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公共人類学の「協働」概念に関して－原発事故被災地葛尾村における事例から 
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要旨 昨今さまざまな学問分野で「公共」と冠する学問の領域が出現している．人類学の分野も例外ではない．アメリ

カではブロンスキーが 1980 年代に「公共人類学」を提唱し，公共領域における人類学の貢献を強調した．本報告にお

いては，公共人類学が強調する「協働」の概念を，福島原発事故からの復興過程において検証する．被災地葛尾村にお

ける 2 事例を中心に協働のあり方を論じる． 
キーワード 原発災害復興，公共人類学，協働，葛尾村，エスノグラフィー 
 

１１．．ははじじめめにに  

福島原発災害から 10 年の歳月が経った．政

府はこれまでの 10 年間を復興期間として，事

故からの復興を遂げるために除染・インフラ整

備等を中心に復旧をすすめてきた．年間 20 ミ

リシーベルト以下の放射線量を目安に除染を促

進し，帰還政策を推進してきた．その結果，避

難地域 12 市町村のうち，一部の帰還困難区域

を除いて帰還できる状況にある．しかしながら，

2020 年 12 月の避難者は 36,555 人で，福島県内

外に散在している注１）．  
私がフィールドワークを実施している葛尾

村は，2011 年 3 月 14 日に全村避難をした．そ

の後，2016 年 6 月 12 日に一部の帰還困難区域

を除いて避難は解除された．2021 年 1 月におけ

る帰村人口は 323 人であり，解除後の転入者は

村内外合わせて 120 人である．930 人は避難し

ている注 2）．浪江町津島地域に隣接する野行行

政区は，いまだ帰還困難区域である．この地区

の一部は 2018 年に特定復興再生拠点区域に認

定され，集会所周辺を中心に除染が進行中であ

る．2022 年 3 月には除染作業が終了し，解除さ

れる予定である．しかし，地域に点在していた

50 戸の家屋の多くはすでに解体されている注 3）．  

 私は，災害研究をエスノグラフィックアプ

ローチで続けている．その際に思うことは，研

究や理論構築のために調査をするのではなく，

より応用的指向を持つことが必要なのではない

かということである．調査対象とした人びとや

地域社会に対して，研究者は何らかの貢献をす

る責任があるのではないのか．研究のためだけ

に災害地でのフィールドワークはできないので

ある．昨今，提唱されている「公共人類学」の

学問領域では，より深く公共領域にたち入った

研究が求められている．   
本稿では，「公共人類学」における「協働」

の概念を，私がかかわった被災地における 2 つ

のプロジェクトから考察してみる．  

２２．．「「公公共共人人類類学学」」ににつついいてて    

米国においては，2001 年にロバート・ボロフ

スキーが公共人類学センターをミネソタ大学に

設立したことに始まる注 4）．その主旨は，人類

学の対象として公共の問題を捉えて，それに積

極的に関わり，何らかの解決をもたらすことを

目途とする学問領域である．それは自ずと社会

に対して説明責任と透明性が不可欠であるとし

ている．わが国においては山下らが，公共の領

域に関与することで人類学の領域をさらに超え

る試みとして広めている注５）．人類学の理論と

方法を公共に一方的に押し付けるのではなく，

公共の関心に巻き込まれる形で参与し，協働し
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て問題解決に臨むことでもある．この点では，

公共の関心に合わせて人類学を見直す機会にも

なり，それは重要な任務の一つでもあるとブロ

ンスキーも述べている注 6）．  
 公共の領域を以下の 6 つに定めることができ

よう（山下，2014:9-10）．  
①  国家などの伝統的な公の意味での領域  
②  県，地方自治体，地域社会など  
③  かつて国家が担っていた公共領域が市場に

委ねられることで生じる企業の責任  
④  国連，世界銀行などの国際機関  
⑤  草の根のグローバリゼーション，NGO の機

能  
⑥  ボランティアなどの復興に見られる新しい

公共  
また，「公共人類学」を構成する重要な概念

に「関与」がある．それは，従来の人類学の調

査手法の一つ「参与観察」に類似する．調査対

象とする社会に参与しながら，観察を続け，多

様な発見をする．山下は，参与観察はどちらか

というと観察のほうに重点が置かれているが，

公共人類学では参与に重きを置くと指摘する．

対象にどのように関与し，「協働」して何を残

すのかが問われるからであるとしている．  
以下に，避難者たちが暮らす地域社会では，

避難者と支援者の関係はどのようなものなのか，

当事者たちはどのように個人的な体験を表現し

うるのか，避難先での彼らの日常生活など，先

行事例を紹介する．そして，「公共人類学」は

災害復興にどのように貢献できるのか，「協

働」の概念を考察してみる．  
 
２２．．１１  災災害害研研究究とと公公共共人人類類学学ににおおけけるる「「協協働働」」    

 東日本大震災・原発災害に関する研究は，文

化人類学・社会人類学の領域においても，数多

くの書籍や論文がある．東日本大震災・福島原

発事故被災者・津波被災者と研究者たちとの

「協働」が実際にどのように行われたのかを論

じた事例集『震災復興の公共人類学』（ 2019
年）では，つくば市における福島からの避難者

と支援者のセーフティネット作りを映像化した

プロセスが記され，災害時における公的支援の

あり方を問うている．また，避難先における避

難者同士の協働に着目し，災害に抗う市民たち

の様子を協働社会の台頭という枠組みで分析し

ている事例もある．さらに，避難先の近隣の自

治体職員，研究者，学生たちが協働して，2011
年当時の災害対応を見直し，新しい人間関係を

活用した災害に強いまちづくりを目指したプロ

ジェクトの活動を紹介し，ソーシャルキャピタ

ル形成との関連で分析している事例などがある．  
次項では，葛尾村における２つのプロジェク

トの事例から震災復興と公共人類学の領域にお

ける「協働」を検討する．  

３３．．葛葛尾尾村村開開拓拓民民ののああゆゆみみププロロジジェェククトト  

「葛尾村開拓民のあゆみ」プロジェクトのは

じまりは，一人の村民の願いからだった．大笹

行政区区長の鎌田さんは，常日頃から地域を

回っていた．この地域は戦後の引揚者らが入植

した場所である．鎌田さんは開拓民 2 世であり，

先輩たちが高齢になり開拓時代の経験を聞ける

機会が少なくなって行くのが気になっていたと

いう．2017 年の行政区長会議の後，，懇親会の席

上，当時の教育委員長と副村長にこんな話をし

た．「やっぱり，だんだんと先輩たちが亡く

なっているし，自分たちの体験を残さなければ

ならない，今それをしておかないといけないと

思う」．この言質を率直に，福島大学うつくし

まふくしま未来支援センターの特任専門員（当

時）に伝え，私が聞き取り調査を実施すること

になったのである．私は移民研究の立場から，

人びとの移動に関心があり，戦後の引揚者と原

発事故の避難者という二重の移動経験を持つ人

びとの語りを記録しておく必要性を感じていた．   
葛尾村は県内でも有数の開拓の村である．こ

のことを行政の方たちが認識していたことがス

ムーズにプロジェクトとして立ち上がったので

はないだろうか．開拓民たちの体験が単なる個

人的なものではなく，公共性をもっているとい

うことである．   
ここで，なぜ葛尾村が戦後の引揚げ者たちの

入植地になったのかを『福島県戦後開拓史』

（1973 年）に依拠して概観してみる．終戦後，

政府にとっては 500 万人に及ぶ復員兵と引揚者

への就業対策と食料の確保が喫緊の課題であり，

そのために 5 年間で 155 万ヘクタールの開墾を

目指すという緊急開拓地を指定した．北海道と
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内地を合わせて 100 万戸の入植地だった．東北

6 県の山麓も例外ではなく，青森県の上北大地，

岩手県の岩手山麓，秋田県の東雲台地，山形県

の泉田川扇状地，宮城県の薬莱山麓などが指定

された．福島県では矢吹が原，滑津原，阿武隈

高原，西白河高原が開拓地になった．  
葛尾村は，阿武隈高地の山中，高瀬川の上流

域に位置する標高 600～1000 メートルの山々に

囲まれている．村域の半分は山林原野である．

戦前は馬産や養蚕が中心であったが，戦後は開

拓入植者たちが多く，風越，大笹，野行，大放

などの地域で開拓集落が形成された．1975 年の

調査では全農家数 423 戸に対してその半数の

213 戸が開拓者で占められた注 7）．その暮らしは，

原生林を開墾し，共同で炭焼きから始めて，葉

タバコ，米作りなどを生業としていたが，減反

政策などと相まって，肉牛や乳牛，養豚などで

生計を立てるようになっていた．  
プロジェクトの聞取り対象は 10 人で，戦後の

葛尾村の様子を知る 93 歳の男性を除いて 9 人

は開拓民である．年齢は，2018 年当時で，93
歳から 74 歳，男性 8 人，女性 2 人，聞取りの

場所は，葛尾村の自宅，田村市の復興公営住宅，

船引町の老人ホームなどだった．一人 3～４時

間を超える聞き取り後，追加聞取りを適時行っ

た．秋田県，岩手県，埼玉県などから，満州国

へ渡り，桃山開拓団，亘理漁農開拓団，松島共

栄開拓団などの開拓団に属していた．戦後，引

揚げて葛尾村の入植地にも，それらの団名でま

とまって暮らしていたようだ．葛尾村開拓組合

名簿にはその名が残っている．  
葛尾村での開拓時の暮らしを語るとき，夫婦

が同席している場合が多かった．二人で記憶を

たどりながら話すことができたし，話題が広

がった．戦後の葛尾村の状況を知る 92 歳の男

性は彼の戦争体験を語ったが，鮮明に日にちを

覚えていることには驚かされた．それだけ，記

憶にしっかりと刻みこまれた体験だったことが

推測される．  
樺太からの引揚者の 90 歳のタミ子さんは，話

をしていると思い出がだんだんとよみがえる様

子だった．「あっちこっちで暮らしてきたから，

どこが故郷なのか，わからんけど，でもやっぱ

り葛尾村だと思う」と原発災害による避難の経

験を含めて語った．現在は，田村市の復興公営

住宅に息子夫婦と住んでいる．また，「2 度も故

郷を追われて国策の犠牲になった．この原発災

害からの復興が終わらない限り私の戦後は終わ

らない」と語るのは栗木さん．彼らは，葛尾村

に入植し開墾生活から安定した持続可能な暮ら

しを営んでいた．そして，桃源郷のような村で

生涯を終えると思っていたのである．  
興味深いことに，開拓民 9 人のうち 6 人は，

避難中のあづま総合体育館や仮設住宅に入居後

も葛尾村の自宅に通っていた．その後もまた，

郡山，船引町，田村市などの避難先での住宅に

住んでいながらも，村での自宅を手入れしなが

ら維持している．帰還して自宅を新築した人も

いる．この現象は，その土地を開墾し，定着し

た経験を持つ開拓民たち特有のものなのであろ

うか．   
 

３３．．１１  ワワーーククシショョッッププ，，次次世世代代とと開開拓拓民民のの協協働働  

開拓民の証言集を上梓するだけでなく，彼ら

の体験を次世代に伝えるワークショップを企画

したのは，子どもたちのレジリエンス育成を目

指したからである．「村の歴史と開拓者から学

ぶワークショップ」というテーマのもと，葛尾

村小学生・中学生合わせて 14 名と開拓者たち 5
名との協働の時間を持つことができたのである．

これは，学校側の協力なしにはなしえないこと

だった．冬休み前の 2 時限を使ってのワーク

ショップは，前半はグループごとに開拓民の話

を聞いて質問する形式にして，後半は開拓民の

方々が指導する縄もじりのクラフト作業とした．

お正月用の飾りを何個も造る喜びが，子供たち

の様子からうかがえた．  
「いやぁこんなに苦労していた歴史があるな

んて知りませんでした」と中学 3 年の男子生徒

がマスコミの取材に応えていた．開拓民たちの

実際の話を聞くことによって，子どもたちは村

の歴史の一端を知ることができた．このことは，

ふるさとについて考える機会になった．それは，

村の復興を担う次世代のレジリエンス育成とい

うワークショップの主旨でもあった．  
この証言集の執筆をしている 2018 年に，私

は村の歴史の詳細に触れる機会を得た．そのと

きに，現れたのが元村役場職員である半澤さん
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である．村の地政に詳しく，『葛尾村史』とは

異なる視点を持つ郷土史を紹介してくれた．半

澤さんは「野行の宝財踊り」保存会の会長でも

あった．そして，翌年のプロジェクトへと繋

がっていった．  

４４．．葛葛尾尾村村「「野野行行のの宝宝財財踊踊りり」」DDVVDD 制制作作  

「最近は踊りの担い手も少なくなってきてい

る．原発事故でみんなバラバラになってしまっ

た．この踊りを何とか後世に残しておきたい．

そういう責任が私たちの年代にはあると思う．

踊りは本当に面白かったし，みんなで飲んだり

食べたりして，親睦も深まった．思いを一つに

できる機会だった」．半澤さんは，このように

私に語った．この踊りを DVD に残しておきた

い．後世の人びとのために何かしなければとい

う思いが強くなったという．自分たちが生まれ

育った土地，先祖代々から受け継がれてきた土

地，そこで育まれたコミュニティ，培ってきた

文化や習慣，それらが今回の原発事故によって

ことごとく壊されてしまった．大きく変化する

環境に対応せざるを得なくなったのだ．このよ

うな状況をフィールドで得た私は，村の伝統芸

能の調査を始めた．そして，葛尾村教育委員長

と副村長あてに企画書を提出した．  
葛尾村には 3 つの村指定の無形民俗文化財が

ある．「岩角の神楽」「葛尾の 3 匹獅子舞」そし

て野行地区の「宝財踊り」である．そのどれも

が原発事故後は，継続できなくなった．「岩角

の神楽」は，八幡神社への獅子神楽の奉納とし

て，おおよそ 160 年前から伝わるものである．

「葛尾の 3 匹獅子舞」は日山の 3 匹獅子舞とも

いい，江戸中期に葛尾大尽・松本藤九郎が再興

したといわれ，現在は日山神社の霊を 3 匹獅子

舞で鎮め，地区の安泰・疫病の退散を祈念する

ために舞う．  
「宝財踊り」は，葛尾村東部の野行地区に大

正時代に浪江町から伝わり，断続的に地区に住

む人々によって踊り継がれてきた．春の延命地

蔵尊祭礼，秋の愛宕明神の祭礼時には地区の集

会所前で披露していた．コミュニティを維持す

るための文化財でもあった．娯楽の少ないこの

地区では，皆がまとまって踊りの準備をする，

婦人会の人びとは，自分の化粧品を提供し踊り

手の男性の顔に化粧を施す，踊りが終わった後

は，鍋を囲んだり，バーベキューをしたりした．

このことからも，伝統芸能がコミュニティの統

合の役割を果たしていることがわかる．  
元来，「宝財踊り」は浜通りの地域で継続的

に踊られている．南相馬市鹿島区や原町区の青

年たちによって，あるいは相馬農業高校では伝

統芸能の継承活動の一貫としてこの踊りを昭和

初期から受継ぎ，相農祭などで披露している．

双葉町の前沢女宝財踊りはリズムに乗った迫力

のある踊りで，ユーチューブで視聴できる．  
1915 年に地区の鎮守愛宕明神の麓に建立した

開墾碑の除幕式の際に，当時の津島・葛尾組合

村の助役・大山高常が浪江町から踊り手を招請

した．これが「野行の宝財踊り」のはじまりで

ある．戦時中を除いた 1950 年まで，愛宕明神

や延命地蔵尊の祭礼時に奉納された．最も盛ん

な時期は 1920 年代後半で，旧正月の 2～3 日に

かけて地区の各世帯を回り，隣村の津島まで踊

りに行き，縁起を盛り立てたと言われている．

その後も断続的に継承され，1962 年以降は途絶

えていた．しかし，1983 年 11 月地区の有志ら

で宝財踊り保存会を立上げ，復活し，伝承の道

が開かれた．そして，毎年 10 月第 4 日曜日，

愛宕明神の祭礼時に地区集会所前の広場で行わ

れてきた．毎年行われている葛尾村自然の恵み

感謝祭には 3 年に一度は踊りを披露していた．

1996 年の「ふたばワールド in かつらお」，2001
年「うつくしま未来博」でも披露した．この際

に，村公民館からの援助を得て衣装や化粧道具

を新調した．それ以前は踊り手が自前の衣装を

持ち寄っていたものだった．この行政の資金援

助は，衣装の保存に大きな意味を持ち，踊りを

継続する動機にもなった．  
DVD 制作には，VHS に収録してあったもの

を CD に変換した数本を組み合わせて編集した．

当時の踊り手や聴衆の姿が生き生きと描かれる

ように努めた．10 名の踊り手と 2 名の笛方の衣

装の説明，踊り方，音符を詳細に映像に収めた．

野行行政区の全貌を記録するためにドローンを

使用して撮影した．また，地域内にある減容化

施設なども撮影した．これらの撮影には保存会

の半澤さんと金谷さんの協力は欠かせなかった．  
DVD に添付する解説書は，野行地区沿革に関
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する資料も盛り込んだ．これは半澤さんから提

供されたものである．ミクロな視点から村全体

を見ることができる資料であり，とても興味深

い．彼は，郷土史家の松本美笙さんが『葛尾村

の歴史と伝説』を書き下ろすときに同行して資

料収集にあたった経験から，郷土史に興味がわ

いてきたという．退職後は野行地区の沿革誌を

書く予定をして，写真，資料を集めていたとの

ことだった．野行の宝財踊りは 2007 年以来途

絶えていた．追い打ちをかけるように，原発災

害によって地区住民は離散し，踊り継がれてき

た場所も帰還困難区域となってしまった．無形

民俗文化財は，その土地に根差し踊り継がれる

ものである．土地を失った住民たちが踊れる場

所はどこにあるのだろう．  
興味深いことに，野行地区の人口を見てみる

と，1880 年代に津島・葛尾組合村の時代に野行

地区の集落が形成された当時の世帯 36 戸，140
人の集落から，2011 年東日本大震災前の世帯数

は 34 戸，人口 111 人とそれほどの変化はないこ

とに驚嘆した．おそらく，農業を中心とした持

続可能な暮らしがあったことは想像に難くない．

連綿と息づいていたコミュニティの中で，「他

人を思う心」「お互いが協力する」という社会

規範が築かれていたのだろう．  
 

４４．．１１  住住民民，，行行政政ととのの協協働働  

 このプロジェクトは，踊り手もだんだんと不

足しているような状況を憂いた一人の住民から

の思いを，きちんとくみ取って行政が事業とし

て認めたことから具体化した . 企画の段階から

委託された私は，前回の葛尾村戦後開拓民のプ

ロジェクトの経験から，DVD の制作のみならず，

葛尾村小学生・中学生を対象としてのワーク

ショップを企画した．それは村の宝ともいえる

無形民俗文化財を知ってほしい，未来へ繋いで

継承していってほしいとの願いからである．結

果として，福島県地域創生総合支援事業の助成

を受けてプロジェクトを遂行することができた．  
 ことほどさように，住民，教育委員会，そし

て，研究者である私の 3 者の協働で結実したも

のだった．原発事故によって人も無形民俗文化

財を披露する場所も失った．だからこそ，今残

しておかなければという思いを，具現化する必

要性があったのだ．  
 帰還困難区域にある自宅を 2016 年に解体し

た半澤さんは，毎月家の周辺の草刈りなどをし

て自宅の土地を管理している．「解体当初は，

放射線量もかなり高く，どうせ住めない家なの

だからと自分に言い聞かせるようにして解体に

応じたが，毎年，毎月通っていると，この決断

が良かったのかと疑問に思うこともある．3 代

続いた土地と家を自分の代でなくしてしまって

いいものかと，後悔の念もある．ご先祖様に悪

いことをしたという気持ちが交差する」．この

ような苦悩を思い知ると，原発事故から 10 年

が経っても，復興はまだまだ成し遂げられては

いないことを，私は痛感する．半澤さんは，復

興拠点地区に指定された土地をどのように再開

発するかに頭を悩ます日々だという．  
 以上の 2 つのプロジェクトは，村民・行政・

研究者の協働によって成立し得たものだ．災害

復興に係わる研究は研究者の個人的なものでは

なく，被災地の復興に還元していかなければな

らない．「公共人類学」を構成する協働の意味

は，そこにある．それは被災地へ行き，住民と

の出会いを通してその空間を共有すること，関

与することから始まるのである．  

５５．．「「協協働働」」のの広広ががりり  

2011 年 11 月，福島大学元学長を中心とした 7
名の有志で立ち上げた「福島復興支援フォーラ

ム」という福島復興への議論を展開する場があ

る注８）．月 2 回のペースで，さまざまな分野の

専門家による実情把握と分析から，問題点を聴

衆とともに共有し解決を試みている．2020 年

12 月 18 日の第 173 回目のフォーラムでは「福

島県原発災害から 10 年―「県民版復興ビジョ

ン」策定に向けてー」と題して鈴木氏と田村氏

が発表した．2019 年 9 月 11 日，「県民版復興ビ

ジョン」起草委員会を設置し，委員会内での意

見交換，ビジョン項目整理などを進めている．

予定していたタウンミーティングは，コロナ禍

のため開かれていない．  
提案の主なものは，現行の「除染」→「避難

指示解除」→「帰還」という単線型シナリオの

問題点をあぶり出し，複合的に地域再生の見通

しをつけてから帰還にすべきだとしている．そ
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のためのふるさとの復興には，「帰還準備・生

活環境整備期間」（帰還準備期間）が必要であ

るし，広域避難者のための一時滞在施設「ふる

さと住宅」の提供や，長期避難者のための住ま

いの確保とその補償の充実を提案している．  
生活再建とふるさと再生のために，持続可能

な復興を目指している．生活の質・コミュニ

ティの質・環境の質の向上を図る指標化を策定

し，地域コミュニティや市町村をベースとする

住民・行政・専門家の合意形成を目指す．惨事

便乗型復興に陥らない「人間の復興」を目指し

て，被災者が復興の主役になれるビジョンづく

りのためには，住民参加の協議の場が必要であ

るとしている．つまり，そのような場でダイア

ローグを重ねることによって，復興ビジョンを

立てることが可能なのだろう．それは，被災当

事者を含めた福島県民の参加が可能なプラット

フォームになることが期待される．  

６６．．おおわわりりにに  

フィールドワークを主体とする人類学者は，

何らかの形で被災地や避難者への貢献をするこ

とを認識すべきである．フィールドでは，おの

ずと被災当時者との「協働の形」が生まれるの

である．その発見によって復興のありかたもま

た見えてくるものがあるのだろう．  
今までの 10 年間において，政府はハード面

中心の復興施策を実施してきた．そのため，被

災者たちの要望とはずれが生じている．そのこ

とは，被災地の帰還率の低さが物語っている．

今後は，ソフト面を重視したきめ細やかな施策

が，被災者の生活再建に向けてなされるべきで

あろう．NPO の機能，地方自治体などの領域に

被災者自身が積極的に関与することが望まれる．

よりヒューマンな震災復興に向けての協働が今

こそ必要なのである．この意味においても，

「公共人類学」は，学問分野を超えた問題に効

果的に対処する能力を示すことができるのであ

る．また，事故後に浮かびあがった問題を明ら

かにし，幅広い公的会話を奨励し，何らかの社

会変化をもたらすことも可能なのである．  
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