
アフリカ研究と社会が手をつなぐ

京大アフリカセンターの新たな地平 Ⅴ

 Center for 
 African Area Studies,
Kyoto University

“グローバル人材”を生み出す
 フィールドワーク
　



�

はじめに

　京都大学アフリカ地域研究センターは、1986年、アフリカ地域を
対象とする日本初の国立大学研究機関として設立されました。京都
大学には1950年代に始まる厚いアフリカ研究の歴史があったのです
が、ようやくその中核となる機関が作られたのです。1996年に、ア
フリカ地域研究の専門家を養成する大学院が設立されたのを契機
に、センターはアフリカ地域研究資料センター（以下「アフリカセン
ター」）と改称され、今日に至っています。その基本理念である、長
期のフィールドワークに基づく生態・社会・文化の理解という手法は、
世界的にも高く評価されています。
　その一方で、京都のアフリカ研究は、日本国内の一般社会、とり
わけ東京を中心とする関東一円ではあまりよく知られていないという現
実がありました。アフリカセンターでは設立以来長年にわたって、一
般公開された「アフリカ地域研究会」をおこなうなど、アウトリーチ
活動に努めてきましたが、その範囲は京都を中心とした関西地域に
限定されていたのです。
　そこで、アフリカに対する政策や援助プロジェクトの中心である東京
への発信をということで、2010年より品川の京都大学東京オフィスに
て「東京公開講座」を開催し、また京都大学全学経費の援助を得て
「京都大学アフリカ研究フォーラム in東京」（以下「東京フォーラム」）
を開始しました。
　東京フォーラムではこれまで、「アフリカ研究とNPO活動の連携は
いかに可能か」（2010年 11月 26日）、「SATOYAMAイニシアティ

ブを舞台として －ひびきあう“里山 ”と“アフリカの農村 ”」（2010

年 12月 24日）、「アフリカ研究と民間企業との連携はいかに可能か」
（2011年 2月 22日）の 3回が開催されています。これらのフォーラ
ムでは、学界に限らず、政・産・官・民とのあらたな連携をはかるべく、
その関係者を東京オフィスに招いて、アフリカセンターを中心とする研
究者と密度の濃い議論をおこなっています。
　今回、再び京都大学全学経費の補助を受け、第 2期の東京フォ
ーラム（全 4回）を開催できることになりました。この活動を通じて、
京都大学のアフリカ研究を広く周知し、さらなる研究・実践活動の契
機になることを期待しています。

京都大学アフリカ地域研究資料センター

センター長　木村大治
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梅田幹雄 UMEDA, Mikio 
京都大学キャリアサポートセンター 特任教授

京都大学大学院修士課程農業工学科修了。専

門は農業機械。三菱重工に 17 年半勤務の後、

京都大学農学部助教授、ホーエンハイム大学（ド

イツ）客員研究員、京都大学大学院農学研究科

教授を経て現職。特に博士・ポストドクターの

キャリアパス多様化の支援に力を入れている。

片山祐美子 KATAYAMA, Yumiko

NTC インターナショナル株式会社 主任技師

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科修士号取得退学。ガンビアの稲作農村にお

ける品種と地域社会・経済の関わりの研究で修

士号取得。現在は、主にコンゴ民主共和国やウ

ガンダ北部などで紛争予防に配慮した社会調査

等のコンサルティング業務に従事している。

草野干夫 KUSANO, Tateo

社団法人海外コンサルティング企業協会 会長／システム科学コンサル

タンツ株式会社 代表取締役社長

東京大学農学部卒業。海外技術協力事業団勤

務を経てシステム科学コンサルタンツを創業。コ

ンサルティング業務の傍ら、業界の PR にも力

を注いでいる。東京大学大学院農学生命科学

研究科・農学部運営諮問会議委員（2006 〜

08 年）。京都大学大学院アジア・アフリカ地域

研究研究科産官学アドバイザリーボード。

田中利和 TANAKA, Toshikazu

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科博士課程在籍。エチオピアにおける在来有畜

農業、特に牛耕に焦点をあてて研究を行ってい

る。農民の足を保護する地下足袋の製造・販売

ビジネスの仕組みを作り、現地資源を活用した

起業を地域研究として記述したいと考えている。

織田雪世 ODA, Yukiyo

株式会社カネカ勤務

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科博士課程修了。ガーナ都市部の女性美容師

によるジェンダー枠組みへの対応に関する研究

で博士号取得。在ガーナ日本国大使館専門調

査員、国際協力機構（JICA）ガーナ事務所企画

調査員を経て現職。

川畑亜瑠真 KAWABATA, Aruma

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科博士課程在籍。ハラール・ミートの流通に関

する研究で修士号を取得。NPO「日本ハラール

協会」で日本の食品のハラール認証や日本にお

けるハラールインフラの整備に力を注いでいる。

2013 年 4 月より大手 IT 企業で勤務予定。

近藤 史 KONDO, Fumi

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科キャリア・ディベロッ

プメント室 副室長

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科博士課程修了。タンザニア南部高地における

在来農業の内発的発展とこれを支える互助労働

システムに関する研究で博士号取得。神戸大学

農学部で大学の教育・研究と地域の連携推進

を担当する研究員の職に就いた後、現職。特定

非営利活動法人「アフリック・アフリカ」理事。

山越 言 YAMAKOSHI, Gen

京都大学アフリカ地域研究資料センター 副センター長

京都大学大学院理学研究科（霊長類学専攻）

博士課程修了（理学博士）。西アフリカ・ギニア

共和国南東部の森林地域で、人と野生動物の

間の多様な関係について研究している。京都大

学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 キャ

リア・ディベロップメント委員長。

プロフィール

※順序は氏名の五十音順

※所属・経歴は 2013 年 3 月現在
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世の中が求める
“グローバル人材”
「採用するならまっさらな学部卒のほうがいい」
山越　京都大学アフリカ地域研究資料センターの山越と

申します。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科（ASAFAS）の教員でもあります。

近年、博士号取得者など高学歴の有能な人材が、大学の

外で働く場を見つけられないことが社会問題化しています。

しかし京都大学は、従来から「研究大学」と言われていて、

とりわけ大学院では世の中の一般的な就職活動にあまり

積極的に関わってこなかったと思います。1998 年に設立

されてから現在 15 年ほどになり、多くの大学院生を抱え

るようになった ASAFAS でもそのような反省があり、数年

前に、院生のキャリア設計のサポートをするキャリアディ

ベロップメント室を設けました。

10 年ほど前の雰囲気を思い出すと、大学院に入るという

ことは、一般企業の就職活動とは切り離された世界に入る

ことだと大学院進学者の多くは思っていたと思います。ま

た、我々はずっと、フィールドワークが我々の研究の特長

だと言ってきましたが、それが世の中の企業・組織のため

になるのかどうか、明確に答えることはできずにきました。

実際、企業も、「院卒より学部卒に入社してもらって自社

教育をしたい。大学院での教育は企業のためにはならない、

むしろ余計なものだ」とよく言っていたと思います。まっさ

らな状態で、可能性のかたまりとして学生さんに来ていた

だきたい、と。

しかし、いま手元に『中央公論』の 2013 年 2 月号があり

ますが、《大学と人材―「育てる」「求める」の乖離》とい

うタイトルで、大学の教育システムと世の中で必要とされて

いる人材とのミスマッチが特集されています。「まっさらで

いい」と言っていたのになあという冷めた目でつい見たくな

ったりもしますが、一方で、大学・大学院での教育の内容

に世の中が何かを期待するようになったことは、我々にと

っていいチャンスでもあると思っています。

おそらくこの 3 年から 5 年ほどのことだと思いますが、マ

スコミで「これからは“グローバル人材”が求められる」と

いう主張がよく見られるようになっていますよね。日本企業

が国内でガラパゴス的にやっていた時代に必要とされた人

材と、グローバリゼーションによって日本企業が海外展開

をしていく中で必要とする人材の質が変わりつつある。と

なると、もしかしたら、我々がずっと、研究のために良か

れと思って学生に厳しく求めてきた質の高い長期のフィー

ルドワークが、結果として「グローバル人材」を育てること

につながり、人材を求める世の中の声とうまく響き合うこ

とができるんじゃないか。この点について、各方面で活躍

されている皆さんにご経験やお考えを聞かせていただきた

い。それがこのフォーラムの開催主旨です。

企業戦士を育てることが
求められている？
辞令１本でどこへでも飛んでいくのが
「グローバル人材」？
山越　ASAFAS の院生である田中くんは、いま博士論文

を書いている最中で、その先の進路についても考え始めて

いるところですよね？　世の中から「グローバル人材」とな

ることを求められている側として、どう思いますか？

田中　アフリカ地域研究専攻の田中です。エチオピアの

中央高原をフィールドとして、2007 年から、在来の牛耕シ

ステムについて研究を続けてきました。現在はその成果を

博士論文としてまとめつつ、研究の道を進むか、それとも

実務の道へ進むか、いろんな可能性を考えている段階です。

グローバル人材を育てようという流れについては、僕はけ

っこうネガティブなイメージがあります。よくわからない波

みたいなものがどっと押し寄せてくるような、不安な気持

ちが正直あって。調べてみると、「グローバル人材」には統

一的な見解はないようですが、文科省が謳っていることを

見ると、どうも、英語ができて、タフなネゴシエーションが

できて、辞令 1 本で翌日から海外へ飛んで赴任できるよう

な人間、要するに僕の解釈では「世界を相手に稼げる戦士」
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を育てるイメージらしい。まず英語とか交渉の能力をつけ

させることありきで、育てられる側からすると、資格でスペ

ックを高めて、戦士として戦わないといけないんだって、な

んだかくらくらしてきます。

山越　たしかに（笑）。

田中　グローバル経済の中でお金を稼ぐ人間を育てること

ばかりに重点が置かれていて、学生個 人々の研究生活を通

じた知性的・感性的成熟に関しては全然配慮されてないで

すよね。「人材育成」とは言っていますが、内向きな日本

人を海外へ押し出すための呪文みたいなものかとも思いま

す。

ただ、グローバル人材をそういうものだとひとまず仮定し

て、自分がやっているフィールドワークを考えてみると、こ

の「グローバル経済が求めている人材像」と共通する部分

があると思うのです。僕の場合で言えば、辞令なんかなく

ても、水道も電気も通じていないアフリカの奥地に出かけ

ていきます。英語すらも通じない、日本にいない虫に刺さ

れたりもする厳しい環境ですが、徐々に現地語を覚え、タ

フなネゴシエーションをしながら自分が欲しい情報を収集

する。そんな生活を長期にわたり、24 時間態勢でやって

いるわけです。

僕たちはすごく自由に研究させてもらっていて、誰かに強要

されているわけではない。好き好んで、しかし研究という

フィールドワークとは？

　フィールドワークを始めて6年になるというのに、「フィールドワークとは何か？」という質問に対して、私はいまだ
に上手に答えることができない。しかし、自分の調査を例に説明することなら、なんとかできる。
　私の調査方法は参与観察とよばれ、単身アフリカの農村に赴き、2年をかけて、現地の人 と々同じように生活を
する。その過程で現地の言葉を習得し、その土地の文化も少しずつ理解していく。
　なぜそんな遠くの地へ行くのかといえば、先輩や仲間の研究者と共有できる学術的なテーマがそこにあり、その
理解を通して他者や自分についてより深く知りたいという気持ちがあるのだと思う。
　私の研究テーマは、エチオピアのある地域で伝統的に行われている牛耕の仕組みと意義についてである。その手
がかりをつかむため、牛耕を実際にやってみたり、牛の体格や農具を記録したり、農地の面積を測ったり、農家で
牛の数を数えたりして、それらの情報を小さなノートに書き溜めていく。
　しかし、それ以上に生活そのものが調査といえる。様々な現象を目で見て、人の話を耳で聞いて、共に食べ舌で
感じて、あらゆるものを手で触って、鼻で嗅ぎ、五感を使い、彼らの生活に接近する。
　自分の尺度では理解できないような経験もたくさんする。それでも、わからないことに耐えながら、全身を使って
学び、考え、理解しようとする構えのことがフィールドワークなのかなと最近は考えている。

田中利和（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程）

フィールドワークについて書かれた本

『アクション別フィールドワーク入門』武田 丈・亀井 伸孝編（世界思想社、2008年）
『フィールドワークへの挑戦―〈実践〉人類学入門』菅原 和孝編（世界思想社、2006年）
『フィールドワークの技法―問いを育てる、仮説をきたえる』佐藤 郁哉著（新曜社、2002年）
『京大式 フィールドワーク入門』 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・京都大学東南アジア研究所編
（NTT出版、2006年）　※入手困難

BOOK
L I S T
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立場で問題意識を持ちながら、フィールドワークという、「世

の中でいうところのグローバル人材」と重なることを実際に

やっている面はたしかにあると思うんです。

英語や交渉力のようなスキルは重要だと思うんですけども、

それ以上に、個人個人が何を達成するか、仕事を通じてど

んな価値を生み出すかという本人の意識を育てるところに

重点を置いて「グローバル人材育成」が行われればいいの

に、と思います。そこが育てば、スキルはもがいているう

ちについてくると思うし、どんな状況にも対応できる力がつ

くと思うんですよね。そのほうが、育てられる学生も苦しく

なくて、でも自然とグローバル人材に近づいていくんじゃな

いか、と思っています。

ASAFAS の独自性が世の中のどの部分に役立つか
織田　ASAFAS の卒業生の織田です。ガーナの女性美容

師を研究テーマとして博士号をとり、ガーナの日本大使館

と JICA のガーナ事務所勤務を経て、今は国内の化学素

材メーカーで、アフリカ女性向けの商品に関わる仕事をし

ています。

ASAFAS はいま、難しい時期にいるんだろうと思うんです。

社会の役にはまったく立たないかもしれないがすごくわくわ

くする面白いことをやってきた、という独自性はあるけれど

も、高学歴人材がどんどん滞留して、いつまでたっても社

会に吸収されないという問題を抱えた時代に、この研究科

はどのようにやっていくのか。

でもそこにいま、「グローバル人材」というキーワードが入っ

てきた。ASAFAS はそれにどう関わっていくのか。

田中さんが違和感を抱いていらっしゃるように、「グローバ

ル人材」といわれてぱっと思いつくステレオタイプな、英

語でタフなネゴシエーションができ、世界中どこでも辞令

一枚で行きますという人を、ASAFAS が作る必要があるの

か？　というと、決してそうではないんだろうと思います。

薄っぺらな言葉に合わせることではなくて、いまの世の中

に必要なピースにどんなものがあるのだろうと考え、その

うちのどのピースにどんな形で ASAFAS の独自性が貢献

できるかを見極める必要があるんじゃないかなと思います。

フィールドワークと
異文化理解の作法
日本人相手でも異文化はある
梅田　京都大学キャリアサポートセンターで学生の就職支

援をしている梅田です。織田さんはフィールドがガーナだっ

たということですが、織田さんが理解したガーナと、ガー

ナにいるヨーロッパ人が理解しているガーナには違いがあ

りましたか？　日本人とヨーロッパの人では物事のとらえ方

が全然違うのではないかと思うのですが。

織田　私はむしろ、「同じ日本人でも立場によってこれほど

違うのか」という面で異文化を感じました。フィールドワー

カーとしての私が見ていたのは、中学校を出て美容師にな

った人たちが、主に現地の言葉だけをしゃべり、日々、身

の回りのことだけを考えて暮らしている世界。一方で大使

館に入ると、天と地のように正反対の世界です。広い視野

のもと、「国際協力」すら相対化して見ることが求められる

社会でした。JICA に入るとその二つのどちらとも違う視点

があり、そして民間企業に入るとまた、見ている世界が違う。

そこに驚きを感じています。

日本人が相手でも、欧米人が相手でも、アジアやアフリカ

の人が相手でも、自分と違う文化に驚くことはあると思うん

です。そのときいかに自分が柔軟に、フィールドワークの

過程で身につけた「同じ人間だ」という態度をベースにして

相手とつながっていけるか、相手の違いを受け入れて面白

がっていけるかというところが、グローバル人材として問わ

れるポイントの一つかもしれないなと思います。

片山　織田さんと同じく ASAFAS の卒業生で、いま開発

コンサルティング会社で働いている片山です。織田さんの

お話はまったくその通りだと思います。グローバルな会社

といえども、私の会社は主に日本の援助実施機関である

JICA の仕事を請けていて、結局のところ日本人を相手にす

る仕事なんです。フィールドワークで培った経験があるから
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こそ、現地で人 と々話すにつけ「いや、現地の人は違うこと

を望んでいるのに」とか「今、このタイミングで支援が欲

しいのに」といった、現地の人 と々のニーズやタイミングが

援助する側の意図とずれていることに思い当たったりする

んですが、そのギャップに気付くだけではだめで、日本人を

説得しない限り何も進まない。

日本人を相手にしているという点では、私は全然グローバ

ル人材じゃないんだろうなと思います。私の中では「グロー

バル人材」というと世界全体を鳥瞰的に見渡している人と

いうようなイメージがあるんですけど、ただ、そもそもこの

業界において、そういう人材が求められているのかという

と、必ずしもそうじゃないんじゃないかなと私は思っていま

す。

フィールドワークはそれ自体が「専門」
近藤　キャリアディベロップメント室（「キャリア室」）の近

藤です。私自身も ASAFAS の出身で、タンザニアの農村

をフィールドにしていました。

今の仕事に携わる前、私は日本の農村にいました。神戸大

学農学部の学生が農村でフィールドワークをすることにな

り、その現地コーディネーターをしていたんです。そこで学

生を農村に連れていって一番驚いたのは、都会の学生にと

って農村は異文化で、どうやって入っていけばいいのかまっ

たくわからないんだということです。農家の方々は学生の

到着を楽しみにして総出で迎えてくださっているのに、その

前を素通りして、すみのほうで 「これからどうするのかなぁ」

と相談するといった行動になってしまう。

そういうとき、おそらく ASAFAS の学生だったら、すぐ

挨拶をしてなんとかコミュニケーションをとろうというとこ

ろからスタートできると思います。挨拶ができるかできない

か、というだけじゃなくて、異文化に入っていく作法という

のでしょうか、おそらく多くの日本の若者が持っていないも

のを自然に身に着けていると思いますね。もちろん神戸大

開発コンサルタントとは？

　日本は、開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上を目的として、政府開発援助（ODA）を実施しています。
ODAは、まず日本政府が途上国政府からの要請を受けて国同士の約束の上で開始されます。その後、援助実施
機関（国際協力機構〈JICA〉）が、政府機関（外務省、経産省など）と協議し、ODAの具体的なプロジェクトの
実施方針を検討します。
　開発コンサルタントの役割は、専門技術と経験を背景に、援助実施機関の委託を受け途上国の現場でそれらの
プロジェクトを実現することです。開発コンサルタントは実施機関に対して、目標となるターゲットに向けてどのよう
にプロジェクトを実施するべきかを提案し、提案した方法に基づいて、現地の政府機関、地域住民等多くの関係
者と協議を重ねます。プロジェクトの詳細な計画や設計をしたり、現地の人に技術移転をしたりすることが主な業務
となります。

　開発コンサルタントには高い専門性が求められます。活躍する分野も幅広く、農業、林業、水資源開発、運輸・
交通、鉱工業、エネルギー、保健･医療、教育、経済、行政など、人間生活のあらゆる領域が含まれているといっ
ても過言ではありません。近年、途上国でも社会の多様化に伴い、開発コンサルタントに求められる専門性はさら
に多様化、高度化しています。
　開発コンサルタントは、途上国の国造りに協力をするという重要な任務を担うことから、非常に重い責任が課せ
られますが、その分、とてもやりがいのある仕事と言えます。

河野敬子（社団法人海外コンサルティング企業協会）

コラム……❷
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の学生もフィールドワークの回数を重ねるうちにすごく成長

するのですが、何カ月も現地に住み込んで鍛えられてきた

ASAFAS の学生は傍から見ていて安心感があります。

実は、キャリア室に相談に来る学生の中でいちばん多い

悩みが「自分には専門がない」ということです。地域研究

ということで、分野横断的な視点が求められて、いろいろ

なものを見て研究したけれども、これと言える専門がない。

専門という軸足がなくてどうやって社会に出ていけるのか

と言うんですね。でも、ASAFAS にいる人はフィールドワ

ークが普通のことのように思っているけれど、私は立派な

「専門」だと思うんです。フィールドワークで鍛えられた異

文化理解の力は、社会に求められているものだと。

そして、もう一つの ASAFAS の学生の強みは「言葉」で

すね。言葉を習得する過程でコミュニケーション能力が培

われますし、言葉の背景にある異文化を理解しようとする

姿勢が育まれると思います。

梅田　私も、グローバル人材に必要な条件のひとつは語学

だと思います。英語だけではなくて現地の言葉をマスター

することで、その国の文化、その国のメンタリティを理解し、

人々に解説できる。そのような役割ができる人が、いまの

日本に求められているグローバル人材だと思いますね。

ASAFAS 特有の異文化理解
織田　近藤さんのお話は、なるほどと思いながら伺いまし

た。グローバル人材が求められている現場において、フィ

ールドワークの経験から培った調査技法などが役に立つこ

とも大いにあるとは思うんですが、ASAFAS が持っていて

必ずしもよそにないのではないかと思うのは、異文化理解

の態度、姿勢ですよね。ASAFAS の文化として叩き込まれ

てきたのは、フィールドにとにかく手ぶらの状態で入って驚

いて、そこからすべてを始める、ということでした。そこに

暮らす人たちと同じように暮らし、同じものを食べ、同じ

言葉を話すところからものを考えていく。偏見なく、柔軟

に相手社会を理解し受け入れるという態度といえばいいで

しょうか。

ガーナで女性美容師の研究というとたいてい「なんだそれ

は？」という顔をされてしまうんですけど（笑）、ガーナの街

なかにはヘアサロンがとてもたくさんあって、客も美容師も

ほとんど女性なんですね。そこから、ガーナの都市部で何

が起きていて、そこにいる女性にとって、都市でスキルを持

って生きていくとはどういうことなのかという素朴な疑問が

生まれてきて、研究を始めました。研究を通して見えてきた

のは、グローバルな企業の進出や貿易の自由化といった

大きな世界の変化と、そうした状況のもとでその地域のも

ともとの社会がどんどん変容していく、その２つの動きの

間で、人々がパーマや付け毛などの新しく入った美容技術

をどのように利用して生きてきたか、といったことでした。

こんな風に、マクロな社会の文脈と個別具体的な事例と二

つを見る姿勢を ASAFAS で鍛えられたことによって、ある

地域を総合的に理解する目が養われたという面もあるかと

思います。

山越　ローカルな専門家になることと同時にグローバルに

物を見られる人間になるという、一見すごく矛盾しているこ

とを我々教員は大学院生に求めているんですよね。難しい

ことだとはわかっているんですが、ASAFAS で身に着けて

ほしいことなんです。

一つの地域を深く広く見ることで力がつく
片山　「地域研究」ということで、一つの視点からではなく

いろんな視点から見てきたことは、いまの開発コンサルタ

ントの仕事にすごく役に立っていると思います。開発プロ

ジェクトにもいろいろあって、一つのセクターに特化した

ものもあれば、コミュニティ開発といってその地域全体を

考えて進めるものもあるんです。後者の場合、地域全体を

理解するために現場で地域住民の方 と々話すことはもちろ

ん、国の方針等を理解するために行政の上のレベルの人と

話をすることも必要になってきます。フィールドワークで、

いろいろなものを同時に見ようと思いながら調査してきた

経験は、いますごく私の力になってますね。

山越　ASAFAS では長期のフィールドワークを大前提とし

ていて、長期となればどうしても一カ所に限られてしまいま
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す。もっとたくさんいろんなところに行っておけばよかった、

と思ったことはありますか？

片山　私は 2 年弱しかフィールドワークができなくて、そ

の期間では見るべきものを見切れなかったと思ってるんで

す。ASAFAS ではさまざまな地域に行っている人がいて、

ゼミで知見がシェアされますよね。私は、現地から日本に

戻ってほかの地域の調査をしている人と話をすると、自分

の地域にほかの地域と違う特殊な点があることに新たに気

づかされたり、ほかの地域の話を聞いてから自分の地域に

戻ったときに、自分の固定観念を通して理解していたこと

が事実からずれていることに気付く、ということも非常に

多かったんです。ですから、一つの地域をちゃんと見る前

に地域比較をするより、一つの地域に特化して研究すると

いうASAFAS の方針のほうが良かったと思っています。

一つの軸を持つことで
俯瞰する視点が獲得できる
「T」の字を目指して
山越　織田さんは大学を卒業してから、約 10 年という長

い期間にわたり、きわめて狭い領域・地域にフォーカスし

てかなりの時間を使われましたよね。ASAFAS での研究

だけでなく、大使館や JICAでも働いていらっしゃいます。

いまの職場にお勤めになるまで、かなり遠回りしたという

感覚がありますか？

織田　いや、必ずしもそうではないですね。私が同じ国に

関わり続けていたのは、大学時代の先生に「T」という字

が重要なんだと言われたことにも影響を受けているんです。

T の字の上の横棒にあたる広い理解と、中心の縦軸にあ

たる深い理解の両方が、国際的な人材に必要なことだと。

私が経験してきたことは、その T の縦軸の部分に当てはま

るのではないか。つまり、ひとつの国をいろいろな立場か

ら継続して見てきたことで、一つの軸ができたと思うんです。

もちろん他の国に行ったら事情はまったく違うに違いない

のですけれど、少なくとも参照の軸はできるので、他のア

フリカの国を見るにせよ、まったく違うヨーロッパの国を見

るにせよ、日本を見るにせよ、一つの軸を持って見られる

ようになるためには、狭い地域・領域である程度の時間を

使うことがむしろ必要だったのではないかと思います。

草野　海外コンサルティング企業協会の草野です。システ

ム科学コンサルタンツという開発コンサルタントの会社を

約 40 年にわたって経営しています。この業界では海外青

年協力隊の OB も数多く活躍していますが、残念ながら、

ある時点から十分な力を発揮できなくなるケースも見られ

ます。現場経験に依存し過ぎて、経験を論理的に組み立

ててコンサルタント業務に生かすということができないんで

すね。皆さんは、現場で開発した地域研究をノウハウとし

て確立し、さまざまな地域での社会現象をしっかり見つめ、

自分の感性を盛り込んだ論文を書きあげていることに優位

性があると思います。そうした「T」の字の縦軸を組み立て

た人は、いかなる海外の現場においても応用力があり、持

続的に成長するものなんだろうと思います。

ピンポイントで見た後に俯瞰で語る
梅田　片山さんにお聞きしたいんですが、年齢によるキャ

リア設計は可能でしょうか？　例えば最初は一つの地域に

入り込んで仕事する。40 歳になったらこれだけ拡げようと

か、50 歳になったらこれだけ拡げようというようなことが

考えられるかどうか。拡げられるなら、さきほど織田さんが

言われていた T 形が具現できますよね。私はそれを押しピ

ン型と呼んでいるのですが。でも日本の場合は会社に入っ

てしまうと、自分の思うようなキャリア設計が描けないでし

ょう。

片山　開発コンサルに限った話かもしれないですが、会社

では一つだけ見ていては話が進まないですし、若手には調

整力も求められます。入って 1 年目から広い視野がないと

だめだろうと思いますね。

梅田　ASAFAS にいるときは一つの地域に深く入って、

企業で働くとなると、お客様の要求に応じて仕事しないと

いけないから否応なしに拡がっていくということですね。

片山　そうですね。仕事として求められていることをこなし
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ながらも、地元の人が望んでいることをできるだけプロジ

ェクトに反映させたいと思っているので、まずはピンポイン

トに地域に入り、フィールドワークで培ってきた「地元の人

と一緒に考える」姿勢で、地域の人たちが何をどう考えて

いるのかをすくいあげていきます。でも、いざそれをプロジ

ェクトに反映させようというときに、支援する側を説得する

にはその地域のことだけを言っていてもだめなんですよね。

「この支援をこの地域で行うメリットがあるかどうか」を語る

には、全体を見渡せる広い視座がないと説得材料になら

ないと思います。

コンサルタントにも
フィールドワーカーにも
必要なセンス

お祭りの有無がプロジェクトの成否を決める
山越　草野さんは開発コンサルタントとして長く活躍されて

いますが、どのように現地に入っていかれるんでしょうか？

草野　僕がプロジェクトに取り組むときのやり方は、皆さ

んがやっている地域研究のアプローチに似ているかもしれ

ません。僕は現地の日本人と会わないんですね。商社の

駐在などいろんな人がいるけれど、日本人社会から入って

くる情報はすごく偏っている。だからバイアスがかからない

ように、まず現場のコミュニティに入ります。

プロジェクトには農村開発や地域保健などのいろんな分野

があるんですが、成功する地域や村に共通しているものは、

お祭りだと僕は思います。お祭りというのは、コミュニティ

の中にリーダーがいて、１年間かけて、組織的にイベント

を組み立てていくわけですね。お祭りをしっかりやってると

ころは、何か技術やモデルを導入したときに、持続的に動

かしていけるんですよね。だから、そういう祭りがあるかど

うかをいつも聞くんです。それがないところは、完全に人

が孤立して散らばっているから、何かを導入しようとしても

組織的に応用できないんですよね。

例えばネパールでは、2 年間の開発プロジェクトを実施し

ました。全国の農産物流通の計画作りです。プロジェク

トが終わった時点でふつうはレポートを置いて帰ってしまう

んだけど、僕はそこでコンサートをやったんですね。実は、

僕はかれこれ 40 年、フラメンコダンサーをしてるんですが、

自分自身がこうしたコンサートで踊るときもありますし、僕

が持っている音楽事務所に所属しているアーティストを呼

ぶこともあります。彼らを呼んで、現地の民族音楽、地域

のアーティストとの交流をするんです。そして、そのコンサ

ートの前にプロジェクトを総括する説明をします。

イベントには、中央政府や地方政府の人間だけじゃなくて、

地方から農民を呼びます。ネパールは、カーストがものす

ごく細かいんです。インドよりも細かい。だから、カースト

の上層部と下層部が一カ所に集まって同じイベントを共有

することはあまりない。だけど僕は、農民も大臣も呼んで、

200 人くらいのコンサートを開催したんです。そうすると、

地元の人たちもそうしたイベントに参加することで、こうい

うプロジェクトが行われ、これから持続していくんだという

意識が残る。開発プロジェクトというのは技術の移転だけ

ではなくて、そういうところに価値があるんだろうと思って

いるんです。

山越　草野さんが話してくださった「プロジェクトでつくっ

たモデルがうまく定着するのはお祭りがあるところだ」と

いう発見は、我々の研究で、いい研究をするために何が必

要かという感覚とかなり共通するような気がします。学生

が研究のフィールドを決めるときに、伝統的なことを調べ

たいと思って選んだ村が、実は新しくつくられた開拓村で

お祭りなどがないところだった、なんていうことは時々ある

んです。開発コンサルタントのお仕事でも、地域研究でも、

ある地域を総合的に見て本質的な何かをつかむというセン

スが重要という点は共通しているんだろうと思いますね。

つながりを失った地域でのプロジェクト
片山　私はもともと西アフリカのガンビアをフィールドにし

ていたんですが、いまはポストコンフリクト地域（紛争が収

まっているが、わずかなきっかけで紛争状態に逆戻りする

恐れの高い地域）で、ODA プロジェクトが紛争や地域住
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民の争いを誘発する事態を避けるため、社会調査によって

そうした不安要因を見つけ出し、プロジェクトへ提言する

という業務に携わっています。

例えばコンゴ民主共和国（コンゴ）ではアンゴラ難民が二

つのルートで流入してきていて、その終点になるところにア

ンゴラ難民がいます。もともとそのあたりの土地を持ってい

たコンゴの人たちは難民に土地を譲ってきた。その上、援

助機関が自分たちの村を全部すっとばしてアンゴラ難民に

だけ援助をすると、嫉妬が生まれます。そうした不安要因

を解消しながらいかにプロジェクトをやっていくかを提言す

るために、地域社会に入って話を聞くんです。

先ほどお祭りのお話がありましたが、ポストコンフリクト国

は文化的に破壊されているところが多いんですね。私がも

ともとフィールドにしていたガンビアでは、人々が自由にい

ろんなグループを作って楽しくやっていたのに、コンゴでは

お祭りがあまりない。「みんなで踊ったりしないの？」と聞

いてみたら、「踊るの禁止されてるから」と答えが戻ってきま

した。ポストコンフリクト国では紛争中に宗教を変える人

も多く、より自分たちを律する宗教へ改宗する傾向が見ら

れます。縛られることで自分たちの精神を守る。そういっ

た背景から、快楽を否定する方向へ向かうことがしばしば

みられます。

草野さんがおっしゃったように、コミュニティのつながりが

失われたところでプロジェクトを進めてもうまくいかないこ

とが多いので、ダンスグループやスポーツグループを作って、

とりあえずお互いを知り、一緒に楽しいことをするよう提言

をしたりします。地域の人たちが、お祭りの代わりに人々を

つなぐものを作る提案をすることがとても重要なんです。

山越　開発コンサルティングの仕事としてはインフラ建設

や技術移転が典型的なイメージとしてありますが、プロジ

ェクトの成功の基礎となる、人々のつながりを新たに作る

手助けもしているんですね。

専門家タイプと
プロデューサー・タイプ
コンサルタントの二つの「タイプ」
草野　私は大学を出てすぐこの世界に入って、50 年くらい

この仕事をやってますが、自分のポジションは「プロデュー

サー」だと思っています。演劇やコンサートを組み立てるプ

ロデューサーと同じで、どんな舞台にするかを考え、それ

を実現するために資金を集めてくる。そして資金をうまく使

う。さらに、一緒に行動するアクター、演劇でいえば俳優

がいる。開発コンサル業界でいえば、博士号などを持った

専門家です。僕はプロデューサーとして、その人たちの力

を最大限発揮させて、いい舞台を作るというやり方をずっ

としてきたんですね。コンサルタントには二つのタイプがい

ますが、一つは専門技術を突き詰めて生かしていく専門家

タイプ、それからもう一つはいまお話ししたようなプロデュ

ーサー・タイプ。プロデューサー・タイプの人は少ないです

けどね。

山越　大手 IT 企業に就職が決まっている ASAFAS の大

学院生の川畑くんは、専門がかなり特殊な分野ですよね。

草野さんのおっしゃる「専門家タイプ」かな。

川畑　川畑亜瑠真と申します。もともと農学部で動物の

解剖の研究をしていたんですが、そこからイスラムの屠畜

に興味を持ち、ASAFAS に入って「ハラール」というイス

ラム法にのっとった食品処理方法について東南アジアで比

較研究をしました。ASAFAS に入ってよかったと思うのは、

企業や国が入り込めないところに入り込んでいくことができ

ることですね。ハラールの認証はイスラムの機関がやって

いるんですけど、そういったかなりイスラム主義の強いとこ

ろにはなかなか政府や企業は入っていけない。僕はフィー

ルドワークを通じてイスラム圏特有の商習慣も体得してき

ました。それはどの企業にもどの国の人にも負けない自分

の強みだと思ってます。

世界と競争するにはセグメント化が必要
川畑　グローバル人材について自分が思うのは、セグメン
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ト化しないとダメだろうということです。僕をヨーロッパに

行かせてもたぶん、英語が流暢な人にはかなわない。でも

イスラム圏に入り込ませたらおそらく誰にも負けない入り込

み方ができる。日本はグローバル人材として、ノーマルにな

んでもできる人材を作るんじゃなく、何か・どこかに特化し

た人材をどんどん作っていくべきだと思います。

例えば、イスラム圏においては、日本は 1 対 1の勝負にな

ったときに負けています。韓国はイスラムに特化した人材を

送り込んでいるけれど日本はノーマルな人が多くて、イスラ

ムに全然理解がない。となったら、どうしても負けてしまう。

ですから、何か強力な武器を持っている人を採用し、1 対

1の勝負で勝てるようにすることが日本企業の課題ではな

いかと思います。

草野　20 年くらい前の海外投資は、民間の直接投資に

比べて ODA が圧倒的に多かった。しかしいまは、ODA1

兆円に対し、民間投資 10 兆円です。そのお金はいま、

ASEAN のほうに向かいつつある。

海外進出の流れの中で、日本の民間企業はグローバルな

精神を持った人を求めています。ただ、いまの学生さんも

若い人も海外に行きたがらず、なかなか国際的な現場に日

本人が入ってこない。じゃあどうやってそこを埋めていくか

というと、ASEAN 各国の人材です。これまで途上国と呼

んでいたところが急成長して、優秀な人材がたくさん生まれ

ている。日本人よりも優秀なケースもある。ならばそこから

人材を得ようと企業は考える。これから積極的に海外に打

って出ようという企業は、そうしないと追いつかない。

川畑　就職活動で商社などの様々なグローバル企業を回り

ましたが、留学生との闘いになることも多く、草野さんが

おっしゃるように、日本人が現地の優秀な人材にどう勝て

るのかというところでの勝負になっていると思います。いま

の自分自身のテーマもまさにここです。

大企業ではくせのない学生が好まれる？
梅田　ただ、求人に来る採用担当者の話を聞き、京大生

の就職状況を見てきた経験から言うと、日本の大企業の多

くは、口では「異質な人材が欲しい」とか「グローバルで活

躍する人材が欲しい」と言いながら、結局、採用されるの

はくせのない素直な学生で、何かに秀でていて個性が強い

学生はなかなか採用されない傾向にあります。

よく「会社は“素直な人材８割、異質な人材２割”がいい」

などと言いますが、私が見る限りでは、すんなり就職が決

まるのはいわゆる優等生です。チームに溶け込んで、先輩

ともうまくやって、能力も平均的に高くて……という。

また、日本語の読み書きが不自由な博士課程の留学生の

就職支援を頼まれて、私も努力はしているんですが、なか

なか成功例が出ない。留学生の採用で何がネックになるか

というと、日本語の能力です。日本語ができない留学生は

日本人の特殊な考え方が理解できないだろう、理解する気

がないのだろう、と考えられてしまうわけですね。

山越　「国際的な舞台で活躍できる人がほしいが、同時に、

ちゃんと話が通じる日本的な感覚を持っていてほしい」と

いう、かなり難しい要求ですよね。

梅田　日本の地理的・地政学的特殊性から、「欧米の考

え方を身につけた人は日本で孤立する」「日本の考え方を身

につけた人はグローバル社会で孤立する」という現実があ

ると思いますね。

グローバリズムとは、日本の特長を
世界の流れに組み込ませること
草野　ことさらに「グローバル」を謳わなくてはいけないの

は日本ならではのことでしょうね。イギリスを中心とした英

連邦はいまだに生きていますし、フランスはフランス語圏や

旧植民地とのつながりがいまだにある。中国は中国で華僑

が世界中に散って商売をしている。彼らはグローバリズムを

謳わなくても、そもそも自然にあるわけですよね。

梅田　私もそう思います。日本は非常に特殊な社会である

ゆえに、「グローバル化」「グローバル人材」という抽象的

な用語が必要なのだと思います。



1�

草野　しかし、日本人が「彼らと同じようにグローバルに

なろう」とがんばると、グローバリズムのそもそもの原点を

失ってしまうだろう、とも思うんですね。コンサルタントは、

海外の人から「なんであんたは日本人として、日本の歴史、

日本人の考え方、日本のシステム形成についてはっきり説

明しないんだ」と言われることが多い。でもその通りで、

僕は、日本人としての特長を出して仕事をする過程で、相

手のグローバリズムの中にそれをどう取り込ませていくかが

グローバリズムだと思っています。

梅田　日本が必要としているグローバル人材は、世界の人々

に日本人の考え方が説明できる人、そして同時に、世界の

各地域の人々の考え方を日本人に説明できる人だと思うん

です。地域研究者にはそれが要求されていて、またそれが

できると考えています。

「地域研究」の知名度
「ある分野の専門家」ではなく、
「ある地域の専門家」	
田中　国際協力業界において「地域研究」という学問の知

名度はどのようなものなんでしょうか？

片山　あまりないです（笑）。「どういう研究で修士を取ら

れたんですか」と聞かれたら「地域研究です」と答えるんで

すが、必ず補足が必要です。何かの分野に特化しているわ

けではなく、その地域全体をマルチに見て研究するんです、

と。

織田　医学博士みたいに「ああ、そういう専門か」とわかっ

てもらえることはないですよね。ただ、開発分野では、地

域を理解する視野を持っているというのは大きな武器だと

思うので、私は、「自分はこの国の専門家です」というプレ

ゼンテーションをします。わかりやすい形の「分野」ではな

いけれども、一つの確たるバックグラウンドがあるんだとい

う言い方はできると思うんです。

梅田　「地域研究」と聞いただけで多くの人がわかるように

するのは、これからの ASAFAS の課題でしょうね。そも

そも、ASAFAS は何の略なのか？　何をやっているところ

か、どんな人材を輩出しようとしているのか、たぶん京大

の中でもほとんど知られてない（笑）。

近藤　そうですよね。京大の中で知られていないというこ

とは、日本の中ではまったく知られていないということです

から、もっと知っていただけるように私たちががんばらない

と、と思っています。

博士号は実務界で
力を持つのか？
コンサル業界では修士は当然
山越　ところで、皆さんの仕事の現場において、修士号・

博士号を持っているか否かということは、どれぐらい大事

なんでしょうか。業界によってまったく違うと思うんですが。

片山　うちの会社だと、学部卒の採用はほとんどないとい

うのが現実です。開発コンサルの世界では、修士号を持っ

ているのは当たり前という印象があります。博士号に関し

ては、例えばアフリカでは、すべての地域とは限らないか

もしれませんが、学位によって就職先も給与体系も変わり

ます。アフリカで、相手がどこの卒業か、何を専攻したか

にこだわる行政官はすごく多いです。だからこの業界では

「ミスター」とか「ミス」と呼ばれるところを、博士号の人

は必ず「ドクター」と呼ばれます。名刺に Ph.D とあるだけ

でも発言の信用度は違うと思います。でも、日本社会でそ

こまで博士号にこだわっていると感じたことはないですね。

日本社会ではさほど重要視されない
梅田　構成員が変わらないところでは、資格はあまり関係

ないんですよね。たとえば、三菱重工という会社でずっと

同じメンバーで仕事していたら、ある人がどれくらい仕事の

できる人なのかはみんな知ってるから、博士号の有無とい

う判断材料が必要ない。ところが構成員が流動的になる

と、この人がどれくらいできる人なのかがわからない。だか

ら第三者の保証に頼る必要がある。それが博士号ですよね。
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草野　たしかに、日本企業の中では誰々がドクター持って

いるとか持ってないとかはあんまり言わないですね。

梅田　私が聞いた話では、日本のある大手電機会社がド

イツの会社とジョイントプロジェクトを行うことになったと

ころ、始まってすぐ、ドイツの人が「日本の会社はこのプロ

ジェクトをバカにしているのか」と怒り出した。メンバーの

中に博士号を持った人がいなかったからです。でも、半年

経つと、「そうか、日本ではマスターがドクターの担当する

仕事をすることがあるんだ」とわかってうまくいったというん

です。欧米は強固な学歴社会ですね。しかし日本では、「修

士」「博士」といった学歴にはこだわらず、「どの大学を出た

か」が一生ついて回る。日本は特殊なんだと思います。

博士号の有無で発言の重みが変わる
織田　援助業界では、先ほど片山さんが話された通り、博

士号は影響があるなと思います。この仕事では先方政府の

偉い方とお話をする機会がよくあるんですが、相手はたい

てい私よりも年上で、経験値も違う。にも関わらず相手は、

「援助をくれる日本から来た人だから織田さんを立てて話さ

ないといけない」という立場なんです。

けれども、私が博士号を持っていて、地域研究の専門家で

あるとわかっていれば、これは私の心で思っているだけかも

しれないんですけど（笑）、まがりなりにもこの人は尊敬す

るに値する立場なんだと思ってもらえるみたいで、「あなた

の言うことは大変重みがある」という態度で聞いていただ

ける場合があります。なぜそれがわかったかというと、同じ

人と、私が修士だった時代と博士号をとってからとにまた

がってつきあいがあったからなんですが。

山越　欧米の人は、ドクターをつけずに呼ばれた場合に、

相手に言い直させたりしますよね。「ドクターと呼んでくだ

さい」と。なかなか日本人にはできないですけど（笑）。

織田　私は交渉事の時だけは、現地職員の同僚に「私を

呼ぶ時にはドクターを付けてくれ」と言いました（笑）。

梅田　私はもともと三菱重工で働いていたんですが、京大

に呼び戻してもらって、助教授の時にドイツに留学しまし

た。このときは周りの研究員からは「自分たちの仲間」と

見られていました。京大に戻り、教授になってからドイツに

行ったら、空港に迎えが来て、博物館では学芸員が案内し

てくれた（笑）。「研究員の仲間」から、「教授の友人」に

なり、私の地位がぐっと上がったんです。しかし日本では、

博士号の有無より「私は三菱重工で機械設計してました」

と言うほうがよほど能力を保障してくれました。

就職してからでも博士号を取りに戻れる
山越　いま ASAFAS では、以前よりも修士で出る人が増

えてきて、博士で出る人と修士で出る人が半々くらいです

が、片山さんのころは博士号までとる人が大半でしたよね。

片山さんが修士で出たのは、キャリア設計などを考えての

ことなんでしょうか？

片山　私は新卒の就職については年齢がとても心配で、も

し就職するのなら 28 歳までにしなくては、と当時は思っ

ていたんです。会社に入ってから気付いたことですが、開

発コンサルの業界は博士号を取りたいと思えば、大学院

に戻ることが認められやすい業界ですし、博士号を取って、

30 代になって初めて社会に出ても受け入れられる業界だと

も思います。就職のタイミングは、その人がどう考えるか、

ですね。

草野　うちの会社でも、修士号をとって会社に来て、現場

の経験を 7 〜 8 年やって、博士課程に戻って、7 〜 8 年し

て博士号をとってまた会社に戻ってきたという人は 3 人ぐら

いいますね。

山越　片山さん、博士号をとりたいと思ったらいつでも戻

ってきてください（笑）。

「やりたいこと」と「仕事」
の狭間で
新しい働き方を模索
山越　田中くんは将来について、研究者と実務家の両方の
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可能性を考えているということでしたが、具体的には？　

田中　僕がいま一番やりたいことは、「地下足袋をアフリカ

で売る事業」を研究として行うことです。牛耕の時、農民

は畑に裸足で入るのですが、ケガをしたり足を痛めたりする

ことがよくあります。僕も調査のために畑に裸足で入ろうと

したのですが、痛くてとても入れない。そこで日本の地下

足袋を履いてみたら痛い思いをせずに入れたのですが、そ

の時、農民から、「それはいったい何だ？」という質問や

売ってくれという要望が多数寄せられたのです。

そこで僕は、単に日本の地下足袋を売るんじゃなくて、現

地にある素材で現地の人が地下足袋を作って、現地の農

民に売る「仕組み」を構築できたらと思ったんです。自分で

お金を儲けるだけのビジネスを立ち上げたいわけではなく

て、現地の人とアイデアや資源を出し合って、協力して仕

組みを創り、そのプロセス自体を研究の対象として記述す

る、というような新たな研究スタイルが生み出せないかな

と模索しています。ただ、現地の人がお金を稼ぐというと

ころがなかなか難しいんですが。

山越　なるほど。川畑くんは、研究テーマと関連した

NPO の活動をしていますよね？

川畑　はい、日本製品の、あるいは日本でのハラールの

普及活動をやってます。例えば、長野の味噌をイスラム圏

に輸出するための認証をしたり、官公庁から依頼されて、

日本全国のハラールレストランのリストを作ったりしまし

た。東南アジアのイスラム圏からの旅行客は非常に多いの

で、その需要に応えるために日本としてもハラールインフラ

の改善をしようとしているんです。仕事が始まってもこの活

動は継続しますし、研究を続けられるポストがあればやり

たい。三足のわらじぐらい履きたいなと思っています。

梅田　私は自分のやっているキャリアコンサルタントとい

う仕事が、ほんとうに学生の要求に応えているのかといつ

も疑問に思っています。今日も田中さんと川畑さんの話を

聞いて、「本当にやりたいことはこういうことなんだ」と言っ

ている学生さんに対して応えてないと思いました。

ただ逆に、田中さんは「あなたは自分が食っていくために

何をするんですか」という質問に対して答えられていないし、

川畑さんも、余計なお世話かもしれないけど、履くわらじ

が多ければおそらく生涯年収は下がるでしょう。就職相談

を受けるときには、行き先のことだけではなく、学生がほ

んとうにやりたいことは何なのか、何を考えているのかをき

ちんと聞いて対応しないとダメだなとあらためて思いました

ね。

人を食わせられなければプロではない
梅田　私は農学部で機械工学を教えてもらって、修士課程

1 回生のときに指導教官から「三菱重工に行け」と言われ

たんです。しかし入社 5 年目で、自分がやっていた農業機

械の事業が、不採算が理由でなくなってしまった。その時、

自分が好きなことをやろうと思っていても、利益が出なけ

れば事業は存続することができないということを身にしみ

て感じました。

十数年経って京都大学に戻ってからも、研究テーマを選ぶ

ときには、この事業で人を食わせられるか、つまり、将来

この研究は社会の役に立つかという観点で判断してきまし

た。「自分がやりたいことを考えるのがアマチュア。自分が

何をしたら世の中に貢献できるかを考えるのがプロフェッシ

ョナル」だと思っています。

企業では採算の立たない事業は存続できません。私は、

自分の研究室を志望する学生が減ると「研究室が存続で

きなくなる」と敏感に反応するので、学生はそれを「梅田先

生のトラウマ」と呼んでいます（笑）。

研究か、
それとも就職か
就職を選びにくい？
川畑　僕は民間企業への就職が決まりましたが、進路で

悩んでいる後輩は多いです。というのは、ASAFAS では

先生の中に実務経験者がほとんどいないし、企業への就

職に対して強いアレルギーを持っているように見える先生



�0

方も少なくないので、就職か研究かの選択は、絶対に相

容れない水と油のようなものだと思わされるんです。

近藤　私が院生だったときも同じように感じていました。

織田　そうですね、開発業界で働きたいという姿勢を見せ

たら非国民扱いされそうな時期がありました（笑）。

山越　そもそもは、ASAFAS は設立当初から、開発業界

も含めた「アカデミアの外側」に人を出すことを公言してい

るはずなんですが。

近藤　私が受験前に見た研究科紹介には「実務家を育て

ます」と書いてあったんだけど、入試で面接に行ったら、「僕

たちには就職のコネクションはないので、就職するなら自

力でやってもらうことになるけどいいですか」と聞かれまし

た（笑）。

山越　正直ですよね（笑）。できないのに期待だけさせるよ

りは良心的かもしれないけれど。

インターン支援を積極的に
川畑　僕は、ASAFAS で実務経験を積めるインターンに

積極的な支援をしてくれたらよかったのにと思っています。

僕の研究しているハラールは、プレイヤーにならないと情

報が取れない分野で、机で論文読んでても情報は入らない。

もしイスラム圏の食品企業などのインターンの制度や資金

援助があれば、もっと就職活動も充実しただろうし、研究

でもいろんな面白い論文が書けただろうと思います。

山越　インターン支援を目的にした教育プログラム資金を

獲得して運営していた時期もあったのですが、川畑君の入

学前のことだったので残念でしたね。多額の資金がかかる

事業を恒常化することはなかなか難しいですが、実務経験

のあるスタッフの数を増やすことも含め、これからそういう

要望をひとつひとつ活かしていきたいと思います。

外の世界への発信
内定を決めた1本のエッセイ
山越　片山さんは、就職のときに論文じゃなくてエッセイ

が決め手になったと聞いてますが。

片山　たまたま、いまの会社がガンビアで以前にプロジェ

クトをやったことがあるという情報をネット上で見つけて、

募集は終わっているにも関わらず、採用してほしいとメール

を送ってみたんです。そうしたら会社から私の論文を見せて

ほしいと言われたので、数ページのエッセイも一緒に添えて

おいたんです。私がフィールドとしていた村での暮らしぶり

を書いたものだったんですが（『アジア・アフリカ地域研究』

第 7-2 号 , p.276「同じかまの飯を食べて」https://www.

asafas.kyoto-u.ac.jp/publications/623）。それらを提出

した後に面接が行われて内定が出たんですけど、入社して

から「あのエッセイ1 本で決まっていた」と聞きました。こ

の人はフィールドワークで強く生きてる、現地の人とも楽し

くおかしくやっているみたいだという印象がポイントだった

ようです。

山越　織田さんにも似たような経験があるんでしたね？

織田　はい。いまアフリック・アフリカという、フィールド

ワークを通して学んだアフリカの姿を日本に伝える NPO

をやっていまして、そのサイトでガーナの人々の生活や自

分の暮らしについてエッセイを時々書いています（アフリッ

ク・アフリカ「アフリカ便り」http://afric-africa.vis.ne.jp/

essay/ghana.htm）。エッセイや論文がインターネット上に

出ていれば、関連の情報を集めている方は必ずたどりつい

てこられますね。私がいま勤めている会社とのご縁も、ネ

ットでそのエッセイに目をとめた会社の人から「こんな人が

いるらしいけれど」と NPO に連絡があったというのがそも

そもの始まりです。

山越　二人の話を聞かせてもらって、自分の研究という芯

を内面に持っているのは誰にとっても大事ですが、世の中

の人に、つまり外側の世界に対してわかりやすい言葉で話
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をしていくということも、その人のキャリアを作っていく上

では大事なことなのだと思いました。田中くん、川畑くん

はもちろん、いまの院生の皆さんにもそういう方面でも積

極的にがんばってほしいなと思っています。

ASAFASから
優れた実務家は育つか？
ASAFASで行われている教育
梅田　草野さんに質問があるんですが、草野さんがなさっ

てきた独特のスタイルの仕事は、草野さん個人の才能が

あったからできたと考えられますか？　つまり、ASAFAS

で草野さんのような人を育てることは可能だと思われます

か？

草野　地域研究とは何か、僕はちゃんと実体をわかってい

るわけではないけれど、非常に分野横断的な研究ですよね。

例えば米の生産技術というような特定の技術だけじゃなく

て、セクター横断的に地域を見てる。それはつまり、地域

の「システム」を見てるんだと思うんですよね。地域のシス

テムを見られる人は、プロデューサー的な生き方もできるだ

ろう。だから ASAFAS からそういう人は育つんじゃないか

と思いますね。

織田　片山さんが最初のほうでおっしゃったみたいに、

ASAFAS では、ゼミなどでいろんな分野のいろんな国の

話が当然のように出てくるので、その話を自分の中に吸収

していくことによっても、プロデューサー・タイプに必要な、

広い視野でものを見て考える土台が作られる面はあるだろ

うと思います。

それから、もともと、ゼミがものすごく活発で厳しい伝統

がありますよね。「批判される発表こそ良い発表である」と

いう空気があって、「あなたはいったい何が言いたいんだ」

と批判して相手が言いたいことを引き出したり、相手がう

まく言えない論理をこちらで引き出して「あなたが言いたい

のはこういうことか」と投げ返したり、ゼミの鍛練の中でそ

ういう論理性が養われたと思います。

私も学生時代は自分に専門性がないということをずいぶん

コンプレックスに思っていたんですけど、実際の現場では

専門性なしでやることはものすごく多いですよね。そこで必

要なのは、現地で必要なものが何かを把握し、人をつない

で、物を作りだせるかとか、論理的にものを考えられるか、

とか、いろんな人のいろんな考えを集約できるかという、

ある種、総合的な力だと思います。ASAFAS のいまの院

生さんには、あなたは今、そういう力を鍛える教育を受け

ているのですと伝えたいですね。

活躍の場は広がりつつある
近藤　たしかに実社会では、専門性だけでなく本当に多角

的な視点や総合的な視野が求められますよね。ASAFAS

の学生には専門家ももちろんいるんですけど、それに加え

て実はプロデューサー・タイプに化ける素質を研究の過程

で磨いていると言えますね。

それに、ASAFAS で学生が行なっているフィールドワーク

は、前半の議論で出たように、人間としての成長にも役立

つし、その後の社会人として生きていくための基礎的な能

力を格段にアップさせる。そこをもっと自信を持って表現し

ていけば、コンサルタントだけじゃなくて、より一般的な企

業にも求められるんじゃないかと思います。

そして、そういった力はどこでも生きていけるという確信に

つながっていく。アフリカやアジアだけじゃなくて、日本で

も。実は私が神戸大に採用されたときも、「あなたは日本

の農村で生きていけそうだから」って言われました（笑）。

「グローバル」という言葉はたしかに外向きの概念ですけ

ど、日本国内でも過疎化の進む中山間地域の活性化が大

きな課題になっていて、そこでもいま、異文化理解の作法

を身に着けた人材はすごく求められている。だから、実は

海外と国内両方に、ASAFAS の卒業生の活躍の場がある

と思います。

「グローバル人材」という言葉を利用しよう
近藤　「タフネゴシエーションができるのがグローバル人材

だ」と言われて、その言葉にとらわれてしまうと道を見失う
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けれども、それを逆にこっちが利用してやればいいのでは

ないかなという気がするんですよね。「私がグローバル人材

なんです」って言ってしまえばいい。

そんな風に ASAFAS の学生に自信を持ってもらえたらな、

あるいはいろんな卒業生の方の経験から、グローバル人

材にもいろいろあっていいんだって学生が思えたらいいな、

と思ってキャリア室の活動を進めています。

山越　日経新聞などに書いてあるような「グローバル人材」

の定義も気になりますけど、ここでそれに迎合するような

議論になるのはつまらないなと思っていました。定義がし

っかりしてないならこっちが定義してしまえばいいし、個人

個人、「自分のこういうところがグローバル人材だ」「自分の

グローバル人材の定義はこれなんだ」って表現していけば

いい。すごく力強い言葉だったと思います。

本日は、フィールドワークの意義を中心に、幅広く意義深

い議論ができたと感じています。勇気づけられるお言葉や、

真摯に改善を求める忠言など、これからのキャリア室の活

動に是非とも反映させていきたいと思います。また、「グロ

ーバル人材とは何か」という点について、大学側から積極

的に世の中に訴えていく努力も必要だと感じました。この

座談会をそのためのささやかな一歩にすることができたら

と思います。長時間の議論にご参加下さり、あり

がとうございました。



�3

京都大学アフリカ地域研究資料センターについて
Center for African Area Studies, Kyoto University

京都大学アフリカ地域研究資料センター（通称「アフリカセンター」）は、
アフリカ地域を対象とした研究を軸に、内外の研究機関や社会との連携、情報発信、

そして実践的活動をおこなうことを目的として設立された拠点です。
アフリカセンターは、1986年に日本ではじめて国立大学に設置されたアフリカ研究機関

「京都大学アフリカ地域研究センター」を前身としています。
京都大学のフィールドワークの伝統を生かした研究機関として、アフリカの自然・社会・文化についての

深い理解のもと、アフリカ諸地域の独自性を明らかにするとともに、
アフリカの発展に寄与することができる実践的な地域研究を目指しています。

所在地：〒 606-8501　京都市左京区吉田下阿逹町 46

ホームページ：http://www.africa.kyoto-u.ac.jp/

●研究●
文理融合的アフリカ研究

フィールドステーションの活用
研究会、シンポジウムの開催

●実践●
実践的地域研究
国際協力活動
社会貢献活動

●連携●
共同研究・研究交流の推進

アフリカ人研究者の組織化と連携
NGO、市民社会との連携

●発信●
研究成果の出版

国際学術誌 African Study 
Monographs の発行

公開講座・公開研究会の開催

アフリカセンター
４つの活動

●教育●
京都大学大学院

アジア・アフリカ地域
研究研究科
（ASAFAS）



アフリカ研究と社会が手をつなぐ

京大アフリカセンターの新たな地平 Ⅴ

“グローバル人材”を生み出す
フィールドワーク
主催：京都大学アフリカ地域研究資料センター
共催：京都大学大学院アジア･アフリカ地域研究研究科キャリアディ
ベロップメント室、京都大学キャリアサポートセンター

本冊子は、2013 年 1月 18 日に行われた第 5 回「京都大学アフリカ研究フ

ォーラム in 東京」をまとめたものです。

フォーラムは平成 24 年度 京都大学全学共通経費 I − 4．社会貢献・連携

支援「京大アフリカ研究フォーラム in 東京」事業実施経費および、卓越し

た大学院拠点形成支援補助金（未来卓越拠点型）によって実施されました。

【写真提供】秋山裕之、伊谷樹一、遠藤聡子、片山祐美子、木村大治、近藤史、

重田眞義、高田明、田中利和

2013年 3月 31日　発行

発行者　木村大治
発行所　京都大学アフリカ地域研究資料センター

〒 606-8501　京都府京都市左京区吉田下阿逹町 46

電話： 075-753-7803 / FAX：075-753-7810

E-Mail： caas@jambo.africa.kyoto-u.ac.jp

印刷・製本　株式会社廣済堂

無断転載・複製を禁じます。
© 2013 Center for African Area Studies, Kyoto University

Printed in Japan

ISBN978-4-905518-01-3


