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“The victims of the Fukushima nuclear power plant accident: 
Anthropology of tribulation and hope: 

For us to overcome division and opposition”



In this 21st century, steeped in uncertainty, can we 
really spin a tale of “hope?”

この不確実性に満ちた二一世紀に、はたして私
たちは「希望」の物語をつむぐことができるのだろ
うか。



ウクライナ避難













How can we acknowledge pain, suffering, and tribulation – while 
also thinking about “value, morality, well-being, imagination, 

empathy, care, the gift, hope, time, and change” (448)?
痛み、苦しみ、苦難を認めながら、どうすれば

「価値、道徳、幸福、想像力、共感、ケア、贈与論、希望、
時間、変化」についても考えられる。



What severe realities threaten our everyday lives? 
どんな過酷な現実が我々の日々の生活を脅かしているか。

How can we have hope for the future, while steeped in a 
violent, unstable present? 

暴力的で不安定な現在に溺（おぼ）れながら、どうやって未来に希
望を持つことができるのでしょうか。

おそらく、ディレンマにはなる
選択肢の間を揺らぎながら、間に浮く
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福島市

郡山市

山形市



山形市

福島市

郡山市

“Distribution Map for Radiation Dose” 
Created by the Ministry of Education, 

Culture, Sports, Science and Technology 



山形への自主避難者

• 2012年1月：山形県内の避難者登録者数の94％が福島県出身者
• 13,797人のうち、13,033人（山形県庁2011～2017年調査による）

• 当時、福島から全国各地に避難した「県外避難者」の2割強を
占める

• 全国62,808人のうち山形は13,033人（福島県避難者支援課 2018年によ
る）

• 「仮設住宅」補助可能
• 公営住宅または民間住宅の無償提供、月額6万円まで



2011年6月 5,518人（累計）
2012年1月 13,033人（ピーク時）
2012年4月 12,808
2013年4月 8,987
2014年4月 5,259
2015年4月 3,825
2016年4月 2,985
2017年8月3日 2,026人（ピーク時比84％減）
2022年8月1日 1,335人（ピーク時の約10％）

山形県による

山形への自主避難者



妥協・ダブル・バインド

• ダブル・バインド（ジレンマ）

• “不調和な二重または複数の義務に個人が直面する状況（同等
に評価されている義務）" (Fortun 2001, 13).

• 自主避難者が直面していたダブル・バインド：放射能汚染から
子供を守ろうとする一方、夫や家族の近くにいたい

• 結果：妥協



Decontamination Work
in Progress

We are sorry for the inconvenience
We are transporting removed soil, etc.
Until March 30, 2015







Grey Zones グレーゾーン

“居住不可能な避難区域の外にある、
複雑で不確定な地理的スペクトラムに位置する、
通常以上の放射線量が懸念される広大な地域"

(Yamakawa and Yamamoto 2017, 2)



グレーゾーン

概念説明

地理的ゾーン化 地理、自治体に基づく

しきい値化 数字に基づく

毎日生活にリスクを入
れる
（リスクの外部化・個
人私物化）

自分がリスクを取ると
決めたわけではないに
もかかわらず、自分の
リスクレベルを管理す
る責任がある



Grey Zones グレーゾーン

概念説明 作成されるグレーゾー
ン

地理的ゾーン化 地理、自治体に基づく 正式の避難区域の外に
あっても、放射性物質
が確実的に降下した地
域

しきい値化 数字に基づく 年間１〜２０、

１〜１００ミリシーベ
ルト

毎日生活にリスクを入
れる
（リスクの外部化・個
人私物化）

自分がリスクを取ると
決めたわけではないに
もかかわらず、自分の
リスクレベルを管理す
る責任がある

あなたの全ての人間関
係と一歩、一歩の息



Grey Zones グレーゾーン

概念説明 作成されるグレーゾー
ン

出てくる分断

地理的ゾーン化 地理、自治体に基づく 正式の避難区域の外に
あっても、放射性物質
が確実的に降下した地
域

汚染は村の境界線にとどま
らず、隣人や町との間に分
断をもたらす

しきい値化 数字に基づく 年間１〜２０、

１〜１００ミリシーベ
ルト

適切な測定方法と測定対象が
争われ、閾値とその決定方法
が問われる

毎日生活にリスクを入
れる
（リスクの外部化・個
人私物化）

自分がリスクを取ると
決めたわけではないに
もかかわらず、自分の
リスクレベルを管理す
る責任がある

あなたの全ての人間関
係と一歩、一歩の息

すべてのアイテム、すべての
スペース、すべてのステップ、
すべての呼吸がリスク計算の
対象となり、個人間の不一致
やグループ間の不一致が分裂
につながる



付着する
拡散する

埃のように

吸い込まれる

放射性物質：移動する汚染



Google Images Search for “Akai tsubu tsubu houshanō” [red dots radiation].

埃のように



埃のようなもの

• 砂ぼこりの中で遊ぶ子どもたち
• "空気が汚れている"
• ばい菌やホコリのようにベタベタと汚れる
• 手洗いが大切



ミクロ政治



ミクロ政治

• “地方の小さなコミュニティで、家族の中で、友人の間で ”発言
すること(Slater, Morioka, and Danzuka 2014, 446)

• 黙って行うことも可能
• 食べ物
• 放射線防護と集団を通しての社会化の両方を大切にしていた
• 母親たちを社会的批判にさらした



山月さん

• 浪江町生まれ育ち

• 事故当時、福島市に在住

• 当初は浪江の家族が持ってくるかもし
れない放射能を気にしていた

• 義母と不仲に
• 山形に自主避難



家族への義務

• 家
• 家族

• 地域社会・国への貢献



花咲さん

• 衝突する「良妻」と「賢母」

• 2011年3月埼玉の実家へ避難
• 2011年春～夏福島へ戻る
• 2011年夏山形へ避難



マイクロ・
リターンズ

• 「最終」帰還に至らない福島
を訪れること

• 放射性物質や放射線の影響が
あっての不調和

• 「何も問題ない」と思ってい
たわけではない





マイクロ・
リターンズ
普通の「訪ね」ではない

• 子供や孫に会えるための家族
訪問

• 毎日の通勤
• お盆やお正月
• 子供が父親に会うため
• すべて放射性物質による影響



結論

• 妥協
• アンビバレンス
• 時間の経過に伴う見解や行動の変化
• 最終的な帰還への期待
• 放射線は相対的な問題となる
• たとえ帰還したとしても、それは継続的な懸念にもかかわらず
である

• ゆっくりと忍びうる暴力
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