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「調査という迷惑」の越え方—— 
私が〝在日アフリカ人〟として 
日本の田舎で暮らしているわけ 

Coping with the bothers of 
research: why I live in rural Japan 

as an “adoptive African” 
安渓遊地 

（阿東つばめ農園・生物文化多様性研究所） 

http://ankei.jp 
facebook

 



 
 
 
 
 

１．他人に迷惑をかけないこと 

２．でしゃばらないこと 

３．他人の喜びを心から 
　　喜びあえること 

渋沢敬三先生の教え!!簡単のようで実に難しい 

宮本常一先生@Kenya山 



2008年　みずのわ出版 

“Bothers of fieldwork”  by MIYAMOTO Tsuneichi 

Study for whom? With whose money? 
Cultural anthropology for colonization. 
Physical anthropology to identify Jews. 
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頭から手までの全人教育・異質の交流 
From head to hands, interchange of differences 

 

新潟県巻町角田浜で炭焼き 
Mobile university with a charcoal kiln  



日本列島を教科書に 
地平線を開拓する 
Explore the horizon. 

創造性開発と人間性解放 Creativity & Humanity, 
相互研鑽 Mutual empowerment (1973)  

スタッフ 

雲と水と 
Nature & 
spirituality 



!
Local Communities as Classrooms, Local Leaders as 

Professors, and the Earth as our Campus

伊谷純一郎先生（1926～2001）のユニークな教育は 
!　http://ankei.jpで「伊谷」を検索してください。 

「君の行くとこ
ろは1か所しか
ない。コンゴ川
中流部の東側の
きれいな森の中
や。自然に密着
した生活してる
人らがおるで」 



どっちを選ぶ？　板挟みの軽い練習 

０．アフリカにあこがれて（1978） 
学振からの電話!!¿科研費で海外へ行
くか、やめて高い奨学金をもらうか? 
  

類題　別の大学（有名な・給料の
高い・実家に近いなどなど）から
声がかかったら、この大学でやり
かけのことをやめて行きますか？ 



Sharing economyの可能性 
コンゴ民主で物々交換の市場を研究　 
Studied barter markets in D.R.Congo 

  　 
（１）悪い例・好い例がある 
　Bad and good examples 
（２）コンゴでの経験 
　My experience in DR Congo 
（３）山口での挑戦 
　Challenges at home 



例・差別待遇を作る意地悪な実験 
A willful experiment to introduce inequity 



実験の方法　Experiment methods 
・ オマキザルが石を渡したら報酬の食べ物がもら
えるFood given as award of the work of handing a 
rock 
 
・初めは両方ともキュウリ"まったく問題なし 
At first, both receive cucumber: Completely OK. 
 
・同じ仕事で一方だけに好物のブドウを与えると
キュウリをもらった側の反応はどうなるだろうか 
Then one of them receive grape, their favorite. Watch 
the response of the other that is given a cucumber. 



Frans De Waal の実験 (http://www.ted.com/
talks/frans_de_waal_do_animals_have_morals) 



基本的には「ウォール街を占拠せよ」デモと同じ 
Basically the same as OWS demonstrators. 

http://vimeo.com/42294229 



1%の富裕層が富の４分の１を独占 
Slogan of OWS ”We are the 99%” 

http://www.cbpp.org/cms/index.cfm?fa=view&id=3309 



地球一個分を超える暮らしと南北格差 
Ecological footprint and North-South Disparity  

（出展：WWF、『生きている地球レポート２００６年版』） 



好例Ａ 
路上の亀を救う。
種や移動速度の違い
を超え同じ空間を共
有する仲間を助ける。　 
Good examples: A. 
A man rescuing a 
tortoise on a road. 
We can help our peer 

sharing the same 
space in spite of 

differences of species 
and of moving speed. http://virates.com/society/1316732 



B. 裸足の人に自分の靴をあげたイスラム教徒 
A Muslim who gave away his shoes & socks 

http://virates.com/society/1316732 



 
C. 違う宗教の祈りを守る若者たち 

Guarding prayers of different religion  

エジプト・タハリール広場(!"!#$%& '&()*; m#d$n at-ta!r#r）Sept. 2011     Photo Nevine Zaki 



D. お手本 The best practice (Afganisthan) 
  
 中村哲医師@ペシャワール会  

                            Dr. NAKAMURA Tetsu of Peshawar Medical Services  

http://fukuoka-prize.org/campaign/2013/ttnakamura/ 

Irrigated 15,000ha, half a million to resettle 



水路を築きアフガニスタンの生活基盤
の復興に働くペシャワール会 

 A Japanese NGO in Afganisthan 
 

 A Japanese NGO in Afganisthan

福岡アジア文化賞のサイト 



水路に続いてモスクと学校と寮を建
てているクリスチャン・中村哲医師 

Dr. NAKAMURA Tetsu, a Christian, is now helping to 
construct a mosque, Islamic school, !"#$% "madrasah 

and its dormitory for 200 students 



Sharing economyの可能性 
  　 

（１）悪い例・好い例がある 
　Bad and good examples 
（２）コンゴでの経験 
　My experience in DR Congo 
（３）山口での挑戦 
　Challenges at home 



コンゴ民主共和国で村長の養子になる　 
Adopted by a village chief in D R Congo 

!!持続可能な暮らしは可能だ 
Small, slow, and sustainable life is possible. 
!!お金を禁止する物々交換市の存在 
Barter markets banned global money. 
!!違いを認め合い共存する人々(400民族) 

People living differences (400 ethnic groups) 



コンゴ民
主共和国
へ 

DR Congo 

Ｋ：1998,　2000,　
2002 
Ｔ：1998,　2000 
Ｕ：2000, 
ＲＤＣ：1978,　1980,　　　　　
1983,　1990 
Ｇ:　2001, 2013 

赤道 



首都・キンシャサ（人口946万人） 
Kinshasa, capital of DR Congo  

 



歌と踊りの  
After dance and songs in Church 

 



養父と家族　My adoptive family (1990) 



7年間の留守に生まれた子どもをハグ 
Hugging kids born during my 7-year absence  



ゴミが出ない料理 Cooking without garbage 

ア
ヒ
ル
と
鶏
は
お
掃
除
や
さ
ん 



物々交換の市場 
Barter markets 



川からはカヌーで漁民がやってくる 
Fishers come by dugout-canoes 



漁撈民が魚をもって交渉にくる 
Negotiation of barter 



もう1匹 Give me another fish! 



食べ物をシェ
アする漁民の
村Every meal 
was shared in 
fishing villages 



畑小屋でくつろぐ家族 
My family under a shed in the field  



コンゴ河の夕焼け  
Sunset in the Congo River 



「君、何してくれたんや!?」 

１．アフリカに行けない（1983） 
大使館員の電報!!¿身に覚えのないこと
で何年も科研費に応募できなくなったら? 
 

類題　自分は関わっていないのに、
（研究倫理違反、補助金不正等の
ため）大学がまるごと５年間、科
研費の対象からはずされたら？ 
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1984年から88年にかけて 
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!

!





この病気の世界をどうなおす？ 

２．久しぶりのアフリカで挫折（1990） 
自問!!¿世界が病気でもアフリカの田舎
は元気って、本当? 
　 
　第二の故郷の村が廃村状態。これ以上、
研究で自分もだませないし、教室で学生
もだませない。恥ずかしくてアフリカに
なんか行けない。 





レアメタルが内戦の資金源になる「紛争鉱物」 
Conflict minerals as money source for civil war 

http://www.theeastafrican.co.ke/news/Conflict-minerals-ban-in-the-Great-Lakes-
region/-/2558/2141154/-/item/1/-/577i3d/-/index.html 



あなたの携帯にはコンゴ人の流す血が 
Blood tantalum from Congo in your mobile 

http://africaanswerman.com/?p=1952 



地球一個分の暮らしへむけて 
To reduce our ecological footprint 

（出展：WWF、『生きている地球レポート２００６年版』） 



「着土」（©祖田修氏）と 
Sharing economyへむけて実践 

  　 

（１）悪い例・好い例がある 
　Bad and good examples 
（２）コンゴでの経験 
　My experience in DR Congo 
（３）山口での挑戦 
　Challenges at home 



 
!! キュウリ cucumber 
!! ナス egg plant 
!! トマト tomato 
!! ピーマン sweet pepper 
!! オクラ okra 
!! ニラ Chines chive 
!! モロヘイヤ mul!kh"ya 
!! 青ジソなど green perilla#  





有機米の収穫 Harvest of organic rice 



お弁当 Our lunch boxes 
杉
の
曲
げ
わ
っ
ぱ
の
お
弁
当
箱。

ご
は
ん
が
お
い
し
い 





県産材で価格破壊住宅を建てる 
 Building with local timber 



54 54



国産小麦で手作りパン Home-made bread 



田舎の家造りから始まった人のつながり 
Ties of different people in rural environment  
宇宙飛行士で農民の秋山さんを迎えて 
Welcoming Mr. Akiyama, astronaut-farmer 



原発事故被災者の受け入れを考えて決断 
Decision to invite refugees from Fukushima 

!



「阿東つばめ米」に挑戦中（2012～） 
Moving to another district to become a real farmer 

 



2019~ Solar Sharing (営農型発電) 
田んぼの上に50KWのソーラーパネル 
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名もない者として生きる 
Living as a people of no account 

殺すことも殺されることもなくひそんで暮
らしている私たちのため。……偉くて強い連
中は勝手放題。希望は庶民の中にしか残っ
てないの。ル・グイン『ゲド戦記・外伝』 

For us who live, in hiding, neither killed nor 
killing….  The great and mighty go their way 

unchecked. All the hope left is in the world is 
in the people of no account.                     

Ursula Kroeber Le Guin “Tales from Earthsea” 



偉くて強い連中 
The great and mighty 

lifebuzz 



庶民の夢
はささや
かなもの 
What we 
dream is 
no greed 

lifebuzz 


