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岡本ゼミによるフィールドワーク（FW）ON-LINE の成果報告 

 

 岡本ゼミは 2011 年度以降、ゼミ活動の中心にフィールドワーク（FW）を据えて来まし

た。春学期に演習 II が始まる直前には徳島県上勝町、そして、夏休み終わりは、2011 年

度から 16 年度はミャンマー、そして、2017 年度以降はアフリカのウガンダで FW を行っ

てきました。当初は現地での調査活動が主たる目的でしたが、時を重ねるうちに現地の状

況がより理解できるようになり、現在では渡航前に自らが考えるコアな問題と要因分析、

そして、どのようにそれを解決できるのか案を練り（仮説を立て）、現地サイドにぶつけ

ます。多くの場合、問題の本質を捉え切れていなかったり、分析不足であったり、思った

通りに提案が受け入れられることはありません。しかし重要なのはそのプロセスであり、

帰国後は何故、自分たちが考えた案や仮説通りには事が運ばないのか、その理由を探りま

す。 

 2020 年度（今年）は FW を開始してから丁度 10 年目の節目の年でしたが、まさかの新

型コロナウイルス（COVID-19）の世界規模での発生。4 月当初、今年は海外 FW は行え

ないかもしれないと少々、諦めかけていましたが、２つの思わぬ朗報が入ってきました。

１つは、持続可能なまちづくりで今や世界的に知られるようになった上勝町がオンライン

視察を開始したという情報です。人口が 1500 人ぐらいの日本で一番小さな町である上勝

町は毎年 2500 人以上の方を国内外から受け入れておられるようですが、いち早くオンラ

イン視察に切り替えてこれまでの取組みの継続を模索し始めました。それは 5 月という、

まだ日本全体が非常事態宣言下にあり今後の見通しが全く不透明な時期であったため、上

勝町の環境への適応能力の高さに我々は圧倒されました。春休みの終わりに実際に現地を

訪問することはできませんでしたが、私たちはオンライン上で上勝町の視察を行うことが

できました。 

 海外 FW も同様にできないか模索し始めたところ、私が研究を行っている東ウガンダに

あるコーヒー小規模農家組合（BOFA）の General Manager（GM）がもうすでに数年前

から海外とのバイヤーの交渉に際して Zoom を使用して行っているため、オンライン上で

海外視察を行うことは全く問題ないとの情報が入ってきました。これは本当に驚きまし

た。日本の大学でようやくオンライン授業が本格的になろうか、という時に、そのずっと

前からウガンダの一部の人は新しい IT 技術を駆使して海外取引を行っていたのです。ま

た、私のゼミがウガンダでの FW を開始して以来、大変お世話になっている、株式会社

JIN の事業部次長の山下里愛氏にも相談したところ、Zoom を使用すれば、北部ウガンダ

のグルとは回線を繋ぎ、海外 FW ができるのではないか、とのことでした。もし、ウガン

ダの中でも貧困度合いがより高い東部ウガンダや北部ウガンダで Zoom を使用して海外

FW ができるのであれば、それら地域よりはるかに発展している首都のカンパラやその近

郊地域では問題ないはずである、との結論に至り、ウガンダでの海外 FW をオンライン上



で行うことになりました。 

 ウガンダでのリモート形式の海外 FW は、日曜日を除き、9 月 16 日（水）から 22 日

（火）まで、毎日、ウガンダにある国内外の政府関係機関（首都カンパラ）、大学（カン

パラ）、JICA の ODA プロジェクトサイト（北部ウガンダ）、コーヒー小規模農家組合（東

部ウガンダ）、マバンバ湿地エコツーリズム団体（カンパラ近郊）と回線を繋いで行いま

した。COVID-19 の影響を調査するのみならず、ゼミ学生が夏休み中に作成をした問題・

課題解決のための提案を行い、その後、現地サイドから様々なフィードバックをいただき

ました。以下、もう少し詳しく記述します。 

 海外 FW 初日である 9 月 16 日（水）は恒例により、JICA ウガンダ事務所と回線を繋

ぎ、現地の情報を伺いながら、当事務所の方々と意見交換をさせていただきました。所長

さんを含め、3 名もの方々にご協力いただきました。ゼミの学生からは東・東南アジアと

比較しながら COVID-19 禍におけるウガンダの問題・課題を発表するとともに、所長さん

からは現在の現地での JICA の取組みをお話しいただきました。ウガンダ政府の感染症対

策は手段が限られる中感染をよく抑えている反面、我々が日本で入手できる情報以上にロ

ックダウンの副作用の影響が強いことがわかり、非常に有意義な会議となりました。ま

た、JICA ウガンダ事務所からは先が見通せない中、臨機応変にできることから国際協力を

行っていく、というお話を伺い、皆、心強い思いをしたものです。 

 9 月 17 日（木）は 2017 年度から研究交流のあるウガンダの最高学府であるマケレレ大

学の開発学部の新旧部長の先生方と回線を繋ぎ、FW を行いました。本来ならば学生さん

にも参加していただく予定でありましたが、この時点で大学はまだロックダウン中であっ

たため参加できず、先生方だけとの会議となってしまいました。岡本ゼミ生からは引き続

き、より詳しく、東・東南アジアと比較しながら、私たちが考えるウガンダの問題・課題

をぶつけてみました。学生たちはあまり余力がない途上国が行うロックダウンは副作用が

大きすぎて逆効果ではないか、との考えをぶつけてみました。また、一番気になる農村の

小学生も学習が継続できるようにリモートでのラジオ教育を提案しました。先生方から

は、ゼミ学生の意見を否定するものではありませんでしたが、現在の感染拡大の背景には

大統領選挙に向けた選挙活動の影響と財政規律を重んじる政府の政策により貧困層が合理

的な価格で病院や薬にアクセスできない、といった問題があるとのことでした。また、ラ

ジオといったハードウェアやラジオ放送といった公共サービスにも貧困層はアクセスでき

ず、途上国の問題の大きさに気付かされました。ただ、学生が提案をしたラジオを活用し

たリモート教育は何とムセベニ大統領が行おうとしていたことでもあり、ゼミ学生たちは

非常に勇気付けられました。 

 9 月 18 日（金）はウガンダの ODA プロジェクトの中でも最も期待されているプロジェ

クトの一つである北部ウガンダ生計向上支援プロジェクト（NUFLIP）のローカルスタッ

フ 2 名の方々と回線を繋ぎ、現地の情報をさらに入手しつつ、ゼミ学生が考えた NUFLIP

の現在の問題・課題の解決策の提案を行いました。ロックダウン政策によって都市から戻



ってきた多くの人々が農業に従事し始めたために農業生産が拡大する一方、農産物の流通

網がマヒしたために農産物を購入したい人のところに農産物が届かず、野菜の価格が暴落

するという結果になってしまっているとのことでした。北部ウガンダで農業に従事してい

る人（住民の多くは農業従事者）は食糧へのアクセスは全く問題ない一方、収入が激減

し、その意味で大きな影響を被っていることが明らかとなりました。ゼミの学生は余って

しまった野菜を乾燥させて市場で販売する解決策を現地側に提案しました。現地スタッフ

によればウガンダ人は生の野菜を好むとのことでしたが、ここでめげず、ゼミ学生たちは

再度、乾燥野菜を NUFLIP の今後のプロジェクトの柱の一つに据えるように海外 FW 後も

案を練り直していました。再度チャレンジするパワーは見事でした。 

 また、NUFLIP の他の大きな問題・課題の一つは、これまでのやり方では技術研修を北

部ウガンダの農家の方々に行えなくなってしまったことです。感染症の拡大を抑えるため

にウガンダ政府は大人数での集会を禁止してしまったからです。また、株式会社 JIN や協

力会社の開発コンサルタントの方々も現地で直接農家さんに指導が行えなくなり、日本か

らリモートで国際協力を行っていく必要性が出て参りました。コロナに対応した新しい形

態の国際協力が求められるようになり、ゼミ生はそのための教材の提案も行っていまし

た。今しばらくリモートでの国際協力活動が続く可能性が高く、with コロナにあった国際

協力の提案活動は今後も続きそうです。 

 9 月 19 日（土）は、私岡本が 2016 年度より科学研究費を受給して行ってきた研究対象

地域の一つであるウガンダ東部のコーヒー小規模農家組合（BOFA）の GM に対して、学

生たちは提案を３つ行いました。本地域とは 6 月半ば、及び、7 月下旬においてすでに 2

回、回線を通じて COVID-19 の影響等、詳しい現地調査ができていましたので、それをベ

ースに提案のみ行いました。1 つ目は、コーヒーの有機認証取得の遅れの原因の１つであ

るスタッフのケアレスミスをどのように減らしていくことができるか、という提案をしま

した。この認証取得の遅れという問題は COVID-19 の問題が発生する以前から存在してい

たのですが、今回改めてその問題の重要性が明確になりました。2 つ目の提案は、ジェン

ダー問題への対処方法です。上述の NUFLIP では野菜栽培の技術移転や市場での販売方法

を教えるだけでなく、生活の質の向上を目指してジェンダーの視点をプロジェクトに取り

入れています。ゼミの学生は NUFLIP からそれを学び、ジェンダーの視点を考慮した

BOFA の今後の取組みを提案しました。最後に、養蜂プロジェクトの提案です。コーヒー

生産のみに頼った生活は不安定であり、生産する農産物の多様化は小規模農家にとって必

要不可欠であります。今回、COVID-19 の拡大により認証取得がさらに遅れ、収入の不安

定性がより深刻な問題となりました。そのため、BOFA の GM から、コーヒーの収入を補

う手段として養蜂プロジェクトを考えたいが、実現可能性を探って欲しいとの依頼が岡本

ゼミに入ってきました。ゼミ生は現地の要望に応えるべく、養蜂プロジェクトの提案のた

めに夏休み中、多くの勉強をし、当日、提案しました。養蜂プロジェクトに関しては今

後、さらに細部を詰めようという話となりましたが、今回の大きな前進は、ジェンダー問



題をより重要な BOFA の活動の一つとしていくという決意表明を GM から聞けたことで

す。ゼミ生の熱意が伝わりました。 

 9 月 21 日（月）は、マバンバ湿地エコツーリズム協会（MWETA）との会合でした。協

会からは 3 人もツアーガイドの方々にご参加いただきました。この班のゼミ生のすごいと

ころは、何と言っても、準備段階でこれまでの先輩が行ってきたゼミ活動の報告書を丹念

に読み、かつ、4 年生や大学院生でウガンダ海外 FW を経験した先輩にインタビューをし

てこれまでの活動内容やその成果をしっかりと把握したことです。このプロセスを経たこ

とで、今年度の問題・課題をよりシャープに設定できました。事前準備の重要性を教えて

くれています。事前のアンケート調査を通じて COVID-19 の MWETA のメンバーや地域

住民に与えた影響の把握、昨年から引き続いた重要な問題・課題である環境教育の現状と

課題の把握、そして観光収入減に伴う新たなビジネスの提案でした。コロナ禍の中で観光

客が激減する中で簡単な IT 技術を駆使してどのように収入増を図れるのか、具体的な提

案に臨みました。現地の MWETA のスタッフの一人がその方法を早速採用をし、翌日か

ら実行に移したことは見事としか言いようがありません。どれだけの収入増につながるの

かまだわかりませんが、相手の行動に変化をもたらしたことは今年度のゼミ活動の大きな

成果の一つです。 

 9 月 22 日（火）、海外 FW 最終日は、同志社大学新町キャンパスと縁が深い、Yamasen 

Uganda を取り仕切る宮下芙美子さん（COTS COTS LTD の代表取締役社長）にお話を伺

いました。この料亭は元々、同キャンパスから歩いて 1、2 分のところに立地していた京

都の和食料理屋さんでした。とても人気があったのですが、4 年前に突如、ウガンダのカ

ンパラに移転してしまいました。東アフリカに和食文化を伝えるべく、外部からの出資も

あり、アフリカに移りました。3 月末からのロックダウン政策で半年近く国際空港が閉鎖

されたこともあり、日本人の多くは一旦、日本に帰国をしました。しかし、Yamasen 

Uganda は現地に残り、数十名にわたる従業員を雇用し続け、今日に至ります。日系企業

がどのようにして需要減に対処していったのか、その秘策を伺いました。やはりポイント

は、感染症対策はもちろんのこと、宅配サービス開始やメニューを工夫して、日本人だけ

ではなくより多くのローカルの人に食べてもらえる工夫を凝らしたことにあると言えま

す。これまでとは違う客層がつくようになったそうです。まさに、ピンチをチャンスに変

えた事例だといえましょう。 

 ウガンダでのリモート海外 FW を終えた後、およそ 1 カ月間、現地サイドに受け入れら

れなかった提案に関しては、何故、駄目であったかその分析をしっかりと行い、その上

で、もう一度提案内容を練り直し、10 月 24 日（土）、海外 FW の締めである成果報告会

に臨みました。報告会には在校生を含めて 60 名以上の参加がありました。また外部の専

門家として、JICA 関西市民参加協力課の石井潔氏、株式会社 JIN の代表取締役である大野

康雄氏、同会社事業部次長の山下里愛氏、そして、岡本ゼミ卒業生を代表して大野真以氏

を招聘し、コメントをいただきました。専門家の方々には反省点、改善点を含めてしっか



りとご指摘をいただき、海外 FW の締めとしてとても有意義な会が開催できました。 

 今年度は実際に海外に渡航ができませんでしたがこれまで現地で築いてきた繋がりを最

大限活かし、今できることはすべて行うことができました。実際に現地に渡航しての海外

FW を完全に代替するものではないですが、新たな海外 FW の可能性を見出すことができ

た海外 FW ON-LINE であったと思います。今年度、このリモートでの海外 FW に参加し

たゼミ学生たちが、口々に、「来年度、実際に現地に行って、オンライン上で出会ったウ

ガンダ人と実際に会えるのが待ち遠しく、ワクワクしている」、と言っていました。この

言葉にこそ、今回のリモートでの海外 FW の成果があらわれているのではないでしょう

か。  
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本写真は、9 月 22 日（火）の海外 FW 最終日直後に撮影をした写真です。 

 


