セミナー「Diseases, Health 

and Community: Struggles of Medical Doctors and 
Social Scientists in East Africa 2011年11月30日
Chairman: Ken MASUDA (Nagasaki University)
Mohammed Karama（Kenya Medical Research 

Institute）"The Role of Primary Health Care in Reversing the 

Disease Burden in Kenya"
Joan Muela Ribera（Rovira i Virgili University（Spain）・
PASS International（国際NGO）
"Medical Ethnography, Gender Inequalities and the Social 
Responsibility of Anthropologists"

----------------------------------------------------------------------------------
第７回研究会の開催　2012年2月12日
• 増田 研（長崎大学）「民族誌を書くのに必要なタイムス
パン：SMART人類学のTをめぐって」
• 白石壮一郎（日本学術振興会ナイロビ研究連絡セン
ター）「融合・共同研究の現場―サブサハラアフリカ地
域での制度と実際」
• 海野るみ（明治学院大学）「フィールドを生きる―"Truth 

be in the field"の精神」
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第8回研究会　2012年7月1日（日）13:30～18:30

　コーディネーター：宮地歌織

• 後藤健介（長崎大学熱帯医学研究所）「スリランカにおける保健
医療問題とその対策のためのHDSS構築について」
• 西本太（総合地球環境学研究所）「ラオス農村地域を事例とした
過去50年間の人口変化の復元」

---------------------------------------------------------------------------------
第9回研究会　2012年8月4日
セッション・テーマ「調査技法からみる開発と人類学」
　コーディネーター：杉田映理（東洋大学）

• 白川千尋（国立民族学博物館）「KAPサーベイと文化人類学」
• 徳岡泰輔 (株式会社タスクアソシエーツ)「技術移転の実践プロセ
ス」を通したフィールドワークの技術的融合：機械化農業から生
活戦略への越境的試論
• 縄田浩志（総合地球環境学研究所）「伝統的知識と近代技術の融
合としての在来実践：スーダン東部ガダーリフ州半乾燥地域にお
ける耕耘機とディスク犂を用いた在来農法「サルワラ」につい
て」
• 田中清文（国際開発センター／JICAスーダン・カッサラ復興支援
プロジェクト）「人類学の落ちこぼれはなぜ名刺に人類学と刷っ
ているのか？：国際開発業界での人類学徒の生き残り戦術」

----------------------------------------------------------------------------------
第10回研究会　2012年11月10日

セッション・テーマ「フィールドワークの失敗学」
コーディネーター：亀井伸孝（愛知県立大学）
共催：日本文化人類学会課題研究懇談会「応答の人類学」

• 亀井伸孝（愛知県立大学）「趣旨説明／私は最初の出会いで失敗
した: カメルーンの熱帯雨林にて」
• 山北輝裕（日本大学）「私は選択で失敗した？」
• 村尾るみこ（東京外国語大学）「私は難民定住地で失敗した: 難
民の生計調査での試行錯誤」
• 宮本真二（岡山理科大学）「私は狭い視野で失敗した: ヒマラヤ
で，博物館で」
• 飯嶋秀治（九州大学）「私は報告書の返却に失敗した: フィール
ドに応答する多様な形態」

■総合討論「フィールドワークの失敗学は可能か」
　司会: 増田研（長崎大学）
　コメント: 青山和佳（北海道大学）
　コメント: 小國和子（日本福祉大学）
----------------------------------------------------------------------------------
第11回研究会　2013年3月30日

• 増田研（長崎大学）「融合研3年間の総括と、今後の展望」
• 山本秀樹（帝京大学）　コメンテイター

第２部　ディスカッション「次なるステップの模索」
• 亀井伸孝（愛知県立大学）「融合と応答：フィールドワークはだ
れとともにあるか」
• 椎野若菜（東京外国語大学）「企画進行中のフィールドワークに
関する本について」
• 宮地歌織（佐賀大学）「SMART人類学の実践に向けて：PASS 

Japanのこれから」
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Field + no.9
巻頭特集「生老病死は測れるか？」

Field + Café
20123年3月29日
「生・老・病を発見する」
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【申請時資料】
　共同研究を組織する目的
• General Purpose

•異なるフィールド調査手法の融合を目指す。
• Specific Purpose

•質的／量的調査、対象限定的／ホリスティック・アプローチ、共時的／通時的ア
プローチなどの異なるアプローチの相互理解の促進。

•文化・社会人類学、国際協力、国際保健学、看護学、生態学、地理学、GISなどの
異なるディシプリンの相互理解の促進。

•異なるアプローチとディシプリンを組み合わせ、融合させることで、より幅広く社
会に貢献できるフィールド技術の提案。

技術の融合、世界観の対話
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【申請時資料】
いわゆる「量的サーベイ」と「質的インタビュー」

対象地の選定
活動内容の決定

貧困撲滅
予防接種

エンパワーメント...

迅速な調査

標的の確定

立案
実施

フォローアップ

PDCAサイクル...

調査方法の二択？　組み合わせ？　融合？
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フィールドにおける単線的／螺旋的思考運動

先行研究レビュー
研究対象の絞り込み
仮説の構築

研究デザイン

データ・コレクション

解析

限定

限定

プレテスト・修正

-限定に限定を重ねる手法
-相関を数値で見るのに適合
-アウトカムの迅速な吐き出し
-ノイズの排除

このような調査手法に、
人類学的フィールドワークは
太刀打ちできない？
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【申請時資料】
　共同研究を組織する目的
• General Purpose

•異なるフィールド調査手法の融合を目指す。

• Specific Purpose

•質的／量的調査、対象限定的／ホリスティック・アプローチ、共時的／通時的ア
プローチなどの異なるアプローチの相互理解の促進。

•文化・社会人類学、国際協力、国際保健学、看護学、生態学、地理学、GISなどの
異なるディシプリンの相互理解の促進。

•異なるアプローチとディシプリンを組み合わせ、融合させることで、より幅広く社
会に貢献できるフィールド技術の提案。
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成果発表に関して

-学会等における分科会の開催は見送り
-可能性は残しつつも、「学会」で実施することについて躊躇（？）
-学会と地域を越えたところでのアピール　ex. 国際集会2011.11

-融合研の取り組みを本当に訴えたい先はどこなのか
-活字による成果の定着と発信

- Field+ no.9
-フィールドワーク本シリーズの刊行（古今書院）

-発展的解消
-応答研
-実践

11

実践あるのみ

��� ���!���
� \K1`XAV1TE��
�VKP]_d�°ª
�§«m8�sEi08,DHI�t�k

� ������)%(�*��
� ����"���*�
� ������$&#����
� ����""�������
� �������'� %
� ���������!& �

� �	����
��	�$#�"�����&�
'���

®r°�±§4��	��
5
6Ob1[`MLQdOFEf£
C<·�2�¨E��A¸�J�
:Iehp��ZUWc1NDH
I��74��/n�º0x5

��´¤r�
�|�
�©¯���
�lgi²�

12



科研・基盤B申請
東アフリカにおける「早すぎる高齢化」とケアの多様性をめぐる学際的研究

-アフリカの開発途上国においては、感染症対策や母子保健の進
展により保健状況が急速に向上しているが、それに伴う人口の急
激な増加と、保険や介護システムといった社会基盤が整わないな
かでの「早すぎる高齢化」は社会システム全体の不安定化を加速
させる恐れがある。

-ポストMDGs をめぐる議論が活発化するなか、本研究は文化人
類学・人文地理学・国際保健学の協働作業により、東アフリカ地
域における高齢者ケアの実態をコミュニティー・ケアの側面から
検討し、現在の感染症対策中心のヘルスケアとの統合を目指す。

-主たる対象国はエチオピア、ケニア、ウガンダの三カ国であり比
較のためにスリランカ南部における調査を加える。

-すでに高齢化社会の時代を迎え、公的年金と介護福祉政策を実
践してきた我が国の研究者が、アフリカの高齢化社会を見据えた
提言を行うことには大きな意義がある。

メンバー

増田研（代表、長崎大）
山本秀樹（帝京大）
野村亜由美（甲南女子大）
田川玄（広島市立大）
宮本真二（岡山理科大）
波佐間逸博（長崎大）
宮地歌織（佐賀大）
田宮菜々子（筑波大）
野口真理子（京都大ASAFAS）

13

Decrease of Infant Mortality Rate (IMR) for the past 5 years 

Ethiopia: 98‰ to 75‰
Kenya: 67‰ to 44‰ ���&����#&�

Trends in Life Expectancy by region
(Bongaarts 2009)

Population Momentum

1.7 times Population Growth in Ethiopia, Kenya and Uganda 
for the past 20 years.$+��! ���,�

WestEast

North

Central

South
Japan

Estimated Population of Over-60
(Noguchi, based on UN 2010)

(b) Mortality and life expectancy
Mortality levels have also changed rapidly over the past
several decades (figure 3). The South experienced
exceptional improvements in LE from an average of
41 years in 1950–1955 to 64 years in 2000–2005. By
the early 2000, Latin America reached mortality levels
similar to those prevailing in the North in the 1970s,
and Asia was just a few years behind. Africa experienced
the highest mortality and improvements in LE stalled in
the 1990s due to the AIDS epidemic. As a result, Africa’s
LE, at 52 years in 2000–2005, was still substantially
below that of Asia (68) and Latin America (72). As
expected, Europe and Northern America already
achieved relatively low levels of mortality by 1950, but
they have nevertheless seen significant further improve-
ments since then. Europe’s LE (74) is now lower than
North America’s (78) because of a rise in mortality in
Eastern Europe after the break-up of the Soviet Union.

Projections of future LEs by the UN assume contin-
ued improvements over time in all regions. The North
is expected to reach 82 years in 2050 despite the
increasing difficulty in achieving increments as
countries reach ever higher levels of LE. Asia and
Latin America are expected to continue to close the
gap with the North, and Africa will continue to lag,
in part because the continent remains affected by the
AIDS epidemic.

It should be noted that the assumptions made by
the UN about future trends in fertility and mortality
are not based on a firm theoretical basis. Instead, the
UN relies on empirical regularities in past trends in
countries that have completed their transitions,
mostly in the North, where fertility declined to
approximately the replacement level, and increases in
LE became smaller over time. This is a plausible
approach that unfortunately leaves room for potential
inaccuracies in projection results.

4. CHANGING POPULATION AGE
COMPOSITION
Over the course of the demographic transition, declines
in fertility and mortality cause important changes in a
population’s age composition. In general, countries in
the early stages of the transition have a younger age
structure than countries in the later stages.

Figure 4 presents the distribution of the 2005
population in four broad age groups: 0–14, 15–24,
25–64 and 65! by region. Most of the regions in
the South—Africa, Latin America, South Asia and
West Asia—have very young age structures with
about half of the population under age 25 (62% in
Africa). The exception is East Asia (mostly China)
where this proportion is 37 per cent. In the North,
the population under 25 is still smaller: 35 per cent
in North America and just 30 per cent in Europe.
The reverse pattern is observed for the proportion
65!, which is much higher in the North than in the
South, ranging from as high as 15 per cent in
Europe to as low as just 3 per cent in Africa.

(a) The age-dependency ratio
A changing age distribution has significant social and
economic consequences, e.g. for the allocation of

education, healthcare and social security resources to
the young and old. Assessments of this impact often
rely on the so-called age-dependency ratio (DR) that
summarizes key changes in the age structure. The
DR at a given point in time equals the ratio of popu-
lation aged below 15 and over 65 to the population
of age 15–64. This ratio aims to measure how many
‘dependents’ there are for each person in the
‘productive’ age group. Obviously, not every person
below 15 and over 65 is a dependent and not every
person between ages 15 and 65 is productive. Despite
its crudeness, this indicator is widely used to
document broad trends in the age composition.

Over the course of a demographic transition, the
DR shows a characteristic pattern of change.
Figure 5 presents this pattern as observed in the
South from 1950 to 2005 and projected from 2005
to 2050. Early in the transition, the DR typically first
rises slightly as improvements in survival chances of
children raise the number of young people. Next, the
DR falls sharply as declines in fertility reduce the
proportion of the population under age 15. This
decline has important economic consequences
because it creates a so-called ‘demographic dividend’,
which boosts economic growth by increasing the
size of the labour force relative to dependents and
by stimulating savings (Birdsall et al. 2001). Finally,
at the end of the transition, the DR increases again
as the proportion of the population over age 65 rises.
Figure 5 also plots the DR of the North from
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