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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 

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 
村尾 るみこ 

AA研共同研究「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」 
日本文化人類学会課題研究懇談会「応答の人類学」 

今回注目する点：フィールドワークでの失敗を
「評価」するタイミング／タイムスパンと主体 

・「フィールドワークでうまくいかなかった感」は、
自分（村尾）という調査者にとって、時間を経るに従
い、自分のなかで意味づけや価値が変化する 

 

フィールドワークで失敗したというときのタイムス
パン、タイミング、判断する主体をどう定めること
が可能か？ 

キーワード：文理融合、自己批判的・実践的な地域研究 

地域研究を専門とする自分のフィールド
ワークにおける「失敗」のプロセスを明
示する。これにより、方法として長期
フィールドワークを基礎におき、文理融
合をうたう地域研究の「失敗」とは何か
を検討する。 

本発表の目的とキーワード 

研究者と対象地域との間の非対称な構造と、知的営為が本来
的にもつ、発見し共感し理解しようとする衝動。他者の社会
を理解し記述しようとする試みに内在するこの二つの必然の
間緊張関係こそ、おそらく地域研究を形作るものである。 

地域研究は、他者を理解しようとする努力と発見の面白さに
支えられながら、自らの歴史性と他者との交差する地点を見
定めようとする長い努力の過程であり、すぐれて目的意識的
な知的行為の総称である。その意味で地域研究は、まさに
「方法として」存在する。地域研究にとって、方法としての
地域研究の自覚的な実践こそが、その危うさを越えて他者と
のつながりを見出す方途であろう。 
（押川文子2005 ） 

日本において地域研究はいかに構築されているのか？ 

研究テーマ：農村に住む「広義の難民」、
アンゴラ出自集団の生計維持 
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(村尾 2012, Murao 2012） 
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2000年3月 某大学農学部生物生産科学科で作物生理学分野の卒論を書きあげ、 
      卒業。高度経済成長期の環境破壊に対する認識の見直しをはかる 
      、在来農業見直し/焼畑楽観論者へ傾倒。「これからの農業  
      は現地の社会文化をみなければ」 
 
2000年4月 某大学大学院入学、長期フィールドワークに基礎をおき文理融合 
      をめざす地域研究を（実践的に）学び始める。 
 
2003年3月 博士予備論文（修士論文相当）提出 
      「過酷な環境で合理的な農業生産技術を編みだした農民」を描 
       出 (村尾 2006, Murao 2005)。その後、アフリカ農民研究＋難民 
                          研究へ、日常的生計からのアプローチ。 

地域研究でもとめられた、文理融合の視点 
 理系（農学）出身の自分が人文・社会科学の大学院へ入学

し、文理融合の研究をしながら「人文・社会科学分野が専
門です」というときの違和感。フィールドワークにおいて、
文系と理系は融合すべき違う学問？ 

・アンゴラでの生活を聞き取りで掘り起こすことのむずかしさ 
（文系的調査の限界を感じ始める） 
・農村に住み国籍を取得かつ援助から自立しても、行政や土地   
 制度などを通じて、庇護国の政治経済構造のなかでマイノリ  
 ティであることが明らか。 
 
⇒理系的分析でみえる「明るさ」 vs 文系的分析で描く「暗さ」 
 

「収容施設に住む難民という、second disaster（庇護国社会か
ら社会経済的に排除され、かつ援助づけで自立できない）を受
け、さらなる困難の中にある人びとと比較してみよう」と思う。 

ミクロな視点からの地域研究を実践的にすすめ
る際の葛藤 
 

＋ 

・2006年、当時在籍していた某大学院が採択された「魅力ある

大学院教育」のインターンシッププログラムで、ザンビア西部
州の難民定住地へ行く。 
 

・結局、それまで調査していた農村と同じように見えてしまっ
た。⇒思惑がはずれた！！ 
「限られた土地での農業生産技術の妥当性」 
「国家体制のなかでの政治経済的排除」 
 

その上、フィールドワークによる民族誌が記述されてきた難民
定住地で、フィールドワークが「うまくいかない」と思うこと
にぶち当たる。 
 

うまくいかない感ポイント① 

「難民と寝食を共にできない」こと（方法
論的限界）から生じる、うまくいかない感 

・当たり前ではあるが、規則のため、難民の家に居候できない。 
⇒「こっそり盗み見る」がなかなかできず、何を聞いても不安。 
 

・参与観察を徹底する長期フィールドワーク型地域研
究の限界か？（⇔Malkki 1995, Hansen 1977) (≒久保  2012) 

・それなら短期でも調査が完結できる、計測等による
再現性の高い理系的調査・分析をしたほうがいいので
は。 
 

うまくいかない感ポイント② 

庇護国のステークホルダーは、難民の合理的な技
術適応や、監視された空間内で生まれる制度がも
つ「ポテンシャル」はどうでもいいらしい。 
 
・州レベルの役人らを交えた報告会で、『HIV/AIDSに
関心をもってほしい』といわれる。 

⇔難民定住地での難民の応答「おまえの葛藤も一理ある。別に
保護してもらわなくても生きていける」 

⇔農村でのアンゴラ出自集団の応答「ザンビアの矛盾を無視す
るな。あいつら（国）はアンゴラの人間に土地をとられたくな
いだけだ」 
 

その後、悩んだこと 
 
「合理的な農業技術や資源再配分の機序が確立されても林がなく
なれば終わりだ（量的に/理系的見地からみても非持続的で、
「われわれ」の世界は暗い？）」 
 
「政治、社会的に排除されていてもなんとか生きてるのだから、
村尾という研究者が考える『構造的な生きにくさ』は、現地の人
にとって問題でない（「他者/調査者」が「現実」から切り離され、
自己批判する研究に過ぎず、「現実」社会は明るい？）」 

 

「暗さ」「明るさ」どちらも内包した『同時代の現
実を生きる人びと』を実証的に記述することを重ね
る 
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・難民定住地の経験は、失敗だったか、成功だったか、結局だれ
が評価するのか。主体は？ 研究者／難民／農民／政府？ 

・「失敗」感覚は変化する⇒フィールドの人びとからの応答、自
分自身やフィールドの変化、それを見ている他地域の研究者との
インターラクションによる影響。 
 

⇒この「失敗」の感覚というナマモノと対峙し続けることこそが、
「難民の日常的な生計」のフィールドワーク可能性を切り開く、 
かもしれない。 
 
 
 
 

フィールドワークの失敗学について 

タイミングや主体で変化する失敗の感覚。タイミ
ングをずらす、または同じプロジェクトクト等を
共有しあう人で比較する 
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