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研究成果の概要（和文）：福島第一原発事故以降、福島県から首都圏、茨城県等に避難した人々（いわゆる「自主避難
者」を中心に）について調査を行い、避難経路や避難先の人々とのつながりを調査するとともに、先行事例との比較検
討も行った。避難者がどのように元の場所、あるいは新しい場所とのつながりを回復するか、をプロジェクトを通じて
のテーマとした。重要なことは、放射線をめぐるリスクを巡って人々が分断される中、どのように「生きる条件」を共
有できるのかという問いで、それは、二重の住民登録といった具体的な課題と、自治、市民社会によるリスクの共有と
いった問題群を含む。報告書をもとに、今後もこの課題にそれぞれの分野で取り組んでいく。

研究成果の概要（英文）：This project focuses on internal displaced persons(IDPs) from Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Station Accident. This project tries to find out how they evacuated from Fukushima, and how 
they have come to associate with the people at the resident areas.
This research finding is that the differences in radiation risk consciousness divides IDPs from the 
people who remained in Fukushima, from some of the current neighbors, and the IDPs themselves. Thus, what 
is important is, how IDPs negotiate the conditions of safe and peaceful living with the people around 
IDPs.
The members of the research project will work on further studies including such issues as double 
residence registration, communities without localities, issues of autonomy and risk communication.

研究分野： 地域研究　文化人類学

キーワード： 避難　移動　文化人類学　社会学　災害　東日本大震災

  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 本研究は、東日本大震災を受けて東京で開
設された避難所での調査をきっかけに、その
調査に参加したメンバーを中心に発足した。
東日本大震災後、福島第一原発事故に伴う危
険を自身で判断して避難してきた人々(当時
は「自主避難者」と呼ばれていた)が多くい
るが、メンバーが当初調査の対象にしたのも
そのようないわゆる自主避難者と呼ばれる
人々である。 
  
２．研究の目的 
 ある個人が避難という決断をし、その行
為を続けるということを、さまざまな角 度
から研究することを構想した。具体的な目的
としては、第一に、避難者の避難経路や親族
との連携や行政サポート、避難生活の実態、
帰還先との関係などを調査すること、第二に、
避難者同士、故郷の親族友人、避難先の支援
者、一般住民などとともに、避難者がどのよ
うなつながりを作るのか。またそのようなつ
ながりがどのように、住民あるいは市民とし
ての「権利」をもちうるのかを明らかにする
ことである。 
 
３．研究の方法 
 文化人類学、社会学専門の研究者に加え、
NGO 論、疫学研究者、震災以来放射線量の測
定と公表活動に携わってきた研究者にメン
バーとして加わってもらったので、研究方法
はそれぞれの専門の調査を基礎にした。また、
今回の避難の現場ではなく、以前の移動、避
難の事象についての調査を事例として、今回
の避難の事例との比較を試みた研究もあっ
た。 
 
４．研究成果 
 事故後に移動せざるを得なかった人々が、
どのように元の場所、あるいは新しい場所と
のつながりを回復するか、をプロジェクトを
通じてのテーマとした。 
 成果物として、中間発表的ではあるが、報
告書を機関リポジトリに掲載した。執筆者と
目次は以下のとおりである。 
 
高 木 竜 輔「原発事故に伴う長期避難と避難
者受け入れをめぐる課題」 
原口弥生「広域避難の現状と長期的な支援体
制の模索」 
辰巳頼子「ひきつづく課題 、「支援」の困難 
と可能性−福島第一原発事故から東京への母
子避難者の三年間」 
鈴木直喜「東日本大震災の NGO 支援活動選
択―地震・津波被災者か原発事故ディアスポ
ラか」 
福武慎太郎「支 援 の 現 場 を 内 側 か 
ら 見 る —福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 
事 故 の 避 難 者 支 援 を 事例に」 
布施雅彦「いわき市における幼い子供がいる
市民の為の放射線測定の取り組み」 

豊川智之「公衆衛生学的リスクコミュニケー
ションアプローチによる移動選択の支援の
可能性と限界」 
浜本篤史「非自発的な移動現象としての避難
行動―中国北京の SARS 感染拡大時におけ
る日本人留学生のケースから 
斉藤一正「コソボ出身国内避難民問題の恒久
的解決と財産権の回復」 
  
 今後も、調査は引き続き行っていくのだが、
この報告書の出版時点で言えることは、避難
が長期化する中、重要なことは、放射線をめ
ぐるリスクを巡って人々が分断される中、ど
のように「生きる条件」を共有していくこと
ができるかを問うことである、という点に尽
きる。それは、二重の住民登録といった具体
的な課題から、いかにして信頼を基盤とした
社会を作り直すのかという、自治、市民社会
によるリスクの共有といったやや広い問題
群を含んでいる。震災と原発事故から５年を
経て、現在に至るまで、避難の問題は状況を
変えながらも引き続いている。今後は、メン
バーがそれぞれこのような問題群について
取り組むとともに、大規模広域避難の長期化
という、東日本大震災の特徴とそこからのレ
ッスンを生かすために、この報告書を、大学
生やボランティアを志すような一般の読者
のためのガイドブックとして用いることが
できるような工夫をしていけるように、今後
の展開を模索する。 
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