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東京外国語大学 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」	 

2012 年度第 2 回研究会テーマ：調査技法から見る開発と人類学	 

	 

「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」	 
2012 年 8 月 4 日	 

（株）国際開発センター	 田中清文	 

	 

1. 私のパーソナル・ヒストリー：なぜ人類学を学ぶに至ったのか？	 

1976 年〜1980 年：大学の教養学部（理科系）で学ぶ（卒業研究は記号論理学を使ったコンピューターによる

自然言語解析だが、人類学、民俗学、民族音楽学、科学史、古代神話学などもついでに学

ぶ）	 

1980 年〜1983 年：出版社で英語学習誌（月刊誌）の編集を担当。大学の専攻とはなんの関係もなく、海外取

材に行かせてもらえて、好きな本・雑誌作りに携われるために、選んだ仕事といえる。	 

1984 年〜1985 年：朝までの徹夜残業も多かったサラリーマン生活にあきて、出版社時代に知りあった人の紹

介で、2年間、田舎（和歌山県、静岡県、埼玉県）の農家に居候して有機農業を学ぶ。静

岡県では、男性メンバー不足で困っていた地元の演劇グループに誘われ、2回公演に出演。	 

1986 年〜1988 年：青年海外協力隊（村落開発普及員）を受験し合格するも、妻の妊娠が発覚したため、断念。

青年海外協力隊の技術顧問の紹介で青年海外協力隊 OB が多く勤めている開発コンサルタ

ント企業に就職する。事務方として契約書作成や後方支援を担当する、ぞうきん掛けの時

代。会社からはプロジェクトの経済・財務評価の研修などに派遣される。	 

1988 年〜1990 年：運良く JICA 長期研修生に選ばれて、2 年間奨学金をもらい、アメリカのニューヨーク州

立大学（SUNY）ビンガムトン校の開発人類学修士課程に留学。留学前にいた会社からは開

発経済学を学ぶように勧められたが、経済学の数字指向が性に合わず、人類学に逃げたた

め、会社もくびになる。大学院の同級生の多くは修士課程の後、博士課程に進学するも、

人類学の博士課程は数年間のフィールドワークが必須で時間がかかることで有名だった

ので、断念。その結果、フィールドワークをしていない人類学徒＝半人前の落ちこぼれ人

類学徒となる。	 

1990 年〜1997 年：留学から帰国すると、日本はバブル期で、優秀なエコノミストは皆金融セクターに行って

しまったために、たまたま人材不足だった海外コンサルティング企業協会（ECFA）が採用

される。ただほとんど仕事がなかったため、協会内に社会開発ユニットを立ち上げ、また

アフター5活動として「社会開発研究会」を組織して、同じ志のコンサルタントとネット

ワークを作り、自分達がやりたい仕事を JICA や JBIC に提案して、新たな仕事作りをめざ

した。その人脈のおかげで、1992 年〜1994 年の 2 年 3 ヶ月間、ケニア人口教育促進プロ

ジェクトに JICA 長期専門家（コミュニティ開発）として赴任した。また、ケニアから帰

国後、アジア経済研究所の佐藤寛さんが始めていた「開発援助と人類学」勉強会事務局に

遅れて参加する。	 

1997 年〜現在：	 所属先の ECFA の調査・研究部門が閉鎖されることになったため、国際開発センター（IDCJ）

に移籍し、社会開発プロジェクト（教育、保健、コミュニティ開発、地域開発など）の調

査や実施を担当する。業務で行った国は 30 カ国以上で、主としてアジア、アフリカ、中

東。住民参加や研修やワークショップのファシリテーターなど、異なる文化・立場・意見

の人を結びつけようという仕事が多く、最近はプロジェクト・マネジャーとしてプロジェ

クト・メンバー（専門家や現地スタッフ）やカウンターパート（相手国政府の役人）やク

ライアント（JICA、JBIC など）とのコミュニケーションを主に担当している。	 

2. 人類学は仕事で役に立ってきたのか？	 

・ 実は「人類学」という肩書きで仕事をしたのは、1997-1999 年のケニア地域保健医療システム強化計画調
査で「医療人類学」を担当した 1 回のみ。1990 年代、医療協力関係者の間で医療人類学に対する関心が

高まり、東大医学部の先生や国立国際医療センターの先生方の医療人類学の勉強会に私も何度か招かれ
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た（名刺に人類学と書いてあった効用）。そのせいか、地域保健医療の調査には「医療人類学」担当者が

配置されることがあった。（参考までに、ケニアにおける医療人類学調査の概要を添付資料 1としてつけ

ておく）	 

・ 1990 年代は日本の ODA が増加していった時代で、1980 年代までのインフラ建設（ハード）中心の土木 ODA
から、ソフト分野（経済、ガバナンス、法制度、マネジメント・組織、教育、保健、社会福祉、貧困削

減、キャパシティ・ディベロップメント等）の援助やインフラのソフト面重視（社会配慮／社会分析、

ジェンダー配慮／分析、住民参加など）へと、援助が質的に変化していった時代。そのため、ソフトの

専門家が求められ、人類学にも社会調査（ベースライン調査、インパクト評価、RRA,	 PRA など）の専門

家や現地文化（ジェンダー関係、民族問題など）の専門家としてのニーズが生じた。	 

・ 私自身も、このようなクライアントからの依頼に応じて、ネパール灌漑開発やモザンビーク村落開発の
ための農村社会調査（地域住民と一緒に RRA を実施）、セネガルの砂漠化防止調査にける社会分析（住民

の伝統的資源利用パターンと砂漠化の関係、宗教・女性と砂漠化の関係）、農村電化のためのベースライ

ン調査（農村部の住民による電気利用の現状把握、インフラ管理のための住民組織の能力把握）、タイの

ゴミ処理・リサイクル案件での社会配慮・住民参加ガイドラインの策定、JICA の社会分析ガイドライン

や JBIC の住民移転ガイドラインの作成、などを実施してきた。必要に応じてその国・地域に詳しい人類

学専門家の教えを請いながら実施したが（ケニアのキプシギス研究の小馬徹先生、グシイ研究の松園万

亀雄先生、セネガルのフルベ研究の小川了先生など）、所詮は素人が手探りで実施したにすぎず、その質

については今でも赤面するレベルである。（コンサルタントになれるのは、他人の前でどうどうと知った

かぶりをできる強心臓の持ち主だけとよく言われている）	 

・ 一方で、アカデミックな人類学専門家（大学の先生など）は、クライアントからは、クライアントの要
望に応じた仕事をしてくれたとは必ずしも評価されていず（そもそも援助の仕組みに疎いため、クライ

アントのニーズ・悩みを正しく理解できない先生も多かった）、調査期間が短すぎると結果を出せない先

生がいたり、原稿締め切りが守れない先生がいたり（そもそも報告書を提出しない先生もいた）、プロジ

ェクトのためではなく自分の論文のための調査となってしまった例もあり、徐々にクライアントからの

信用を失っていった（人類学の先生は使いにくい、自分の趣味で仕事をされて、あまり実際に役に立つ

結果が出てこない、など）。もし海外の大学の先生のように、日本の大学の先生も今後クライアントから

の委託業務にプロとして関わっていくつもりがあるなら、アカデミックな専門性だけでは十分ではなく、

プロの社会調査専門家、社会配慮専門家としてのディシプリンを養成していく必要があると思われる。	 

・ 人類学を「他者の視点から物事を理解する」（他者理解・異文化理解）ことを学ぶ学問ととらえると、そ
のような他者理解の視点は私が仕事をするにあたって、おおいに役立ってきたと言える。たとえば社会

配慮とは、地域住民の視点から援助プロジェクトを見直し、住民にとってもメリットがあるようにプロ

ジェクトをリ・デザインすることといえるし、インパクト評価とは、受益者である地域住民の目から見

て、援助を受けて何が変わったのかを評価することといえる。また、プロジェクト・マネジメントにお

いても、多文化間のコミュニケーションと相互理解のために他者理解・異文化理解の視点は重要と言え

る。そのような視点はすべての援助関係者が基礎素養としてもつことが望ましいので、開発学や国際協

力研究科など援助人材を育成する場において、人類学を必須科目とすることが求められていると個人的

には思う（実際、協力隊員の派遣前研修では、かつて中根千枝先生による異文化コミュニケーションの

講義が行われていた）。	 

3. 落ちこぼれ人類学徒のくせに、どうして名刺に人類学と刷るのか？	 

・ 人類学として仕事がくることはほとんどないが、人類学で学んだ視点等を忘れずに仕事に取り組みたい
という自戒のために	 

・ 人類学の素養があると思われると、意外に話がはずむことがあるので（実は人類学に関心をもっている
隠れファンは援助関係者にも多い）	 

・ 同じ人類学仲間と知りあう機会が増え、マイノリティ同志のネットワークができやすいので（1992 年に
アメリカの USAID を訪問したら、USAID や世銀にいる人類学仲間を次々と紹介してくれた）	 

・ 間違ってもエコノミストの仕事（経済分析・評価など）が来ないように、あるいは数字に弱いいいわけ
とするために	 

・ あまり仕事がなくても、「人類学の仕事はほとんどないんです」と会社にいいわけするために・・・	 
	 

（いつものように内容のない話ですいません・・・）
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（添付資料 1）	 

ケニア西部における医療人類学調査の概要	 
1998 年 4 月 10 日	 

（財）国際開発センター	 

田中清文	 

1． 医療人類学とは？	 
	 

・「医療とは何か」を、医者（加害者、権威者）対患者（被害者、被保護者）という構図ではなく、医療を社

会環境の中に位置づけて（文化現象として）、探求する学問	 

・伝統医療を尊重し、近代医療を批判的・相対的にみるアプローチ	 

・人々の健康観・病気観・身体観、病気に対する表現・信仰・治療、伝統医療の実践者・利用者の現状、等

を主に調査研究	 

・人々の病気に際しての行動を予測し、治療・予防の指針作成に役立てる	 

	 

2．ケニア西部での調査結果	 

	 

（１）調査の概要	 

調査目的：国際協力事業団（JICA）のケニア国地域保健医療システム強化計画調査の１部	 

調査期間：1997 年９月〜11 月（1.5 カ月）、1998 年２月〜３月（１カ月）	 

調査協力者：ナイロビ大学医学部地域保健学科の医療人類学者 Dr.	 Violet	 N.	 Kimani（１カ月）	 

調査地区：ケニア	 リフト・バレー州ケリチョ県、ボメット県	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ニャンザ州キシイ県、グッチャ県、ニャミラ県	 

調査方法：研究者・役人・伝統医療実践者へのインタビュー、住民とのグループ討議	 

	 

（２）調査の主な結果	 

	 

ａ）対象地域の民族構成	 

	 キシイ、グッチャ、ニャミラ	 ー	 人口の約 95％がグシイ民族	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （バントゥー諸語系のグシイ語を話す農耕民）	 

	 ケリチョ、ボメット	 	 	 	 	 ー	 人口の約 85％がキプシギス民族	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （ナイロート諸語系のカレンジン諸語のひとつキプシギス語を話す	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 牛牧民）	 

	 但し、両民族とも現在は貨幣経済に組み入れられ、農業を主に牧畜を副とする生業形態をとっている。	 

	 

ｂ）グシイ、キプシギスにおける伝統的な病気観	 

・病気は人を襲うさまざまな不幸のひとつ	 

・病気は身体の不調であるとともに、何らかの外在する力によって世界と自分との調和が乱されている帰結	 

・人々は病気になった時、身体の不調に対して薬草等を用いる伝統的な治療法を用いると同時に、占い師を

訪ねて身体に影響を与えている超人間的な外部の力（妖術、死霊等）を特定してもらい、その力に対して

働きかける儀礼を行う	 

	 

ｃ）健康・病気に関する代表的な信仰やタブーや慣習	 

・殺人、盗み、不倫等の社会的に許されない行為を行った人間は病気になる。このような病気は伝統的な儀

礼によって浄化されない限り直らない（グシイ、キプシギス共通）	 

・妊婦は卵、鳥肉を食べてはいけない。なぜなら妊婦がこれらのものを食べると、お腹の子供が大きくなり

すぎて難産になるから（グシイ、キプシギス共通）	 

・子供達は、川で排便すると母親が死ぬ、石臼やかまどの石の上に乗ると成長できない、昼間に物語を聞く

と盲目になる、親に暴力を振った子は死ぬといった数々のタブーを親から教えられる。これらは子供達を

しつけるための教育的タブーといえる（グシイ、キプシギス共通）	 

・出産の場に夫と不倫の関係にある女性が現れると、出産中の妊婦はひどい出血をおこして死ぬ。これは

Amasangia と呼ばれる不倫に由来する病気とみなされ、その解決には黒ネコを連れてきて、出血中の妊婦

をまたいで歩かせる必要がある（グシイ）	 

・邪視（evil	 eyes）の力をもった男性が赤ん坊や子供を見ると、砂や花や穀物や糸や衣類等の細かい粒子が

赤ん坊や子供のお腹に入り、お腹が膨れひどい時は呼吸困難に陥る。この病気を治すには邪視の力を取り

除く儀礼が必要である。この信仰のため、子供を病院に連れてくるのが遅れることがある（グシイ、キプ
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シギス共通）	 

・麻疹（はしか）の子供が発疹が出る前に注射を打たれると死ぬ。この信仰のため、子供を病院に連れてく

るのが遅れることがある（グシイ）	 

・乳児の下痢は犬歯が生えてきたためにおこるので、犬歯を抜く必要がある（グシイ）	 

・てんかんは同じ食事を食べることによって感染する（グシイ）	 

・chang'aa と呼ばれる自家製どぶろくを飲み過ぎて、肥満、関節の痛み、高血圧に悩む者が多い（グシイ）	 

・沸騰した水を飲むと腹痛をおこす（キプシギス）	 

	 

ｄ）割礼（特に女子割礼）の現状と問題	 

・男女とも一人前の大人となるためには割礼を受けなければならない	 

・割礼を受ける年齢は低年齢化しており、グシイでは男子で平均９ー１０才、女子で平均８ー９才、キプシ

ギスでは男女とも平均１３ー１７才である	 

・男子は病院で割礼を受けたり伝統的に割礼師によって割礼を受けたりするが、病院で割礼を受けるケース

（現在約 50％）が増えてきている。	 

・女子は、政府により女子割礼が禁止されているため、病院で割礼を受けることは決してなく、伝統的な割

礼師（医療従事者がアルバイトですることもある）によって割礼を受ける。グシイではいまだに 90％以上

の少女が、キプシギスでは 70%以上の少女が割礼を受けていると推定されている	 

・女子割礼は出血もひどく、破傷風やその他の感染症にかかる率も高く、排尿・性交時の痛みや月経異常と

いった後遺症を残すことも多いため、国際的に女子割礼は廃止しようという動きがあり、ケニアでも大統

領令で禁止されているが、現実には多くの民族でいまだに実施されている	 

・この背景には、割礼が結婚できる大人になるための重要な儀式と考えられおり、割礼を終えた子供達には

数多くの贈り物が贈られ社会的に祝福されるので、割礼を待ち望んでいる子供が多いという社会的背景が

あり、コミュニティ全体で割礼に代わる女子成人の儀式を用意してコミュニティ全体の意識変革を行わな

い限り、女子割礼を根絶することはきわめて難しい	 

	 

ｅ）地域住民が病気になった時の行動（受診行動）	 

・まず薬局で薬を買い求めたり、病院を訪れて治療を受ける	 

・西洋医学による治療が十分な効果を示さない場合、伝統的な治療法を利用する者が多い	 

・特に進行性の慢性病、急性の激しい病気、なじみのない病気、家族や牛の連続死、妻の不妊、相次ぐ死産

や流産、子供の死亡等がおこった場合、人々は超人間的な力が作用していると考え、伝統的な治療法や儀

礼に頼ることが多い	 

・但し、多くの人が伝統医療の利用についてオープンには認めたがらない（伝統医療イコール禁止された呪

術というイメージがあるため）	 

・高学歴で経済力がある世帯ほど、西洋医療を利用する傾向が高くなる	 

	 

ｆ）伝統医療従事者と今後の役割	 

・薬草師（伝統医療従事者の約 90％を占める）、伝統的外科医、伝統的産婆、占い師、呪医等	 

・伝統的産婆以外の伝統医療従事者は、今のところ地域保健活動にまったく組み入れられていない	 

・特に医療施設へのアクセスの悪い地域では、伝統医療従事者は貴重な地域の医療資源であり、特に薬草師

は西洋医学についても学び近代医療施設とも協力関係を築きたいと希望している	 

・なお、伝統医療の看板を掲げて営業している者の中には、金儲け第一のニセ者も少なからずいる	 

・今後の地域保健計画においても西洋医療面での拡充・改善に加えて、西洋医療と伝統医療の役割分担・共

存関係のあり方を再定義し、伝統医療の質の向上を図っていくことが必要	 

・具体的には、伝統医療従事者のための研修、伝統医療従事者組合の形成、保健省と組合によるライセンス

の発行、組合員間及び組合員と医療施設間の連絡・連携の向上が必要	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


