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 About my research and Fieldwork 
How I utilized field date in EAS article, 

“Principal, Agent or Bystander” 
 Some tips for fieldwork based research 
 Summary 

 





Methodological background: rural sociology / 
community studies, China studies 

 Research area: China, Russia, India 
 Research language: Japanese, Chinese, 

English, Russian(??) 
 



 In the basic level (village) of each society, 
how do people organize public life? 

What is the relationship between private life 
and public life? 

Who are leaders in public life? What kind of 
characters do they have? 

What are resources of governance:  
 Government? 
 Community? 
 Market? 

Not so much written material→fieldwork  



Public Construction and Management 

Village Office Building 

Common Land 

Forest 
Reservoir 

Village Road (External) 

Village Road (Internal) 

Drinking Water 

Irrigation 

Electricity and Gas 

Commercial Facilities 

Streetlights 

Public Transportation 

Public Service 

Preeducation and Primary education 

Medical and Sanitary Service 

Nursing Care 

Maintenance of Public Order 

Figherfighting 

Mediation 

Culture 

Leisure 

Burial 

Garbage Disposal 

Sewage Disposal 

Snow Removal 

Social Security  

Poor Household 

Handicapped 

Minority 

Government Work 
Tax Collecting 

Birth Control 



Beijing 

 
 

 

 
Shandong 

jiangxi 

Gansu 

Henan 

Guizhou 



Tambov 

Tatarstan 



Year Month Beijing Shandong Jiangxi Gansu Guizhou Henan Tambov Tatarstan
Andhra
Pradesh

Orissa

3 ○
9 ○
3 ○
9 ○
12 ○

2003 3 ○
3 ○
9 ○

2005 8 ○
4 ○
8 ○
10 ○
2 ○
6 ○
3 ○
9 ○ ○
3 ○
8 ○
9 ○ ○
3 ○
8 ○ ○
12 ○ ○
5 ○
8 ○ ○
12 ○
3 ○
8 ○
11 ○
3 ○
7 ○
8 ○
12 prepared
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China Russia 

Administrative 
distance between 
local and community 
 

long short 

Village social 
structure 

Flat, without 
influential 
informal elites 

Centralized, with 
influential 
informal elites 

Fiscal arrangements  Income not 
guaranteed, but 
occasionally provided 
by other actors 

Income partly 
guaranteed, but 
largely provided by 
other actors 
 

Electoral 
relationships 

Limited within 
community  

Extending to local, 
regional, 
and central level 



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
AbstractWhat does ‘local self-governance’ mean in post-communist Russia and China? In order to answer thisquestion, the article focuses on village-level governance in both countries by employing a four-foldtypology of village leadership in public affairs. In both countries, the withdrawal of state power fromlocal communities and the introduction of legislative ‘self-government’ has not brought autonomy tothe local and community levels. The findings here suggest that the single ‘state agent’ category ofvillage leadership that emerged under the communist regime is shifting to become one of the remainingthree types, ‘principal’, ‘local agent’ and ‘bystander’. There was a growing tendency towards a no autonomoustype of ‘bystander’-style leadership in China and the ‘local agent’ type in Russia. Thisarticle suggests that the development of these local governance styles should not be attributed to acommon transitional process departing from the communist past, but is the outcome of four factorsthat influence village leaders in two countries: administrative distance between local and village level,village social structure, fiscal arrangements and electoral relationships.





 By watching carefully before rushing into 
interview, one can have on-the-spot 
knowledge, that will leads you even better 
interview 

make better interpretation of written 
materials after fieldwork 
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 drawing your own village map 
 creating chronological table 
 trying to do a sample study of the field 

 



 





年代 出来事 灌漑面積(畝)
1956 高級合作社成立，十数か所の井戸を建設

人民公社時代
丘陵地で落花生，甘藷、葛芋など，平地でﾄｳﾓﾛｺｼと小麦
の二毛作、果樹園は100畝ほど

1959 一時的に河川灌漑を導入、まもなく廃止

付XZ、大隊書記に就任 50
平地部耕地の排水溝整備を完了、平地の井戸掘りが本格
化

1965 初めての発動機付き井戸完成

1968 四つの大隊を主体として揚水ステーション竣工 1000
1971 最初の社隊企業、石綿瓦工場創設 1500
1973 平地の井戸掘り完了

1974 自動車座椅子工場創設

1976 黄水河に堤防建設、同年の洪水で決壊

1980年ころ ソファー工場創設

付XZ、大隊書記を辞任。遅RT書記就任

人民公社解体、村民への第一回目の耕地分配、丘陵地を
果樹園、平地を穀物栽培に充てる

遅RT、大隊書記を辞任。遅DS書記就任

黄水河の堤防再建工事

村民への第二回目の耕地分配、10年契約、上級政府が果
物栽培を奨励

1990 遅DS、大隊書記を辞任。遅RH書記就任

1996 堤防工事による新干拓地300畝のリース開始

1990年代後半
村営企業の経営悪化、ソファー工場を除き、他の五企業
は操業停止、半停止状態に
集団企業の所有制度改革、「売却・リース結合方式」を
採用
村民への第三回目の耕地分配、30年契約、集団経営地を
保留、平地での葡萄栽培を導入

2000
旱魃が発生，6箇所の井戸を新規建設、地下灌漑パイプの
敷設がほぼ完了、平地井戸の請負人制度を導入

2005
遅RH、大隊書記兼村民委員会主任に再任されるも辞任。
書記ポストは空位に。工作隊がC村に駐在

1983

1988

1998

1962



面積 作付品種 面積 作付品種 面積 作付品種

1 38 3 本人 ,妻 ,子1 1.2 ブドウ 1 リンゴ 2.2 市で油を仕入れ ,家で製油 ,南方市場

に販売
農，手 製油は廃業，近隣の集市で生魚を売る

2 40 3 本人 ,妻 ,子1 1.2 リンゴ 1 リンゴ 2.2
トラクターを使用した運輸業 .昨年

は高速道路建設現場のダンプを運
転

農，運

村民代表

運輸業，細々と継続，息子が出稼ぎ

3 40 4 本人 ,妻 ,子2 1.6 リンゴ 1.2 リンゴ 5 ブドウ 7.8 落花生油の製油 .労働者2-3人を雇う

つもり
農，手

村民代表
娘の一人が大学進学準備中

4 38 5 本人 ,妻 ,子2,母 2 ブドウ 1.5 リンゴ 3.5 張家庄の卸売部門でアルバイト
農，外 母死亡，子供の１人，重点高校に合格

5 32 3 本人 ,妻 ,子1 1.2 リンゴ 1 リンゴ 2.2
本人 ,龍口市の栄城集のレストラン

で調理師 . 妻が集市でボタンを売る . 農，集，外

28の長男

長男誕生，戸主レストラン辞職

6 36 3 本人 ,妻 ,子2 1.2 ブドウ 1 リンゴ 2.2
妻がソファー工場勤務(年収5,000元
以上),本人 ,岳家圏の車軸工場で技

術職に従事
農，企，外 子供の１人，学校を出て蓬莱で出稼ぎ

7 60 2 本人 ,妻 0 本人 ,ソファー工場倉庫の管理員
他

口糧地は息子ら(8,9)に譲る

8 37 4 本人 ,妻 ,子2 2 サクラン
ボブドウ

2 リンゴ 5 リンゴ 9 農閑期 ,オート三輪でトウモロコシ

の運送 ,農繁期には人を雇う
農，運

7の長男 運輸業を廃業，妻がソファー工場に勤
務，娘が高校進学

9 32 3 本人 ,妻 ,子1 1.6 サクラン
ボ

1 リンゴ 2.6 養鶏(鶏卵用)
農，養

7の次男 夫婦ともにソファー工場に勤務，養鶏
は廃業

10 80 2 本人 ,妻 0 口糧地は息子(11)に譲る
妻死亡

11 42 4 本人 ,妻 ,子1 2.4 リンゴ
ブドウ

2 リンゴ 4.4 龍口で南方の果物を仕入れ ,周囲の

村の集市で売る
農，集

10の息子 集市での果物販売廃業，長女，学校を
出て青島で出稼ぎ

12 62 2 本人 ,妻 2 リンゴ 2 農
小組長 .口糧地は息子に譲る 今期も村民小組長，ZH村に3畝の土地を

請け負う

13 42 3 本人 ,妻 ,子1 1.6 リンゴ 1.2 リンゴ 2.8 自動車座椅子工場で臨時工 ,自宅で

養豚
農，企，養

12の長男 臨時工，養豚は廃業，山羊の飼育，妻
が後遅家のプラスティック工場勤務

14 36 3 本人 ,妻 ,子1 1.6 リンゴ 1.2 リンゴ 2.8 小規模な商業 .本人・妻ともに自動

車座椅子工場で臨時工
農，集、企

12の次男 臨時工は辞職，戸主は村内の私営ブ
ロック工場で勤務

15 58 2 本人 ,妻 0
元党支部書記 ,1男1女が蓬莱

にいるため ,口糧地は他人に

譲り耕作料を取る

戸主死亡，妻は蓬莱の息子の家に身を
寄せる

16 64 2 本人 ,妻 0 かつて個体戸をやったことがある 息子二人は青島 ,北京に ,娘は

龍口で就職 ,口糧地は甥(24)

17 57 2 本人 ,妻 0.8 ブドウ 1 リンゴ 1.8 農閑期 ,2-3人を雇用して落花生油の

製油
農，手

娘二人は嫁ぎ ,息子一人は蓬

莱に
製油業，労働者の雇用はやめ，規模縮
小

18 47 4 本人 ,妻 ,子2 1.6 ブドウ 2 リンゴ 3 ブドウ 6.6 長女が龍口のタオル工場に出稼ぎ
農，外 長女結婚

19 54 4 本人 ,妻 ,子2 1.6 ブドウ
野菜

1.2 リンゴ 2.8 集市での野菜販売 ,その他の商売 ,長
女が莱陽市の建築公司で ,次女は北

農，集，外 娘が２人とも結婚

20 46 2 本人 ,妻 0 ソファー・家具の家内手工業(2-3人
を雇用) 手

子供は大学生 ,口糧地は他人

に委譲
子供が大学卒業，就職

21 81 2 本人 ,妻 0 口糧地は息子二人に委譲
戸主死亡，妻は息子の家に身を寄せる

22 52 3 本人 ,妻 ,子1 1.6 ブドウ 1.5 リンゴ 3.1 娘が蓬莱で出稼ぎ
農，外

21の長男 ,生活困難
娘が結婚

23 50 4 本人 ,妻 ,子2 2 リンゴ
ブドウ

1.2 リンゴ 3.2 儀礼用の紙銭を入れる容器を作り
集市で売る .息子が蓬莱でコック

農，手，
集，外

21の次男 .娘は嫁いだが ,戸籍

はまだ本村にある

コーリャンを用いた手工業，長男が結
婚(42番)

24 38 3 本人 ,妻 ,子1 2 ブドウ 2 リンゴ 1 野菜 5 集市での野菜販売 .養豚用飼料を近

隣の村で販売
農，集

41の弟。叔父(16)の口糧地，

母の口糧地を半分譲り受け
集市での販売は減少，養豚

25 59 2 本人 ,妻 2 リンゴ 1.5 リンゴ 3.5 本村で臨時的雇用労働
農，労

村民代表 .息子の口糧地を耕

作
妻が老年活動室の管理で年収1000元ほど

26 34 3 本人 ,妻 ,子1 0 隣村で料理店を営業
外

25の長男 .口糧地は父親が耕

作
レストラン廃業，村の西に出来た駐車
場の管理

27 42 4 本人 ,妻 ,子2 1.6 リンゴ 1.2 リンゴ 2.8 集市で布を販売 .長女が蓬莱で出稼

ぎ
農，集，外

村民代表

28 62 2 本人 ,妻 0.8 リンゴ 0.5 リンゴ 1.3 口糧地の隙間で野菜を栽培市 ,集市

で販売
農，集

嫁の商売による収入から援
助を受ける

29 - 4 本人 ,妻 ,子2 1.6 リンゴ 1.2 リンゴ 2.8 食糧(米 ,粟 ,小麦など)を集市で販売
農，集 娘が出稼ぎに

30 46 2 本人 ,妻 0.8 リンゴ 0.6 リンゴ 6 桃、サクランボ 7.4
妻が農閑期に段ボール工場に勤務 .
本人 ,不定期の雇用労働に従事 農，企，労

31 44 3 本人 ,妻 ,子1 1.2 サクラン
ボ

1 サクラン
ボ

2.2 夫婦共にソファー工場に勤務
農，企 妻，工場を辞職し家で育児

32 23 3 本人 ,姉 ,母 1.6 リンゴ 1.2 リンゴ 2.8 本人と母がソファー工場に勤務 .姉
は済南で出稼ぎ

農，企，外
父が2001年に交通事故死

33 52 3 本人 ,妻 ,子2 1.2 リンゴ
ブドウ

0.8 リンゴ 2 トラクターを用いて運輸業
農，運

娘は青島で就学 運輸業は廃業，娘２人が蓬莱で出稼ぎ
(娘の戸籍は村に無し)

34 32 3 本人 ,妻 ,子1 1.2 リンゴ 0.8 リンゴ 3 ブドウ 5 農機具修理業
農，手

35の息子

35 60 2 本人 ,妻 0.8 リンゴ 0.6 リンゴ 2 ブドウ 3.4 農

36 71 2 本人 ,妻 0 2男 ,3女はすべて独立 .口糧地

は息子2人に譲る

37 40 3 本人 ,妻 ,子1 1.6 リンゴ 1.2 リンゴ 2.8 夫婦共にソファー工場(木工担当)に
勤務 .２人の年収合計は1.7万元ほど

農，企
36の長男

38 34 3 本人 ,妻 ,子1 1.6 リンゴ 1.2 リンゴ 2.8 妻が農閑期に段ボール工場に勤務 .
本人 ,龍口のセメント工場に勤務

農，企，外
36の次男

妻，工場を辞職

39 42 4 本人 ,妻 ,子2 1.6 リンゴ 1.2 リンゴ 2.8 本人 ,長男が豚の屠殺業 .妻が集市で

肉を販売
農，手，集

本人は入り婿 長男，車を購入して運送業，次男，龍
口で出稼ぎ

40 40 4 本人 ,妻 ,子2 1.6 サクラン
ボ

1.2 リンゴ 5 リンゴ 7.8 製粉業
農，手

製粉業は廃業，養豚に転業。長女が大
学入学，妻の両親の耕地を請負耕作

41 44 4 本人 ,妻 ,子2 2 ブドウ 1.2 リンゴ 3.2 本人 ,村幹部の年収が5,000-6,000元
農，他

24の兄 .母の口糧地を半分耕

作
村幹部を辞職

生業パタ ー
ン

備考

経

営

面

積

計

農地経営( 2002年)

番
号

戸
主
年
齢

世
帯
人
数

2006年における変化家族構成 農外就業( 2002年)承包地
口糧地

平地 丘陵



Make better friends with local people 
 Test the information obtained in the last visit 
Observe chronological changes 

 



2005年 2011年 

 



Modify and develop original research 
question (e.g.. “community” to “government, 
community and market”) 

 Extracting “characteristics” of each research 
sites through comparison 



 Jiangxi, luxurious, gorgeous, lavish   Gansu, simple, ingenuous, artless 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
vs. 



jiangxi gansu 

 Mostly meat  Mostly staple food 



 The impression you got through fieldwork is 
nearly (if not 100%) correct 

 Publication of English articles in Western 
journals requires clear-cut conceptualization 
rather than meticulous narratives to support 
your ideas  



 (1) Watch carefully before rushing into 
interview 

 (2) Make a good beginning 
 (3) Re-visit the site once in several years 
 (4) Try to have more than two sites  
 (5) Don’t hesitate to conceptualize  
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