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要約 

 

本論文においては、復旧・復興期に活用される災害復興情報に関して、被災地住民とマス

メディアの二項対立図式として表現される問題について、台湾と日本の事例を通じて分析・

考察し、同時に問題の改善に向けた提案を行った。その中で、従来必ずしも重視されてこな

かった、災害復興情報に関する住民の能動性に着目し、マスメディアを含む「復興の正四面

体モデル」と呼ぶフレームを用いて、地域住民を主体として、さまざまな関係当事者と住民

とがどのようなインタラクションのもとで災害復興情報に関与すべきなのかについて探っ

た。 

まず、第 1 章で、上記の二項対立の構図を打開する方策について探るため、これまでの災

害復興情報研究の変遷を踏まえ、送り手と受け手の関係性について整理した。その上で、行

政、マスメディア、外部支援者など関係当事者（ステイクホルダー）が、被災地住民を底辺

から強力に支援する枠組み（岡田・宇井（1997）の「減災の正四面体モデル」）を提示した。 

第 2 章では、台湾の「明星災区」（報道により注目されてスターのようになった被災地と

の意味）と呼ばれる社会現象に着目し、「減災の正四面体モデル」を用いて上記の社会的課

題を解消するための新たなアプローチを探索した。具体的に、2009 年のモラコット台風で

被災した小林村および近隣集落の事例、および、1999 年集集大地震で被災し、その後も頻

繁な土砂災害によって被災した古坑郷華山村の事例を対象にして、現地での聞き取り調査

をおこなった。その結果、いずれのケースにおいても、被災した住民自らが能動的にマスメ

ディアに働きかけ外部からの支援を呼び寄せるなどして、「明星災区」（および、その陰で注

目されなくなった被災地）に関連する諸課題を解決したことが見出された。以上から、メデ

ィアで報道されることを前提にして、さまざまな関係当事者が相互にインタラクションし

ながら共に事態の改善を目指すことが、被災した住民にとって、より望ましいアプローチに

なりうることがわかった。 

第 3 章では、台湾の「明星災区」の事例から得られた知見を、東日本大震災の復興過程の

分析と改善に応用するため、風評被害に悩まされてきた被災地茨城県大洗町で、長期間にわ

たるフィールド調査を行った。考察にあたっては、複数の事実（現実に対する解釈）が並立

する事態を指す社会学の概念である「羅生門問題」を鍵概念とした。その結果、放射能汚染

の「あり／なし」という表層的な「羅生門問題」が、「放射能汚染の視点から見た大洗町／

それ以外の視点から見た大洗町」という、長期的にはより重要で根源的な「羅生門問題」を

覆い隠している事実が明らかとなった。この構造を克服し、風評被害を乗り越えるためには、

放射能汚染をめぐる「あり／なし」に焦点を当てた「危機対応」型のアプローチだけではな

く、アニメ『ガールズ＆パンツァー』による町の活性化事業、若手漁師による新しい漁業モ

デルの創造の試みなど、放射能汚染の問題とは関係性の薄い契機にも光を当てる「契機創造」

型のアプローチがむしろ有効性が高いことが示唆された。 

第 4 章では、以上を踏まえ、大洗町において被災者主体の災害復興情報の構築を志向した

新しいアプローチを提案した。具体的には、防災教材（ゲーム）「クロスロード」の枠組を
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活用して、大洗町の住民が実際の震災体験に基づいた「クロスロード：大洗編」を作成する

アプローチである。これは、以下の 3 つの機能を果たし、風評被害の克服と地域主体の復興

を促したと考察された。第 1 に、住民自身が防災教材を作成することを通して自らが直面す

る課題を具体化し（可視化・言語化）、第 2 に、地域住民が相互にゲームをプレーし議論す

ることで、復興過程に関わるさまざまな関係当事者に「対話」の機会を提供し（共同化・対

話化）、第 3 に、以上 2 つのステップを踏まえて、地域住民自身が直面する課題を、研究者

やマスメディア由来の外来の枠組に依拠した思考や判断に頼ることなく、主体的に再考し

決断するための一助となった（主体化・再内在化）。この 3 つのプロセスを通じて、従来、

災害復興情報の受け手としての役割のみを付与されがちであった地域住民が、自ら情報を

作り出す役割、すなわち、情報の送り手としての役割をも担うことによって、二項対立図式

の克服が図られているということでもある。 

最後に、第 5 章では、第 2 章、第 3 章、第 4 章による研究結果を総括した。それに加えて

台湾と日本の震災復興における共通点を引出し、住民を主体とする新たなアプローチの可

能性および今後の展望を示す。 
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第 1 章 序論                                  

 

1.1 本研究の目的 

 

巨大災害からの復興過程において、被災地の住民が求めている情報とマスメディアが提

供している情報とは、必ずしも一致しているとは言えない。たとえば、災害の緊急期におい

て、特定の被災地にだけ報道が集中し、より多くの報道を求める別の被災地については、住

民が報道を望んでいるのにそうならないために、支援に格差が生じる場合がある。また、復

興期において、地域住民は順調な復興ぶりに関する報道を期待しているのに、マスメディア

は被災の影響の長期化に焦点をあてて報道しているケースもある。 

こうした不一致が生じる背景として、災害復興過程に関する情報について、情報の送り手

と受け手とを明確に峻別できるとの理解（送り手と受け手の二項対立図式）がある。従来、

この図式のもと、情報の送り手（マスメディア、行政、専門家など）の側にのみ能動性を付

与し、他方で、情報の受け手（被災者をはじめとする地域住民など）の側には、受動性しか

認めないとの構図が、災害報道に関する実践と考察のベースに据えられてきた。そして、こ

の構図が、情報待ちや、過剰報道（過少報道）、風評被害といった災害報道をめぐる社会的

課題の土壌ともなってきた。しかし、災害復興に関する情報の考察とその改善のためには、

マスメディアや行政、専門家だけではなく、被災者も関係当事者の重要な一員として加えた

総合的な構図のもとで、被災者に、情報の受け手としての役割（受動性）のみならず、送り

手としての役割（能動性）を付与する必要がある。 

本研究は、以上の問題意識を踏まえ、災害の復旧期・復興期に関わるテーマを中心に、日

本と台湾の事例研究を通じて、災害情報に関わる関係当事者間のコミュニケーションにつ

いて、特に被災地住民の情報に対する主体的な関わりに注目して分析・考察し、同時に課題

の改善に向けた提案をなすものである。 

 本論文においては、上記の問題点の改善策を探るために、下記の 3 点を中心に検討する。 

 第 1 に、被災地住民とマスメディアの報道について、どのような課題があり、どのように

克服しようとしてきたのか。この点について、台湾の「明星災区」（報道により注目されて

「スター」のようになった被災地の意味）という社会現象に着眼し、上述した閉塞状況（送

り手と受け手の二項対立図式）を打開するための新たなアプローチを探索する。 

 第 2 に、東日本大震災の原発事故に伴う放射能汚染により、従来よりもさらに複雑化して

いる復興プロセスに焦点をあてる。特に、放射能汚染に伴う風評被害をめぐるマスメディア

報道、および、それに対する被災地住民の反応に注目する。具体的には、風評被害とは何か、

また、被災地の住民は風評被害どのように見なしてきたのか、どのようにそれを克服してき

たのか。以上について、風評被害に苦しんでいる被災地茨城県大洗町を事例に、上記の点に

ついて検討する。 
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 第 3 に、災害情報の作成・発信について、地域住民が、従来のようにマスメディアあるい

は専門家など外部からの発信に頼るだけでなく、自分たちが主体となった情報の作成・発信

する可能性について探る。具体的には、防災教材（ゲーム）「クロスロード」の枠組を活用

した取り組みを上記の大洗町で実践し、その効果および意義について考察する。 

 以下、上記の二項対立の構図を打開する方策について探るため、災害復興の分野における

復興情報および被災地主体の復興過程に関して従来なされたき研究について整理する（1.2

節）。その上で、行政、マスメディア、外部支援者など関係当事者（ステイクホルダー）が、

被災地住民を底辺から支援する体制を表現する枠組みとして提起された「減災の正四面体

モデル」（岡田・宇井，1997）を、本研究のベースとなるとフレームワークとして提示する

（1.3 節）。序論の最後に、本論文の全体的な構成を述べる（1.4 節）。 

 

1.2 災害復興と災害復興情報 

 

本節においては、災害復興において何が必要とされるのかについて、まず、地域復興に関

する先行研究を通して明らかにする。次に、復興期における災害情報について、従来の研究

の定義とその問題を紹介していく。 

まず、災害復興とは何か。その定義について検討しておこう。渥美（2011，p.180）は、永

松（2008）のレビューに基づき、復興を下記のように定義している「復興とは、ハードを中

心とした復旧概念へのアンチテーゼとして、人間を主体とし、人びとの価値や欲求を変容し

ていく過程であり、自然との結びつきを重視した現象だというわけである」。1995 年の阪神・

淡路大震災から、2004 年の中越地震、2011 年東日本大震災に至る過程で、災害復興におい

ては、ハードウェアを中心とした物理的な復興を防災の専門家や行政主体で推進するだけ

でなく、精神的な回復を、しかも住民主体で図らねばならないとする論調が強まっている

（稲垣ほか，2014；室﨑，2011a；山下，2013）。 

日本と同様、近年災害が頻発している台湾の場合も、1999 年の集集大地震、2009 年のモ

ラコット台風という 2 つの甚大な被害をもたらした災害により、行政、専門家が緊急期およ

び復興期において、専門家や行政が、住民の主体性を重視せずに各種政策と立案・実行した

ために、数多くの問題が発生したと指摘されてきた（簡，2005；孔，2014；李，2014）。す

なわち、政府や、専門家、ボランティアなど外部からの支援はたしかに必要とされるものの、

地域社会側の視点からみる復興を考えることが必要だと指摘されてきた。 

 同じような論点は、米国における災害復興の実践・研究でも提起されている。特に、1989

年サンフランシスコの地震において「物語復興」は、その好例である。災害復興の場面では、

通常、行政から、様々な設計図や理念図を含んだ復興計画が示される。「しかし、誰がその

計画を立てたのか、復興した街で生活する人びとの視点は入っているのかといった根本的

な事柄は、多くの場合、不問に付され計画が粛々と実行される」（渥美，2011b,p.202）。これ

に対して、この地震で被害を受けたサンタクルーズという地域の復興では、まちの住民が集
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まって、市当局と話し合いを重ね、復興計画「ヴィジョン・サンタクルーズ」を作成した。

たとえば、小さな女の子が「自分の飼っている犬と遊べる公園が欲しい」、大学生が「恋人

とゆったり過ごせる喫茶店が欲しい」、お年寄りなら「家の前に花壇を作って欲しい」と市

民が集まって、それぞれ希望を述べた。すなわち、市民が復興への思いを語り合い、それを

もとに復興のビジョンを、そこで生活する市民自らが一つの「物語」としてまとめあげるこ

とを通してまちが復興されたわけである。 

日本でも、中越地震の集落再生の時に、このような住民主体の物語復興の手法が多くみら

れてきた（室崎，2011b）。以上から、災害復興において、被災地住民を主体にするアプロー

チが必要不可欠であるとわかった。では、災害復興情報の分野において、被災地住民はどの

ような立ち位置であったのだろうか、そして、どのような課題が存在しているのか、その解

決策はあるのか。以下において判明していく。 

では、次に、復興期における災害情報について整理し、災害復興情報とは何かを定義して

おこう。廣井（1988，p.104）によれば、災害情報とは、広い意味での災害に関するすべての

情報のことである。細かく分類すると、①平常時の災害啓発情報、②災害発生直前の災害予

報・災害警報、③災害発生直後の災害関連情報、④復旧・復興過程の災害関連情報があげら

れる。また、これらの災害情報を災害報道として社会に伝達する役割を担っているのは、通

常マスメディアである（Scanlon，2007）。次に、これまでの災害情報と災害報道に関する研

究が、主として緊急期を中心としたもの（上記の②と③）であったことを指摘しておかねば

ならない（福田，2012；廣井，1996）。復興期、特に長期的な復興過程における災害報道（上

記の④）に関する検証は、これまで十分であったとは言えない（山中，2011）。そこで、本

研究は復興期における災害情報、つまり災害復興情報を中心に検討していく。さらに、被災

地住民の視点から見たとき、災害復興情報にどのような課題が生じていたのか、そしてそれ

らの課題はどのように克服できるのかに注目する。 

次に、まず災害復興情報に関するマスメディアの報道に見られる課題を整理する。廣井

（1996）、山中（2005）、福田（2012）によれば、課題は、①センセーショナリズム、②映像

優先主義、③集団的過熱報道（メディア・スクラム）、④横並び、⑤クローズアップ効果、

⑥一過性、⑦報道格差、⑧中央中心主義、などの用語で整理されてきた。また、以上の課題

群を、Anderson（1997）は、「メディアパッケージ」という言葉でまとめている。さらに、

社会心理学においては、災害報道の負の効果として、パニック、流言、「過集中」（convergence）

という報道、支援、通信など、3 つのタイプの過集中の問題が発生すると指摘されている

（Fritz and Mathewson , 1957；関谷，2008）。また、復旧・復興期において、災害報道が観光

客を遠ざけ、風評被害を引き起こすこともしばしば生じる（中村，2008）。そして、このよ

うな課題は、背面で、報道や支援の「空白地帯」を生む。たとえば、東日本大震災を事例に、

水島（2011）は、「報道されて『被害が有名になった』地域に人々の目が集まる。無名の被

災地、圧倒的な被害とは言えない場所には報道人は来ない。ボランティアもだ。そんな『空

白地帯』があちこちに存在する」（p.60）と懸念を表明している。 
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上記の課題群の背景には、送り手と受け手との間の二項対立の図式が共通して存在して

いる。そのような図式の下で、Perez-Lugo (2004)が、送り手はオフィシャルの情報を伝達し、

受け手は受動的に情報を受け取って、行動するしかないという制限があると指摘した。この

ような対立は双方のコミュニケーションの障害となり、復興の場面においては解決するべ

き課題となっている。 

以上を総括する形でして、矢守（2013）は、防災をめぐる＜新しい関係性＞の必要性を提

案している。矢守がリスクを用いて、＜近代的な関係性＞という概念を提示した。それは、

第 1 に、「人間・社会に存在を及ぼす存在（ハザード）を「危険」から「リスク」へと転換

しようとするムーブメントが存在する。ここには、ハザードを甘受するのではなく、それに

対する予測・制御・軽減などといった能動的な対応をとるという選択が働いている」。さら

に、第 2 に、「能動的な対応の実質を、専門家や行政職員に「外化」するという選択も働い

ている」。しかし、そこには、上記のリスク社会論で言及したように、「＜近代的な関係性＞

は、普遍的絶対的な正当性や妥当性をもつわけでも常に望ましいわけでもない」（p.74）。 

こうした現状を踏まえ、矢守が従来のタイプとは異なる＜新しい関係性＞を提案した。そ

れは、一言でいえば、この社会に暮らす一人一人が、防災・減災をめぐる活動を専門家や行

政に「お任せ」にするのではなく、あらためて、自分自身で「リスク」を引き受ける動きを

重視する姿勢である。災害情報に関する領域でより具体的に表現するならば、「多くの人々

が災害情報を共に作り、共に伝え、共に使うという＜関係性＞の下に再編する試み」（p.75）

ということになろう。 

その実践的な研究は、矢守（2013）が三つの方向性を提示している。第 1 に、防災ゲーム

「クロスロード」など、各種の参加的・共同的活動を中核に据えた防災実践の試み（矢守・

吉川・網代，2005）、第 2 に、チリ遠地津波や東日本大震災の際の津波災害報道を素材とし

ながら、「リアリティ・ステークホルダー」をキーワードに、災害報道における＜近代的な

関係性＞の克服方法を提案する研究（近藤・矢守・奥村，2011；近藤・矢守・奥村・李，2012）、

第 3 に、災害情報の「ジョイン＆シェア」をキーワードに、緊急期あるいは事前期の災害情

報の共同生成を通して＜新しい関係性＞を直接的に構築しようとする試み。たとえば、ウェ

ザーニュースが展開している「雨プロジェクト」のような参画型の気象観測と災害情報共有

のための取り組み（矢守，2011）である。このようにして、上記の研究は、情報の送り手と

受け手の二項対立図式の克服を志向する本研究の立場と共通する姿勢でもある。しかし、被

災地の住民の視点から災害復興情報のあり方について検討した研究は、まだ希少である。そ

こで、本研究では、復興期にだけ注目したものではないが、行政、マスメディア、外部支援

者など関係当事者（ステイクホルダー）が、被災地住民を底辺から支援する体制を表現する

枠組みとして提起された「減災の正四面体モデル」（岡田・宇井，1997）に依拠して、台湾

と日本の災害復興現場における災害復興情報をめぐる課題を整理し、被災地住民主体のコ

ミュニケーションの実現に向けた検討を進めることにする。 

1.3 減災の正四面体モデル 
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本節において、本研究で援用する「減災の正四面体モデル」とは何かについて紹介し、ま

た、このモデルを通じて、災害復興過程におけるさまざまな関係当事者のコミュニケーショ

ンを促進することができるような構図を描いていく。 

「減災の正四面体モデル」について、岡田（2008）は、この理論が導き出されたきっかけ

として、1988 年の十勝岳における噴火予知対応があったと述べている。その背景は、1974

年の噴火予知計画発足後の桜島や有珠山、さらに 1980 年米国セントへレンズ山の噴火など

によって予知研究の研究成果は得られていたが、一方で、1985 年に南米のコロンビアで起

こったネバド・デル・ルイス山の噴火では、作成されていたハザードマップで想定したシナ

リオと全く同じことが起こりながら、被害を防ぐことができなかった。このネバド・デル・

ルイス山の悲劇の背景としては、「やることは全部やった。あとのことは行政と住民の責任

だ」というそれまでの研究者の常識があった。しかし、この噴火災害は、研究者の力だけで

はどうにもならないことがあるということを気づかせる発端となった。 

日本では駒ケ岳と十勝岳を除いていまだにハザードマップが整えられていなかった。そ

のため、「今まで蓄積されてきた科学的知識や成果を社会でどう活用すべきか」(岡田，

2008,p.165)が重要な課題となり、1997 年に「減災の正四面体モデル」が提出された。このモ

デルは、2000 年の有珠山噴火で注目されることになる。 

図-1-1 にように、「減災の正四面体モデル」は、住民、マスメディア、行政、科学者の 4 者

によって構成される。この 4 者の関係を、岡田らは、「災害当事者である住民」、それを支え

る「自然の理解者であるはずの科学者」、「防災施策の行動力を持つ行政」、そして「啓発と

情報を受け持つマスメディア」とし、「部分的な機能だけでなく、全体の機能を常に考えて

おくことが減災達成の基礎である」（岡田・宇井，1997,p.113）と指摘している。岡田・宇井

（1997）は、「科学者は自分が理解し論文に仕上げると、次の仕事に没頭し、ともすれば象

牙の塔にこもりがちである」（同上：pp.112-113）と指摘している。「行政は、資金と組織と

行動力をもっているが、ともすれば目先の経済活動に追われ、観測強化も防災施策も後回し

にしがちとなる」（同上：p.113）、また、「マスメディアは、独自の論理で科学者・行政・住

民の間の意見の違いを強調し過ぎ混乱を生むこともある」（同上：p.113）、しかし、上記の 3

者は「災害の主人公となりうる住民の自覚と行動を底辺から強力に支援する必要がある」

（同上：p.113）のだと述べた。つまり、住民こそが「災害当事者」となっている。 

また、このモデルの妥当性を示しているのは、2000 年の有珠山噴火の際の住民避難行動

である（近藤，2013）。近藤によれば、「このような“有珠山の成功”を導き出した該当モデ

ルを、マスコミュニケーション・モデルの系譜に照らしてみた場合、メディアを、減災社会

を目指すアクターのひとつとして明確に位置づけた点において、従来の“二項対立”の図式

をひとつ乗り越えたものとして評価することができよう」（p.28）。このように、「減災の正

四面体モデル」は、現実の防災・減災のとりくみに関与する主たる関係当事者（住民、行政、

マスメディア、科学者）間の関係性をコンパクトに整理する枠組みを提供している。 
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しかし、近藤（2013）は東日本大震災と 2010 年チリ地震津波の課題を、「減災の正四面体

モデル」にあてはめて考察し、その限界を示した。それは、「もっとよりよい連携を」と「も

っとよりよい情報を」という改善策のみが導き出されることによって、「情報の精度をあげ

たり、情報伝達ツールを拡充したりする従来のアプローチと比べて、本質的に何らかわりが

ないという点において、限界があると言わざるをえない」（近藤，2013,p.29）。 

そこで、近藤が提起した限界について、本研究は違う側面から見ていきたい。具体的には、

本研究はこのモデルを通じて、マスメディアの一方的に災害情報を伝達する機能を検証す

るのではなく、取材側と取材される側の間のコミュニケーションを前提とし、＜新しい関係

性＞のように、共に災害情報を構築することの可能性を提示していきたい。 

しかし、本論に入る前に、火山の減災と災害復興におけるそれぞれの場面で登場する関係

当事者について、異なっていることを明確しておこう。もちろん、住民、行政、マスメディ

ア、科学者の 4 者は共通しているが、災害復興の場面では、災害を観測する科学者もいれ

ば、研究者、ボランティア、NGO、NPO など直接被災者を支援する人々もいる。また、被

災地以外の社会が、被災地に遠方から支援金、支援物資を届けることができ、また、消費、

観光などの行動を通じて、被災地の復興とは関与することができる。上記の立場の人々が、

復興過程における「減災の正四面体モデル」の中ではどう位置づけるのか、検討する余地が

あるのではないか。 

そこで、本研究は災害復興で登場される関係当事者に合わせ、「減災の正四面体モデル」

を「復興の正四面体モデル」（図-1-2）として修正することにした。その中で、「減災の正四

面体モデル」の中の科学者のカテゴリーを、研究者、ボランティア、NPO、NGO など被災

地を支援する人々のことを総括し、「外部支援者」として新たに名づける。次に、「減災の正

四面体モデル」では考慮されていない被災地以外の社会大衆においては、モデルの外側にサ

ークルを描き加え、「正四面体モデル」とサークルの間に「被災地を取りまく社会」という

カテゴリーを位置づける。 
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1.4 論文の構成 

 

 本論文は、災害復興情報における送り手―受け手という二項対立の課題を打開し、マスメ

ディアが住民を主体にし、共に災害情報を共有し、発信していくという新たなアプローチの

可能性について論じる。 

第 2 章では、災害の発生直後および復旧・復興期において、被災地間で報道の量や質に偏

りが生じることによって、支援に格差が生じてしまう場合がある。このような問題に対して、

これまでは、情報の「受け手」と「送り手」を峻別して、それぞれの側において独立に課題

解決を図ろうとするアプローチがとられてきたが、それでは問題点を十分に明確に位置づ

けることができなかったため、台湾の「明星災区」（報道により注目されてスターのように

なった被災地の意味）という社会現象に着目して、上述した閉塞状況を打開するための新た

なアプローチを探索することにした。具体的には、本章は「減災の正四面体モデル」を基づ

き、修正された「復興の正四面体モデル」を用いて下記の 2 つの事例を考察した。2009 年のモ

ラコット台風で被災した小林村および近隣集落の事例、1999 年集集大地震で被災し、その

後も頻繁に土砂災害で被災した古坑郷華山村の事例を対象にして、現地での聞き取り調査

をおこなった。その結果、いずれのケースにおいても、被災した住民自らが能動的にマスメ

ディアに働きかけることで、外部からの支援を呼び寄せるなど「明星災区」の諸課題を解決

したケースが見出された。ここからは、メディアで報道されることを前提にして、様々な関

係当事者が相互にインタラクションしながら共に事態の改善を目指すことが、被災した住

民にとって、より理想的なアプローチになりうることがわかった。台湾の事例から、ポスト

3．11 の災害情報の充実化に向けて、マスメディアなどの事態の外在者を関係当事者の一員

として位置づけ直すことの必要性を検討した。 

第 3 章では、上記の台湾の事例から得られたヒントとして、東日本大震災の被災地におい

て実践の可能性を探る。その背景として、福島原発事故の影響は大きく、災害からの復興を

より複雑かつ困難にしている。特に、放射能汚染の有無や程度について専門家の間でも判断

が分かれる中、何が「事実」で何が「虚偽」なのか、その境界が曖昧となり、そのため、風

評被害の様相もこれまでよりも複雑化している。本章では、まず、東日本大震災における風

評被害の実態について概観し、次に、風評被害に悩まされてきた地域の一つである茨城県大

洗町において、風評被害に対する受けとめ方や、打開のための取り組みを中心に、現地の住

民、マスメディア関係者に対するインタビュー調査を含む綿密なフィールド調査を実施し

た。以上の復興過程を同じの事象に対し、相矛盾の証言が現れることを指す「羅生門問題」

というフレームを考察した。その結果、放射能汚染の「あり／なし」をめぐって顕在化して

いる、しかしより小さな「羅生門問題」が、「放射能汚染の視点から見た大洗町／それ以外

の視点から見た大洗町」という、より重要で大きな「羅生門問題」を覆い隠している事実が

明らかとなった。この構造を克服し、風評被害を乗り越えるためには、放射能汚染をめぐる

「安全／危険」に焦点を当てた「危機対応」型のアプローチだけではなく、人気アニメーシ
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ョンと連携した町の活性化事業や若手漁師による新しい漁業モデルの創造の試みなど、放

射能汚染の問題とは関係性の薄い契機に光を当てる「契機創造」型のアプローチがむしろ有

効性が高いことが示唆された。 

第 4 章では、以上の「危機対応」と「契機創造」といった取り組みを踏まえ、新しいアプ

ローチを提案、実践していく。それは、防災ゲーム「クロスロード」というアプローチを用

いて、研究者と東日本大震災の被災地茨城県大洗町の一部の住民と共同的にそれぞれの震

災体験に基づいた「クロスロード：大洗編」を作成し、また共有する。住民主体の災害情報

構築のあり方を示す。次に、べてるの家の「当事者研究」の論点を用い、「クロスロード：

大洗編」の意義を探った。その結果、住民自身が「クロスロード」の設問を作成することは、

自ら問題を具体化し、客観的に見ることができる。次に、ワークショップやカードの作成な

どのプロセスを通じて、経験の伝承、議題を共有することができる。住民を主体にし、さま

ざまな関係当事者との「対話」を増やしていくことで、新たな共同体として問題に向き合い、

そして解消への可能性が広げられるのではないかと考えられる。 

第 5 章の終章では、第 2 章、第 3 章、第 4 章による研究結果を総括した。それに加えて台

湾と日本の震災復興における共通点を引出し、住民を主体とする新たなアプローチの可能

性および今後の展望を示す。 
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第 2 章 「明星災区」の意義と課題―マスメディアと住民のコミュニケーショ

ンを中心に 

 

要約：災害の発生直後および復旧・復興期において、被災地間で報道の量や質に偏りが生じ

ることによって、支援に格差が生じてしまう場合がある。このような問題に対して、これま

では、情報の「受け手」と「送り手」を峻別して、それぞれの側において独立に課題解決を

図ろうとするアプローチがとられてきたが、問題点を十分に明確に位置づけることができ

なかった。そこで本研究では、岡田・宇井の「減災の正四面体モデル」を用いて、復興時期

を想定して、「復興の正四面体モデル」の視点から、台湾の「明星災区」（報道により注目さ

れてスターのようになった被災地の意味）という社会現象に着目し、上述した閉塞状況を打

開するための新たなアプローチを探索することにした。具体的には、（1）2009 年のモラコ

ット台風で被災した小林村および近隣集落の事例、（2）1999 年集集大地震で被災し、その

後も頻繁に土砂災害で被災した古坑郷華山村の事例を対象にして、現地での聞き取り調査

を行った。その結果、いずれのケースにおいても、被災した住民自らが能動的にマスメディ

アに働きかけることで、外部からの支援を呼び寄せるなど「明星災区」の諸課題を解決した

ケースが見出された。ここからは、メディアで報道されることを前提にして、様々な関係当

事者が相互にインタラクションしながら共に事態の改善を目指すことが、被災した住民に

とって、より理想的なアプローチになりうることがわかった。台湾の事例から、ポスト 3．

11 の災害報道の充実化に向けて、マスメディアなどの事態の外在者を関係当事者の一員と

して位置づけ直すことの必要性を検討した。 

 

2.1 はじめに 

 

第 1 章の序論で言及したように、災害の発生直後および復旧・復興期において、被災地間

で報道の量や質に偏りが生じることによって、支援に格差が生じてしまう場合があること

は、従来から問題視されてきた。たとえば、多くのテレビ局が印象的な被害映像を入手でき

た被災地だけ頻繁にとりあげて過剰に報道した結果、当該地域ばかりに支援が集中してし

まうといった現象である。その問題点は、災害報道に関して、一方で、マスメディアの側に

のみ、報道に関する能動性（情報の送り手）を付与し、他方で、被災者をはじめとする住民

の側には、受動性（情報の受け手）しか認めないという構図のもとで事態を理解しようとし

ている点である。同時に、この構図は、災害情報の送り手と受け手とは、通常、相互のイン

タラクションを欠いており、両者は明確に峻別できるものだという理解を伴っている。 

その結果として、報道の過集中による支援の過集中の解決策を講じる際にも、この構図に

立脚したアプローチが提起されることが多かった。すなわち、一方で、マスメディア（送り

手）の側に対しては、取材者の取材能力や報道倫理の向上、人員配置の適正化などが提起さ
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れ、他方で、住民の側（受け手）に対しては、報道内容を適正に理解するためのメディア・

リテラシーの向上などが必要とされてきた。 

しかし、災害情報の送り手と受け手を峻別した上で、それぞれの側において独立に課題解

決を図ろうとするアプローチだけでは、「過集中／空白地帯」といった災害報道の諸課題を

十分に明確に位置づけることができなかった。災害情報の送り手と受け手とを二項対立図

式でとらえることがもたらしている現在の閉塞状況を打開する糸口が、どこかにないだろ

うか。 

本研究が着目するのは、台湾の「明星災区」という現象（概念）である。「明星災区」と

は、1999 年の集集大地震の後に発生した現象を指す用語（概念）で、基本的には、「災害前

にはまったく無名であったにもかかわらず、被災に伴う集中的な報道によって全国的に有

名になった被災地」を意味する。他方、マスメディアが（過剰には）注目しない被災地は、

「非明星災区」と呼ばれる。 

「明星災区」という言葉は、現在まで、学術的には明確に定義づけされてこなかったもの

の、俗語として台湾社会に受け入れられ、多様な意味を孕みつつ派生してきた。しかし、多

くの場合において「明星災区」は、社会における認知度が高いため、「非明星災区」と比べ

て支援を豊富に受けていると見なされている。この現象だけを目にすると、「明星災区」は、

「過集中／空白地帯」など、日本における同種の従来概念と何ら変わらないような印象を受

ける。 

ところが、「明星災区／非明星災区」には、マスメディアだけでなく、被災者を含む住民、

さらには、地元行政や外部支援者（研究者やボランティア）など、様々な関係当事者が、相

互にインタラクションした結果として、それが生み出されるという重要なニュアンスがあ

る。 

たとえば、台湾では―東日本大震災の被災地でも散見されたが―、被災地（被災者を含む

住民、地元行政など）が、意図的にマスメディアに働きかけ、マスメディアの側もこれに応

答する形で報道の質／量を手直しする結果として、被災地の復興プロセスが進捗するケー

ス、あるいは、複数の被災地間でそうした働きかけが競合し、混乱を招くケースなどが観察

される。このような現象を踏まえて使用される用語（「明星災区／非明星災区」）は、個別の

ケースの評価はおくとしても、片方に、情報の送り手としてのマスメディアがあり、もう片

方に、報道や支援をただ待つだけの受動的な住民がいて、双方がインタラクションを欠いて

対峙しているという二項対立図式にとらわれた思考や実践から脱却するためのヒントを与

えてくれていると思われる。 

「明星災区」を鍵概念とするアプローチによって、一方で、従来、災害報道の受け手とし

てのみ定位されがちであった住民、さらには、地元行政や外部支援者の能動性を引き出し、

他方で、従来、被災地で生じる事態の外在者として、それを第三者的に伝える送り手として

の役割だけが期待されていたマスメディアにも、内在者性（当事者性）を適切に付与するこ

とができる。このように、様々な関係当事者間のインタラクションを明示的に取りこんだ



13 

 

「明星災区」の概念には、台湾だけでなく、ポスト 3.11 の日本の災害報道の充実化（特に、

「過集中／空白地帯」の課題解決）に寄与するポテンシャルがあると思われる。 

以下、2.2 節では、「明星災区」の現象（概念）を生む背景となっている台湾の災害報道や

マスメディア事情について概観する(2.2.1 項)。また、「明星災区」の現象に関与する関係当

事者をわかりやすく整理する図式として、岡田・宇井（1997）の「減災の正四面体モデル」

を導入する（2.2.2 項）。次に、2.3 節では、本研究の検討対象と研究方法について説明し、

2.4 節では、2009 年モラコット台風の被災地、台湾高雄県小林村¹⁾を事例に、2.5 節では、

1999 年集集大地震およびその後の土砂災害の被災地である雲林県華山村を事例に、「明星災

区」の詳細について、その功罪に注目しながら検討する。最後に、2.6 節では、台湾生まれ

の概念である「明星災区」が、東日本大震災を念頭に、日本の災害復興過程のベターメント

を考える上でどのような意義を与えうるのか展望する。 

 

2.2「明星災区」の社会的背景と理論的基盤 

 

2.2.1 台湾のメディア事情 

「明星災区」について理解するためには、その概念の誕生と密接に関連する台湾のメディ

ア事情、特に、災害報道をめぐる状況を把握しておく必要がある。台湾では、1987 年に戒

厳令が解除された後、社会の自由化・民主化に伴って、マスメディアをめぐる状況が大きく

変化した。最も重要な変化は、地上波放送のテレビ 5 局とは別に、ケーブルテレビが急速に

普及したことである。具体的には、2010 年時点でケーブルテレビの世帯普及率は 84％にも

上っている²⁾。また、2011 年 5 月時点で、台湾の人口約 2300 万人に対し、チャンネル数は

167 にも上っている。このような中、地上波の 5 局が固定した時間帯においてニュース番組

を放送しているほか、24 時間ニュースだけを放送する専門のケーブルチャンネルが 7 つも

ある。なお、新聞社も、2012 年 3 月時点で、その数は 2,215 社にも上っており、しのぎを削

るなかで多くの新聞社は、経営的に苦しい状況が続いている（曾, 2011）。 この結果、台湾

では、ニュース番組の視聴率獲得競争が非常に激しくおこなわれており、このような「過当

競争」（山田, 2011）の影響によって、台湾のジャーナリズムは、商業主義、センセーショナ

リズムに走る傾向がある。衝撃的な中継映像の多用、報道内容の錯誤、インターネット情報

の過度な引用など、数多くの問題が指摘されている（林，2007）。災害報道も同じ状況にあ

る。たとえば、台湾のメディア研究者である柯（2010）は、台湾の災害報道は、被害の酷さ

や自然の恐ろしさをことさらに強調する傾向があること、また、被害の程度や復興プロセス

の進捗を政治的な対立構造³⁾と結びつけて議論する傾向が強いことなどを指摘している。 

ただし、同じ事態を反対側から眺めれば、台湾メディアに見られるこうした特性を利用す

る形で、被災者や地元行政は、被災地の現状を能動的にメディアに伝えたり、様々な課題を

主体的にアピールして解決を図ろうとしたりしているということを示している。また、メデ

ィアの側も、そうした声に配慮して、応答せざるをえない状況にあることの帰結として、「明
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星災区／非明星災区」が生まれていることを理解しなければならない。 

言い換えれば、台湾では、上に述べたようなマスメディア事情のために、―よきにつけ悪

しきにつけ―住民（被災者）も、地元行政も、マスメディアも、あるいは、外部支援者も、

災害報道を不可欠の媒体（メディア）としながら、災害という出来事（被災、復旧・復興な

ど）を、共に形づくる関係当事者としての性質を―少なくとも日本社会よりも―色濃く有し

ているということである。 

 

2.2.2 減災の正四面体モデル 

本研究では、「明星災区」に関与する多様な関係当事者を適切に整理・分類するフレーム

ワークとして、第 1 章で紹介した岡田・宇井（1997）の「減災の正四面体モデル」（図-1-1）

を利用する。第 1 章では詳しく紹介したが、ここで簡単に述べる。「減災の正四面体モデル」

は、住民、マスメディア、行政、科学者の 4 者によって構成される。しかし、第 1 章で記述

したように、「明星災区」のような復興の場面においては、筆者が変更した「復興の正四面

体モデル」を用いて考察することが適しているのではないだろうか（図-1-2）。 

そこで、本研究では、以後、「復興の正四面体モデル」に基づいて、「明星災区」に関わる

関係当事者の整理、および、その関係性の分析を行うことにする。ただし、最後に、次節以

降、台湾における「明星災区」の具体的事例を紹介・分析する際に依拠する「復興の正四面

体モデル」の構成要素についてあらためて定義しておく。まず「住民」とは、一義的に被災

地の住民を指す。次に「行政」は、被災者の救援・支援を担当する部門を中心として、中央

政府から地方政府まで一括して含める。なお、地方政府には、台湾では、直轄市、県政府か

ら郷・鎮・市公所までが含まれる。「外部支援者」とは、第 1 に、大学等の研究機関に所属

する専門家やそのチームである。台湾でも日本と同じように、いわゆる災害マネジメントサ

イクルに沿った様々な局面で、知識・技術の提供などを専門家が担っている。第 2 に、ボラ

ンティア、NGO、NPO、企業、財団、宗教団体なども該当する。被災地の支援に関与する、

被災地外の個人・組織もすべてこのカテゴリーに含まれるものと考える。最後に、「マスメ

ディア」は、主にテレビ（大手の民間放送局）、新聞、雑誌などを指すものとする。また、

以上の 4 つの関係当事者と直接的に関わっていない「被災地をとりまく社会」は、被災地に

関心を持つ台湾国内と海外の人びとを指す。 

 

2.3 研究対象と方法 

 

本章では、以上の観点に立って、2 つの事例（図-2-1）を通して「明星災区」のありよう

について検討していきたい。第 1 の事例は、2009 年のモラコット台風で甚大な被害を受け、

その後、報道と支援が集中した高雄県甲仙郷小林村の事例である。第 2 の事例は、被災地の

長期的な復興プロセスに関わる事例として、1999 年の集集大地震以降、頻繁に土砂災害の

被害を受けながらも独自の復興プロセスを歩んできた雲林県古坑郷華山村を取り上げる。 
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研究方法としては、現地における関係者へのインタビュー調査を中心に据えた。インタビュ

ーについては、すべて第 1 筆者が担当した。インタビュー対象者、実施日時などの概要は、

表-2-1 に示した通りである。すべてのインタビューとも、通訳を介することなく中国語でお

こない、およそ 30 分から 2 時間ほどの時間を要した。 

ただし、2 つの事例に関するマスメディアの報道内容や報道量（記事件数）も参考にした。

まず、テレビの報道については、台湾のニュース専門のケーブルチャンネルにおいて、視聴

率が常に上位を占めている TVBS-N の報道を対象とした。ニュース原稿（報道ナレーショ

ンを書き起こしたもの）がテキストデータとして蓄積されている「報道記事データベース」

（2002 年 4 月から 2012 年 9 月まで）を利用した。 

次に、新聞については、台湾の「四大新聞」⁴⁾の一つと呼ばれ、購読率が一位の Apple Daily

（2003 年 5 月から 2012 年 9 月まで）、および、同じく「四大新聞」の一つであり、長期に

わたる記事データのストックを誇る、聯合報の「聯合知識庫 udndata.com」（1951 年 9 月か

ら 2012 年 9 月まで）のデータベースを利用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 図-2-1 小林村と華山村の位置図 
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図-2-2 土砂に飲み込まれた小林村 

撮影：2012 年 2 月 28 日 
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表-2-1 インタビュー調査対象（2012 年実施） 

 性別 属 性 場所 
時

期 
小林村 華山村 

A 男 
テレビ局報道記

者 
台北 7/19  ○ 

B 女 
テレビ局報道記

者 
高雄 

7/19 

8/19 
○  

C 女 
テレビ局報道記

者 
台北 7/20 ○  

D 男 
農委会水土保持

局  
日本 5/12 ○ ○ 

E 男 
日光小林発展協

会会長 
高雄 

7/14 

8/12 
○  

F 女 復興住宅の住民  高雄 2/28 ○  

G 女 復興住宅の住民  高雄 2/29 ○  

H 男 

華山社区発展協

会理事長（2000

年～2004 年） 

華山 7/21  ○ 

I 男 

華山社区発展協

会理事長（2012

年 8 月 5 日か

ら） 

華山 7/22  ○ 

J 男 

華山社区発展協

会理事長（2008

年～2012 年 8 月

5 日まで） 

華山 7/21  ○ 

K 男 
華山社区エコツ

アー解説員 
華山 7/22  ○ 

L 男 
華山村カフェ業

者 
華山 7/21  ○ 

M 男 

ドキュメンタリ

ー映画監督、大

学講師 

高雄 8/12 ○  
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2.4 高雄県甲仙郷小林村の事例 

 

2.4.1 モラコッット台風による被害 

2009 年 8 月 7 日～9 日にかけて台湾を襲ったモラコット台風（日本における台風 8 号）

は、甚大な被害を出した。死者は 677 人、行方不明者 22 人、重傷者 4 人を数えた（2010 年

2 月時点）。その中で、最も大きな被害を受けた小林村では、崩壊した裏山が多くの集落を

呑み込んだ（図-2-2）。小林村の死者数は 472 人（すなわち、全体のおよそ 7 割にのぼる）

に達した。洪水、土石流、深層崩壊、堰止め湖の決壊など、いくつもの事象が連続して発生

する、いわゆる「複合災害」であった（三島・天野，2011）。 

モラコット台風の襲来時、台湾のマスメディア各社は、他社に先んじて新しい情報をキャ

ッチしようと競争し、救援組織よりも早く被災地へたどりつく場合も見られた。そうしたな

か、災害直後には、数多くの被災地が孤立しており、中央政府をはじめ救援組織に属する関

係者たちは、マスメディアによってもたらされる限られた情報に依存して行動する場面が

多くなっていた（彭，2010）。このような混乱状態のもとで、被災地の住民は、平常時にも

増して、マスメディアの情報発信能力に頼る傾向を強め、能動的にマスメディアとのインタ

ラクションを試みるケースが見られた。「明星災区」としての小林村の誕生には、このよう

な背景があった。 

 

2.4.2 典型的な「明星災区」としての小林村 

小林村は、新聞などの見出しによれば、「滅村」（全滅したという意味）、「死者 400 人超

え」といった、甚大な被害を受けた。マスメディアは、小林村の惨状ばかり何度も取り上げ、

まさに「過集中」と呼べる状態にあった。しかし、実際には、小林村以外にも、周辺の数多

くの集落が被害に遭っていた。 

高雄県の小林村と周辺の集落において、マスメディアの報道量にどのような差があるの

かを探るために、新聞の聯合報と Apple Daily のデータベースを用いて、集落ごとの記事件

数を探ったものが表-2-2 である。発災した 8 月 9 日からの 1 週間（2009 年 8 月 9 日～16 日）

を対象として、小林村と周辺集落の地区名をキーワードとして検索した。その結果、小林村

と同じように甚大な被害を受け、交通も遮断された六亀郷、桃源郷、那瑪夏郷の各集落の記

事件数は小林村より大幅に少ないことが分かった。こうして小林村は「明星災区」と称され

るようになり、現場では、「メディア・スクラム」など、報道の「過集中」による典型的な

問題が発生するようになった。たとえば、ある住民は、次のように述べている。 
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8 月 14 日、我々は避難所となった龍鳳寺にいた。そこは『記者区』と呼ばれてい

た。寺には多くの物資が集まっていたのだが、全メディアの記者までもが集ってき

て、被災者の取材を行ったからだ。正直、（取材を受けるのは）気分がよくないし、

もう聞かれたくないと思った。辛い経験を話すたびに、また嫌な気分に落ち込んで

しまう（住民 F）（括弧内は著者ら） 

 

有名な観光地でもないのに、注目されてしまって …。好きで有名になったわけで

はないのに（住民 G） 

 

マスメディアによる一方的な作用によって、「明星災区」として世間の注目を浴びること

になった小林村の住民たちは、「明星災区」という言葉に対して否定的な意味合いを込めて

受けとめるようになっていた。次のような証言もある。 

 

「明星災区」は、要はたくさんの人が死んだ被災地のことを指すのでしょう。その

ような言われ方をされるのは、わたしは嫌なんです（住民 G） 

 

表-2-2 集落別の被災状況および記事件数 

郷／集落 被災状況 
聯合報

（件） 

Apple 

Daily

（件） 

合計

（件） 

甲仙／小林村 
集落が土砂に埋まる、死者

472 人 
54 33 87 

六亀／寶来 
洪水、孤立 

死者なし 
27 16 43 

那瑪夏／民族村 
集落が土砂に埋まる、死者

34 人 
26 7 33 

六亀／新開 
洪水、孤立 

死者 32 人 
26 7 33 

六亀／新発村 
洪水 

死者 6 人 
23 7 30 

桃源／勤和村 
洪水 

死者 4 人 
9 9 18 

桃源／梅山 
交通遮断、孤立 

死者なし 
13 3 16 

甲仙／関山村 
交通遮断、孤立 

死者なし 
2 2 4 
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一方で、小林村の近隣にある集落は、表-2-2 で見たように、マスメディアによる報道から

は漏れ落ちていった。2009 年 8 月 13 日の TVBS-N テレビニュース番組の放送では、関山村

の住民が、「そちら（小林村）は人間で、こちらは人間ではないのか」と発言するなど、「非

明星災区」としての様相を色濃く呈し、報道も支援も過少である現実を否定的に受けとめて

いたことがわかる。 

 

2.4.3 過剰報道の主体的な活用に動き出した小林村住民の働きかけとマスメディアの反応 

しかし、「明星災区」となった小林村の住民たちは、このような負の側面だけに甘んじて

いたわけではない。たとえば、混乱の中にあって、小林村の住民自らが、政府の支援の遅れ

をとりもどすべくマスメディアに協力を求めたケースがあった。その中には、実際にメディ

アの側もそれに応えることで、支援活動が促進された事例も見つかっている。具体的には、

テレビ番組の記者が、取材活動とは別に、住民の親族の安否確認を行政や救援組織に依頼す

る作業を仲介するといった協力関係である。 

 

ある人が私の所に来て、「お願い、私の親族は全員、小林村にいる。いつ救出でき

るのか救援組織に聞いてくれない？」と頼んだのです。そこで、そのあと、わたし

は報道の仕事とは関係なしに、個人的に聞きに行きました。災害の現場にいるとき、

記者として何をなすべきかといえば、それは、被災した住民を手伝うことなんじゃ

ないかしら（記者 B） 

 

また、小林村の住民は、被害が拡大した一因として、同村の裏山で政府が実施していたダ

ム建設工事が関係しているのではないかとの疑惑をもち、国による賠償を求めた。この際に

も、住民の働きかけを契機とするマスメディアの応答が事態の進展にプラスに作用する場

面があった。具体的には、災害時に「小林災後重建自救会々長」をつとめた E（小林村の住

民）が、この問題を政府に対して訴える前に、中国時報（台湾の新聞社のひとつ）の記者か

ら次のように助言を受けたという事例である。 

 

中国時報の記者に、『もし、本当に地域の人のためになることをしたいのなら、こ

の件は、国際メディアの CNN に訴える方がいい。そうすれば、必ず、台湾政府の

上層部に注目してもらえるから』と助言された（住民 E） 

 

そこで E は、CNN の取材クルーに、直接、村民の怒りを伝えた。その結果、CNN は、発

災から 10 日を経ずして、小林村の窮状をニュースにした。ダム疑惑にこそふれなかったが、

政府の救援活動が遅れていることに対しては、E の主張を受け入れ、批判的な内容であった。

ニュースの中には、馬大統領へのインタビューが含まれており、「国はこの事態の責任をす

べて取る」との言質を引き出していた。この発言が、その後、台湾のマスメディアでも大き
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く取りあげられることになる。たとえば、2009 年 8 月 17 日の TVBS-N のニュースでは、

「馬大統領は必ず責任を負うと公約した。この発言が飛び出した背景には、CNN に代表さ

れる国際メディアの批判を懸念してのことのようである」と報じられている。 

この一連のプロセスには、そもそも小林村が「明星災区」として台湾国内で大きな注目を

集めており、報道の量は多かったにも関わらず、その質はといえば、住民にとって決して納

得のいくものではなかったという背景があったことは明らかである。 

 

2.4.4 過少報道のバランシングに動き出した近隣住民の働きかけとマスメディアの反応 

他方、「非明星災区」の側でも、「過少報道」ないしは「空白地帯」という苦境を受動的に

甘受するだけでなく、そこから脱却しようとする能動的な動きが見られた。たとえば、六亀

郷の新開集落の住民は、救援を得るために、橋の上で「死亡 32 人 SOS」という文字を書い

た段ボールを設置してアピールした。このことはすぐにマスメディアが注目するところと

なり、政府による救援活動に結びついた。また、Apple Daily の『堰止め湖決壊 700 人連絡

つかず』（2009 年 8 月 13 日）の記事によると、桃源郷梅蘭村の住民は、「我々は、小林村よ

りも急いでいる。早く助けに来てください」と訴えていた。またさらに、先述したとおり、

関山村の住民は、「そちら（小林村）は人間で、こちらは人間ではないのか」と、報道や支

援の格差に対して、猛烈な抗議のメッセージを発していた。  

こうした一連の主張は、「明星災区」としての小林村の存在を逆に利用しながら、それと

の対比において、自らの村に対するマスメディアの注目、ひいては社会全体の関心を引きつ

けようとするアクションだと位置づけることができるだろう。 

 同様の事例は、復興住宅に関するトラブルの場面においてもみられる。たとえば、被災者

自らが、マスメディアの記者に仲介を依頼することによって、ボランティア団体との間に起

きたトラブルを解決できた事例もある。具体的には、2010 年 5 月に高雄県の住民が、「慈済」

という仏教系のボランティア団体⁵⁾が建設した「大愛永久屋」という復興住宅に入居した際

に、住民のライフスタイルと復興住宅の管理条件とのミスマッチにより発生したトラブル

の事例である。このとき、住民は東森テレビの記者に次のように訴えていた。 

 

仏教系の団体である慈済は、キリスト教を信仰する住民が復興住宅で十字架を飾

ることを許さなかった。その後、記者が、「慈済」の真意を確めるために取材しに

行ったのだが、慈済は住民の立場とマスメディアの影響力を考慮した上で、最終的

には、譲歩してくれた（記者 B） 

  

以上、小林村をめぐる関係当事者の動きを概観してきたが、これによって、「明星災区」

（あるいは、「非明星災区」）という社会現象には、光と影の両方の側面があることがわかる。

また、それが、台湾のマスメディア事情、すなわち、マスメディアと行政、マスメディアと

住民との関係に見られる特徴－住民の側に相当の能動性が認められる点－にも依存して
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いることも明らかである。ここで検討した小林村の事例は、主として、被災直後に関わる事

例であったが、「明星災区」は、より長期的な災害復興過程においても重要な意義をもつ概

念である。その点については、節をあらためて検討しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

図-2-4 被災した当時の華山村  

「華山」（行政院水土保持局第三工程所, 2007） 

 

 

図-2-3 現在の華山村の様子 

撮影：2012 年 7 月 22 日 
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2.5 雲林県古坑郷華山村の事例 

 

災害直後だけではなく、長期的な復興過程においても、地域住民が能動的にマスメディア

に働きかけて、両者がインタラクションを起こしながら復興が進むことがあり、「明星災区」

は有効な概念である。ただし、復興期においては、災害直後とは、いくらか異なる問題が生

じる。というのも、台湾社会では、「明星災区」というレッテルを付与されることに対して、

当該地域の住民から拒否感が示される場合があるからだ。被災直後の時期においても、「ス

ターのような被災地」という言葉のニュアンスに戸惑いを感じる住民は多いし、さらに、代

表的な被災地としての評判が長期にわたって付きまとうと、本格的な復旧・復興への道が閉

ざされてしまうのではないかといった不安も生じる。さらにいえば、いわゆる「風評被害」

に対する懸念も高まることになる。 

こうした地域のいくつかは、「明星災区」からの脱却を早期に図り、「大きな被害を受けた

ものの、そこからの立ち直りに全力を尽くして成果をあげている地域」、あるいは、「目をみ

はるような復旧・復興を成し遂げつつある地域」へと転換することを目指そうとしている。

こういった地域は、「明星災区」というよりも、むしろ、「明星社区」（模範的な復興自治体

といった意味合いで用いられる。社区とは、英語の community からの翻訳語で、社区の規模

は日本の町に相当する）と呼ぶことのほうが適している。 

本節は、「明星災区」になることを回避し、「明星社区」としての評価を得ることができた

地域の事例について紹介する。それは、1999 年の集集大地震で被災地となり、その後、2002

年に、地元の特産品（台湾産コーヒー）の栽培と販売を中核とする復興プロジェクトによっ

て、「921 再建コミュニティ産業振興賞」を獲得した華山村の事例である。 

華山村は、この後、2006 年 4 月 20 日付の全国紙「聯合報」に掲載された記事「古坑華山

コミュニティでコーヒーが香る」で「明星社区」と称賛され、さらに、翌 2007 年には、「全

国十大経典農漁村」（中央政府行政院が設置した賞で、各地方政府に推薦された 50 の農漁村

のうちで、国民のインターネット投票によって 10 位以内にランキングした村のこと）にも

選ばれた（図-2-3）。 

 

2.5.1 華山村の被災事情 

1999 年 9 月 21 日に、集集大地震が発生した。台湾中部の雲林県古坑郷では、地震により、

断層帯の大尖山、二尖山の斜面が崩壊し、華山渓と科角渓の上流に土砂が堆積した。これ以

後、その下流にあたる中山間地の農村集落、雲林県古坑郷華山村では、豪雨による土石流災

害のリスクが高まり、土石流危険地域に認定された。実際、2001 年のトラジ台風やナリ台

風、2002 年の豪雨災害時、華山村では頻繁に土砂災害が発生している（図-2-4）。 

 

2.5.2「明星災区」のレッテルの回避 

震災が起きる前の華山村の産業は、ビンロウ（ヤシ科の植物で、種子は噛みタバコに類似
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した嗜好品として使用される）の栽培くらいしかなかった。経済的には、決して恵まれてい

るとはいえない状況にあった。同時に、少子高齢化、過疎化の問題も抱えていた。そこへ加

えて、1999 年の地震が襲った。村民は、家屋や道路などに大きな被害を受けるだけに留ま

らず、上述した通り、土砂災害のリスクにおびえることになった。1999 年以後の毎年の台

風、豪雨により、繰り返し上流から集落に土砂が流れ込み、その都度、泥をかき出すなどの

対応に追われるという苦難が続くことになった。マスメディアによって、いつ「明星災区」

のレッテルを貼られてもおかしくない状況に陥っていたといえる。 

ただしもちろん、何もせず、じっと苦境に甘んじていたわけではない。たとえば、住民た

ちが自主的に設立した「華山社区発展協会⁶⁾」では、中央政府の水土保持局と協働して、ダ

ムの建設や河川の整備などの「土石流防災事業」をスタートさせた。それだけに留まらず、

華山村は一歩前に踏み出す決意をした。それは、「土砂災害が頻発する危険な地域」として

のみ社会から認識されることへの不安や反発に基づく決意であった。具体的には、台湾コー

ヒーを中心に観光業を発展させ、そのプロセスで、マスメディア報道を戦略的に活用しよう

とするプランであった。たとえば、「華山社区発展協会」の理事長（2000 年当時）の H は、

以下のように述べていた。 

 

災害の被害状況を発信するのではなく、そこからの復興に向けた住民の決意と自

信、すなわち、地域再建の状況をマスメディアに発信していくことで、そこから作

られる好ましいイメージを武器に、問題の解決を図っていこうとしていた（住民 H） 

  

要約すれば、華山村では、「明星災区」としてのネガティブなイメージが定着することを

回避するための事業（土砂災害の抑止軽減策としての土木事業）と、まちづくりや地域の基

幹産業の創出と発展を企図した「明星社区」への挑戦とが、並行して進められていたととら

えることができる。特に、後者に関しては、地域住民が自ら計画した催しに報道陣を招くこ

とで、宣伝効果の拡大を意識的・戦略的にねらっていたことが、証言によって明らかになっ

ている。 

 

たとえば、クッキング教室。地域のお母さんたちは美味しそうな料理を作ってくれ

る。そこにテレビの記者を招いて、その様子を見せる。記者席を設置し、記者にも

料理を味わってもらう。お母さんたちも、カメラで撮影されることにやりがいを感

じて、参加意欲も高まっていった。メディアの力を利用することで、コミュニティ

の団結力も強まっていった（住民 H） 

 

2.5.3「明星社区」の誕生 

その後も、マスメディアとの活発なインタラクションを通じて、華山村は復興まちづくり

の成功例としての足場を固めていった。産業復興の柱となったのが、ビンロウの後継となる、
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台湾産コーヒーのプランテーションだった。気候や風土が中南米に似ているため、日本の植

民地時代に一時的に盛んになったものの、その後その存在をほとんど忘れ去られていたコ

ーヒーに再び目を付けた。 

2003 年には、雲林県の政府や地元の古坑郷の役場などと協働で、「第一回台湾コーヒー祭

り」を開催した。そして、この様子を、地上波テレビ局「民間全民」が大々的に PR した。 

 

華山村がコーヒーブームを起こし、1 万人以上の観光客が訪問した。経済効果は 2

億元（当時の日本円に換算して約 6.3 億円）以上にのぼった。これによって、土石

流の被災地というイメージも消失した。水土保持局々長呉龍輝は『古坑は復興の模

範地域』と高く評価した（2003 年 11 月 3 日の聯合報） 

 

華山村は、このようにして、「明星災区」のレッテルに甘んじる状態に陥ることを回避し

ながら、模範的なスター・コミュニティ、すなわち「明星社区」へと変貌していった。ここ

までの成功譚は、テレビ局の TVBS-N によっても注目されるところとなり、2009 年 9 月 21

日の集集大地震 10 周年特別報道番組「古坑のコーヒー伝説 台湾の新たな地域文化が作り

出されている」でも放映された。 

 

華山村のコーヒー産業はなぜ有名になったのか。それはマスメディアと地域が協

働してそれを盛り上げたからです（記者 A） 

 

2.5.4「明星社区」の維持 

しかし、事態はそれほど単純ではなく、落とし穴もあった。コーヒーブームによって、観

光客が増加し環境汚染が起きたり、民宿やカフェの過当競争が生じたりした。さらに、2004

年には、華山村の「古坑コーヒー」に、輸入物の安い豆が混入していたことが発覚するとい

う、「偽コーヒー事件」が発生した。せっかく築いてきたブランドイメージに、大きな傷が

付く結果となった（洪，2011）。この事件の背景には、急激なコーヒーブームに便乗しよう

とする一部の悪徳業者の思惑があったと考えられ、いくつかのマスメディアが事件として

取り上げた。 

さらに、その後、2007 年にも同様の問題が発生し、マスメディアで大きく、しかも批判

的かつ否定的に報じられた。なかには、「農会：古坑コーヒーは特殊処理技術を売る」（2007

年 5 月 26 日,聯合報）といった、組織ぐるみの不正行為であるかのように決め付けた報道ま

であった。こうして、マスメディアとの協力関係によって急成長を遂げた華山村のコーヒー

産業は、皮肉にも今度はマスメディアからの批判によって打撃を受け、一時の勢いを失うこ

とになった。 

 こうした苦い経験を踏まえ、近年では、華山村は、コーヒー以外に、土石流教育園区（土

砂災害について学ぶ自然公園）のオープンやエコツアーの実施など、多角化を図ることで、
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再び成功をおさめている。マスメディアとの関係についても、それとの接点を維持しながら

も、コーヒーブームのときのような密接な関係からは一線を引いた、落ち着いた協力関係を

結んでいるように見える。たとえば、 2008 年から 2012 年まで「華山社区発展協会」の理

事長を務めた J は、以下のように述べている。 

  

華山には、すでに一定の知名度がありますから、事あるごとにマスメディアに PR

する必要はなくなっています。現在は、長い目で地域の発展を考えるため、自然環

境（エコ）の側面を強調しています。コーヒーだけでは長くは続かないですから（住

民 J） 

 

コーヒー以外の地域産業の創出、マスメディアとのバランスのとれた関係の構築につい

ては、地元でカフェを営業している住民も、次のように賛意を示している。 

 

コーヒーブームの時期は、事態の進展が速すぎたと思う。みな、マスメディアを意

識するあまり、（肝心のコーヒー産業について）十分な準備をしていなかったんじ

ゃないかな。だから、むしろ現在のようなバランスのほうがよいと思う（住民 L）

（括弧内は著者ら） 

 

また、マスメディアとの関係性に見られる新しい動きとして、一時的な関係－催しの PR

のようなプラス方向のものであれ、事件のようなマイナス方向のものであれ－だけでなく、

ソーシャルメディアを活用して、日常的にメディア関係者と接点を保持しておく試みも始

まった。たとえば、上述の J は、Facebook を利用して、マスディアの記者とのつながりを平

素から保つようにしている。 

 

僕は記者を『友達申請』しています。写真、イベントなどの書き込みすると、記者

からの問い合わせがきます。しかし、取材のオファーを無条件で受けわけではない

です。たとえば、モラコット台風の時は、取材をお断りしました。こちらは大した

被害を受けていなかったですから」（住民 J） 

 

ここには、漫然とマスメディアの取材を受けるわけではなく、だからと言って、常時、前

のめりになってマスメディアに売り込みをかけるわけでもなく、時々の状況に応じて適度

にマスメディアと連携していきたいという J の基本姿勢が表れている。 

 

 

 

2.6 考察 
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2.6.1「明星災区」／「明星社区」をめぐる「復興の正四面体モデル」 

小林村と華山村は、それぞれに異なる特徴をもった事例であるが、住民とマスメディア、

行政、外部支援者という関係当事者の関係性（「復興の正四面体モデル」）という視点からみ

ると、いくつかの共通点がある。それは、関係当事者間に、図-2-5 に示したようなサイクル

が観察される点である。すなわち、住民が行政や外部支援者から何らかの支援や PR を必要

としている場合において、第 1 に、住民は、当該の支援者ではなく、まず記者などを通じて

マスメディアに働きかける。第 2 に、その働きかけを受けて、マスメディアが報道を通じて

支援の不備・不足や PR の必要性を、行政や外部支援者に突きつける。第 3 に、これに行政

や外部支援者が対応する。以上のような図式である。 

実際、このような図式のもとで、たとえば、小林村の住民は親族の安否確認ができたり、

両党対立構造の元で、マスメディアからの世論に左右されがちな台湾政府から注目された

り、支援を獲得したりすることに成功し、外部支援者とのコミュニケーションを取ることも

可能になった。小林村の近隣集落も、窮状を激しく主張することによって、まずその存在を

アピールし、結果的には相当量の救援を得ていた。また、華山村は、マスメディアとの緊密

な関係を基盤に、頻繁に土砂災害に見舞われるというイメージを払拭し、「古坑コーヒー」

が味わえるおしゃれなカフェが林立する観光地（「明星社区」）としての地位を築いていた。 

 

2.6.2「明星災区」の 3 つの影 

 しかし、このような図式には、光の面だけでなく、同時に影の面もつきまとっている。主

に、以下の 3 つを指摘することができる。 

第 1 に、「明星災区」と「非明星災区」の格差が拡大し、言わば、「言った者勝ち」の事態

に陥る場合がある。本論文の冒頭で指摘したように、マスメディアが元来もっている「絵を

重視する」傾向性は、印象的な「被害の絵」だけでなく、印象的な「支援不足の絵」にも向

かうからである。そのため、大局的な観点から、実際に、多くの（あるいは、緊急の）支援

を必要としている被災地（被災者）は、どこか（だれか）というチェックを行う主体も当然、

必要になる。「正四面体モデル」における関係当事者が、密接で対等な関係のもとで、事態

の全容を俯瞰的にとらえようとすることが求められる。 

第 2 に、マスメディアのミスリードによって、混乱に拍車がかかってしまう場合がある。

マスメディアと住民が直接的に結びついていることの影の側面として、マスメディアが、そ

こから得られた情報に関する十分な確認作業を経ることなく、住民の熱意や圧力のままに

報道する危険がある。熾烈な視聴率獲得競争が、そうした傾向を助長する。その結果、上述

した通り、支援リソース（人員や物資）の適正な配分が行われなくなる。これは、台湾の行

政が懸念しているところでもある。 
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マスメディアからの情報を優先的に処理することは、確かにある。そうしないと、

マスメディアから『麻木不仁（鈍い、良心がないこと）』と叩かれるからだ。しか

し、実際に現場に行ったら、そこまで事態が切迫していなかったというケースは、

よくある。こちらは人手不足なのに（行政職員 D） 

 

 第 3 に、報道の継続性、より一般には、「正四面体モデル」を構成する関係当事者間の「関

係の継続性」に関する課題がある。華山村の事例のように、マスメディアとの協力関係によ

って一時的な「ブーム」を形成しえたものの、そのことが、かえって過当競争や悪質な便乗

業者を招き寄せる結果となる場合もある。したがって、むやみに注目を集めてしまう「明星

災区」としてではなく、中長期的な観点から着実に復旧・復興の道を歩む「明星社区」とし

てのアイデンティティを確立しようとするとき、復興の基幹産業の維持、防災対策の充実化

と点検などの側面で、地域社会（住民）は、「復興の正四面体モデル」を構成する他の関係

  

  

       

  

住民   

P eople   

  

マスメディア   
Mass M edia   
  

行政 

Officials   

  

外部支援者   

Supporters   

図-2-5 明星災区のサイクル 

被災地を取りまく社会 

 

① 

② 
② 

③ 
③ 
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当事者と、より継続的な関係性を保つ必要がある。 

 

2.6.3「明星災区」の課題を超克するために 

では、いかにして、「明星災区」につきまとう影の部分を克服し、それがもつポジティヴ

な含意を最大限に引き出すことができるだろうか。これまでの事例分析と考察から引き出

せるのは、次の諸点である。 

まずは、被災社会における「復興の正四面体モデル」を構成する主体を、丹念に洗い出す

ことである。たとえば単に「行政」と言っても、様々な担当セクションが関連するはずであ

る。また「外部支援者」も、多種・多様であろう。そして、「被災地を取りまく社会」も深

く関って、直接的な関係当事者になるポテンシャルを持っている。たとえば、小林村の住民

が国際メディア CNN に働きかけた事例のように、CNN は小林村とは直接的に関係性が薄

い「被災地を取りまく社会」の一員から、関係当事者の中の「マスメディア」になることは、

被災地の中だけでなく外にも目を向けて、実際に「だれ」が関係当事者になりうるのかを同

定することで、はじめて、そこから「どんな」ことがなしうるのかを明らかにすることがで

きる。 

次に、上述した「どんな」を手掛かりにして、様々なこと（緊急支援や復興事業など）を

「協働する」ことが重要である。もちろん、台湾の研究者である呉が指摘するとおり、住民

の能動性や地域の団結力が、その基盤となる（呉, 2001）。その上で、マスメディアを含む「復

興の正四面体モデル」の構成者が、ただ傍観しているのではなく、「共にことをなす」（たと

えば、矢守（2011）が指摘した「ジョイン＆シェア」や、近藤（2012）のいう「リアリティ・

ステイクホルダーの相互作用」など）ことで、報道や支援におけるミスマッチやミスリード

をあらかじめ軽減する道がひらけてくる。そのようにして、図-2-6 に示したように、各主体

がインタラクションを繰り返すなかで互いの距離が狭まれば、当事者性（事態の内在者性）

も色濃くなっていく（近藤・矢守・李, 2012; 近藤・矢守・奥村・李, 2012）。ここに及んでよ

うやく、被災者にとってより納得のゆくかたちで「明星社区」を目指すことができると考え

られる。 

事態全体の適否を評価する手掛かりは、「明星災区／明星社区」という言葉にこそある。

日本社会で従来主軸となってきた、「過剰／過少」の評価軸だけでは、報道も支援も、その

量について、短期的な影響のみを評価している場合が多い。量も質も適切なものとなってい

るのかについて、俯瞰的かつ長期的な視点に立って確かめるには、本研究で概観してきたよ

うな、「明星災区」の影が強いのか、「明星社区」に向かう光が見えているのかを、関係当事

者間で相互にチェックして、バランスする必要がある。なぜなら、「明星災区／社区」とい

う概念は、華山村の事例が明示しているように、変動し続けてゆくダイナミズムを常に孕ん

でいるからである。 
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2.7 課題と展望 

 

日本社会は、「明星災区」や「明星社区」に類似する言葉を持ってはいないが、被災者の

側の能動的なインタラクションは、各地で見られている。たとえば、2000 年有珠山噴火で

は、元プロメディア当事者であった地元住民が中心となって、ボランティアとしての多様な

当事者・外部支援者・行政による「有珠山ネット」というネット上のボランティアグループ

が形成され、本研究の理論フレーム「減災の正四面体モデル」の提唱者の岡田・宇井らとも

つながりながら、被災地当事者を中心とした情報支援活動を行った。しかし、上記のような

事例に関しての研究は少ないのが現状である。 

東日本大震災の場合、被災各地ですでに「明星災区／社区」アプローチが見出されている。

台湾と日本の政治体制、メディア事情など社会的背景は異なっているが、本論で提唱した

「明星災区／社区」概念を、ポスト 3.11 の災害情報および復興過程の中で活かしていくこ

とができるのではないだろうか。 

そこで、その一つの事例として、茨城県大洗町の動きに着目しておきたい。次章から詳し

く説明するが、大洗町の事例は、長期的には、台湾の華山村のように、「明星災区」（風評被
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図-2-6 活性化した「明星災区」の正四面体モデル 

被災地を取りまく社会 
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害に苦しむ町）から「明星社区」（住民主体で復興を遂げた模範的な町）に発展していく可

能性が十分あると考えられる。このようにして、住民とマスメディアを含めたさまざまな関

係当事者による協働が日本社会ではどのように生じるか、災害直後から長期的な復興過程

を含めて、今後も注視していきたい。 

 本研究のまとめは、災害報道における諸課題の閉塞を打ち破るために、「送り手／受け手」

を峻別して対策を講じる古典的なアプローチとは異なる方向性を、台湾の「明星災区／明星

社区」の事例を手掛かりに考察してきた。その際に、「復興の正四面体モデル」によって事

例を丁寧に読み解くことで、「明星災区／社区」に関与する多様な関係当事者間のインタラ

クションを詳細に解明することの重要性を強調してきた。 

 これまでも災害報道の送り手と受け手が協働する事例は日本社会においても見られてき

たものの、両者のインタラクションに焦点を当ててなされた研究は少なかった。今後は、「明

星災区／社区」に関連して、台湾と日本における事例を丁寧に掘り起こすと共に、両者の社

会的背景の違いを踏まえて、相互の比較を緻密に行い、各事例の関係当事者間の多様・多層

なインタラクションの効果に光をあてていきたい。 
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注 

1) 2010 年 12 月 25 日に高雄市と高雄県は合併し、台北市と同じく台湾の 2 つ目の直轄市

となった。現在は高雄市甲仙区小林里となっている。災害が発生した当時は合併する前

であったため、本研究では、高雄県甲仙郷小林村とした。 

2)  「中華民国台湾投資通信 Vol.175」(2010)によると「台湾のケーブルテレビの視聴世帯数

は 490 万世帯（09 年末）で、世帯普及率は約 64％を超えている。しかし、実際には、

違法視聴世帯も数多く存在しており、民間のアンケート調査によるとケーブルテレビ

視聴世帯普及率は 84％にのぼる」と推定されている。 

3)  台湾では、従来中国国民党の一党独裁体制が強固であったが、80 年代末に民主化が進

み、政党の結成が合法化された。2000 年の総統選挙で国民党は民主進歩党に敗れ、そ

の後、再び国民党が政権を取り戻すなど。激しい政争が繰り広げられてきた。このよう

な両党の政治的な対立構造が台湾社会に強く影響を与えているとみられる。 

4)  「四大新聞」とは、聯合報、中国時報、自由時報、Apple Daily の四社をいう。 

5) 「財団法人台湾仏教慈済（Tzu Chi）慈善事業基金会」は 1966 年に證厳上人が台湾の花

蓮県で創立した宗教団体である。日本語の公式ホームページでは、以下のような説明が

なされている。「台湾を拠点にして、広く世界に視野をおいた慈善団体であり、四十余

年来台湾において、医療、建設、教育建設、社会文化などの事業で社会のために力を尽

くしてきた」（http://tw.tzuchi.org/jp/ 情報取得 2011 年 9 月 28 日） 

6) 「社区発展協会」は、コミュニティの活性化のため、台湾全土で組織されている。この

うち「華山社区発展協会」は 1992 年に創設された。集集大地震の後、中央政府の行政

院は「災区重建工作綱領」を発布し、その中で「社区重建計画」（地域の復興計画）に

関しては、地方政府が主導して立案・実施・監理するよう求めた。住民参加を担保する

枠組みとして、「社区発展協会」が位置付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4
http://tw.tzuchi.org/jp/
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第 3 章 「羅生門問題」からみた被災地の復興過程―茨城県大洗町を例に                                          

 

要約：東日本大震災において福島原発事故の影響は大きく、災害からの復興をより複雑かつ

困難にしている。特に、放射能汚染の有無や程度について専門家の間でも判断が分かれる中、

何が「事実」で何が「虚偽」なのか、その境界が曖昧となり、そのため、風評被害の様相も

これまでよりも複雑化している。本研究では、まず、東日本大震災における風評被害の実態

について概観し、次に、風評被害に悩まされてきた地域の一つである茨城県大洗町において、

風評被害に対する受けとめ方や、打開のための取り組みを中心に、現地の住民、マスメディ

ア関係者に対するインタビュー調査を含む綿密なフィールド調査を実施した。その結果、放

射能汚染の「あり／なし」をめぐって顕在化している、しかしより小さな「羅生門問題」が、

「放射能汚染の視点から見た大洗町／それ以外の視点から見た大洗町」という、より重要で

大きな「羅生門問題」を覆い隠している事実が明らかとなった。この構造を克服し、風評被

害を乗り越えるためには、放射能汚染をめぐる「安全／危険」に焦点を当てた「危機対応」

型のアプローチだけではなく、人気アニメーションと連携した町の活性化事業や若手漁師

による新しい漁業モデルの創造の試みなど、放射能汚染の問題とは関係性の薄い契機に光

を当てる「契機創造」型のアプローチがむしろ有効性が高いことが示唆された。 

 

3.1 はじめに 

 

3.1.1 問題の所在 

東日本大震災において、地震、津波、原発事故に、さらに風評被害を加えた複合災害の苦

しみを受けている被災地は少なくない。特に、福島原発事故の影響は大きく、災害の復興を

より難しくしている。放射能汚染については、専門家（とされる人びと）の間でも「安全・

安心」の基準値に対する意見が割れていることが、風評被害の問題をより複雑化している。

たとえば、「直ちに健康には影響ない」と考える人もいれば、「××県は、放射線管理区域と同

じだ」と極論する人もいる。何が「事実」で何が「風評」（うわさ）なのか、その境界がき

わめて曖昧なものになっている。このように、現代社会はまさに「リスク社会」（e.g., 大澤，

2008；矢守，2013）と形容されるように、善や真実の判断の根拠となる超越的な存在を仮定

することが困難な時代なのであり、そのことが風評被害の問題をいっそう解決困難なもの

とするのである。 

加えて、マスメディアと政府機関が頻繁にこの言葉を用いることにより、後述するように、

風評被害という言葉の意味そのものが多様化している。このため、風評被害に関わる当事者

の間でも、この言葉の受けとめ方に違いが生じている場合すらある。 

風評被害については、これまでも数多くの研究がなされてきた（小山，2012；大橋，2012；

関谷，2011；角田，2013；鈴木，2013）。これらの研究は、風評被害の歴史、メカニズム、
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産業への影響、低減方策について言及している。しかし、依然として次のような課題が残さ

れている。（1）風評被害の定義が多様であり、その整理が必要であること、（2）被災地（被

害者）の視点から見た風評被害像やその克服方策に関する研究が少ないこと（たくき，2011）、

（3）たとえば、科学技術の社会的受容におけるコンセンサス形成の問題（小林， 2004）な

ど、風評被害をより広範な枠組のもとに位置づけ、行政・科学者・マスメディア・一般の住

民といった多様な人々の言説空間の問題としてとらえた研究が少ないこと－以上のよう

な課題である。 

以上を踏まえて、本研究では、まず、東日本大震災における風評被害について概観するこ

とを通して、その特徴を整理する。次に、海水浴客や宿泊客数の低迷、魚の出荷量の激減な

ど、風評被害に悩まされてきた地域の一つである茨城県東茨城郡大洗町で実施してきたフ

ィールドワークの結果について報告する。具体的には、漁業、観光業の関係者、一般の住民

や町の職員、そしてマスメディアの関係者らを対象としたインタビュー調査を通じて当事

者の声を洗い出し、同町における風評被害の実態と、同町がいかにして状況を打開していこ

うとしているのか、その取り組みの概要について述べる。 

さらに、複数の相矛盾する観察が存在する事態をあらわす「羅生門問題」（麻生，2010；

Mazur,1998；桜井・小林，2005；佐藤，2002；高井，2009；矢守，2011）のフレームを用い

て、風評被害の受けとめ方、解決へ向けた取り組みについて整理する。その上で、風評被害

を抑制するための新たな論点を提示する。 

 

3.1.2 東日本大震災における風評被害とその特徴 

まず、日本社会における風評被害について、簡単に振り返っておこう。関谷（2011）によ

れば、日本社会における風評被害は、1954 年の第五福龍丸被爆事件までさかのぼることが

できるという。近年の事例では、1996 年の O157 集団感染の事例（カイワレ騒動）が著名で

ある。当時の厚生大臣が危険視されていたカイワレ大根をテレビカメラの前で食べるとい

うパフォーマンスをおこない、風評被害の克服に一役買おうとした事例である（福田，2012）。

その後も、ナホトカ号重油流出事故（1997 年）、所沢ダイオキシン騒動（1999 年）、JCO 臨

界事故（1999 年）、狂牛病（2001 年）、鳥インフルエンザ（2003 年）、そして 2004 年 10 月

に発生した新潟県中越地震など、風評被害はたびたび社会問題化してきた。しかし、風評被

害がこれほどの規模と深刻さで問題となったのは、東日本大震災が初めてである。 

この間の経緯を、マスメディア報道を通じてあとづけてみよう。図-3-1 は、「ヨミダス歴

史館」（読売新聞社，1874-2013）、「聞蔵 II ビジュアル」（朝日新聞社，1879-2013）、「毎索」

（毎日新聞社，1872-2013）という全国紙 3 紙の各データベースを用いて、風評被害をキー

ワードにして検索した際の記事量である。3 紙それぞれにおいて、風評被害という言葉が初

めて登場した記事は、以下のとおりである。読売新聞では 1985 年 2 月 21 日の「“風評被害”

にも補償 伊方原発の安全協定改定案」との記事であり、朝日新聞では 1985 年 6 月 24 日の 
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図-3-1 全国 3 紙の「風評被害」という語が登場する記事件数推移グラフ 

 

「『核燃施設』計画始動 青森県・六ケ所村（けいざいスペシャル）」、毎日新聞においては、

1988 年 1 月 27 日の「むつ、関根浜の新母港に入港」との記事であった。 

その後の推移をたどると、ナホトカ号重油流出事故が起きた 1997 年に、毎日新聞と朝日

新聞の記事件数が 100 件を超えた。所沢ダイオキシン騒動および JCO 臨界事故が起きた

1999 年には、3 紙ともに 100 件を超えている。その後、東日本大震災が起きるまでの最多

は、狂牛病が問題となった 2001 年で、その際の件数は毎日新聞が 439 件、読売新聞が 437

件、朝日新聞が 369 件であった。ところが、東日本大震災が起きた 2011 年には 3 紙ともに

2000 件前後まで急増した（読売新聞 2122 件、朝日新聞 1996 件、毎日新聞 1881 件）。翌年

も 3 紙ともにそれぞれ 1000 件を超えており、東日本大震災の社会的なインパクトの大きさ

を如実に示している。 

では、風評被害はこれまでどのように定義されてきたのだろうか。ここでは、風評被害の

定義が 2 つに分かれていたことに特に注目すべきである。第 1 は、「事実ではない
．．．．．．

が、マス

メディアを通して広まった考えによって生じる被害」とする定義である（藤竹，2000；三輪，

2000；関谷，2003，2011）。この点は、下に示す関谷（2003，p.87）の定義における「本来『安

全』」という表現に典型的に現れている。「ある事件・事故・環境汚染・災害が大々的に報道

されることによって、本来『安全』とされる食品・商品・土地を人々が危険視し、消費や観

光をやめることによって引き起こされる経済的被害」である。 

第 2 の定義は、「事実であるかどうかを問わず
．．．．．．．．．．．．．

、マスメディアを通して広まった考えによ

って生じる被害」とする定義である。たとえば、「原子力損害の判定等に関する中間指針の

概要」（原子力損害賠償紛争審査会事務局，2011）によれば、「風評被害とは、報道等により

広く知らされた事実によって、消費者又は取引先が、商品等について放射性物質による汚染
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の危険性を懸念し、消費者又は取引先が買い控え、取引停止等を行ったために生じた被害」

とされる。この定義では、「事実」という用語を用いることで、事実誤認（本来安全なもの

を安全でないとする誤認）に基づく風聞・風説というニュアンスが相当程度薄められており、

第 1 の定義とは明らかに異なっている。 

以上を踏まえて、東日本大震災における風評被害における特徴をまとめると、角田（2013）

が指摘しているように、風評被害と実害との違いが明確ではないことと集約することがで

きるだろう。すなわち、「〈東日本大震災では〉風評被害記事の大半を占める農産物・海産物・

畜産物・飲みものに関する風評被害は、放射線量をどう判断するかに大きく影響される。新

聞等では暫定基準値以下の放射線被曝が健康に無害と言う専門家の見解が多いが、有害と

言う専門家もいる。暫定基準値に関する政府発表の際、科学的根拠を含め十分な説明はなさ

れなかった」（角田，2013,p.1）（〈〉は引用者挿入）。 

東日本大震災では、風評被害の定義そのものに認められるこのような曖昧さが、風評被害

をますます深刻なものにしている。風評被害は、たとえば、漁業関係者など、風評被害によ

って直接的に悪影響を受ける人びとだけでなく、さらに進んで、消費者と生産者の間の信頼

関係や、科学者やマスメディアに対する人びとの信頼感を壊すなどの影響をもたらしてい

る。たとえば、小山（2012）は次のように警告している。「突然の原発事故・放射能汚染で

本年の営農計画を断絶された生産者は完全な被害者であり、その後の対策における不作為

により翻弄されている消費者も被害者である。被害者同士で対立しあう関係は悲劇である」

（p.177）。 

このような問題意識のもと、本研究では、実際に風評被害に苦しむ被災地において長期に

わたる綿密なフィールドワークを行なった。そして、風評被害という言葉で指示されている

現象の実態は何か、マスメディア報道は風評被害とどのように関わっていたのか、風評被害

は多様な当事者たちの関係性にどのような影響を及ぼしたのか、また、風評被害を抜本的に

克服する方途とはどのようなものか、こうした点について検証した。 
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図-3-2 茨城県大洗町の位置図 

 

3.2 事例研究：被災地の風評被害と復興プロセス 

 

3.2.1 大洗町における風評被害 

茨城県東茨城郡大洗町は、人口約 1 万 8 千人、約 7 千世帯の自治体である。茨城県の太平

洋沿岸のほぼ中央にあり、東茨城郡の東端である(図-3-2)(大洗町 町長公室，2012，p.1)。海

水浴場をはじめとした観光業や漁業など、海からの豊富な資源を活かした産業が中心であ

る。震災前、大洗町の観光客数は茨城県内トップであった。また、日本原子力開発機構など、

原子力産業関連施設が県内に多数立地していることも明記しておこう。近年は、少子高齢化

や人口流失の問題が年々深刻化している。 

東日本大震災当時、最大 4.2 メートルの津波に襲われ、町の面積の 10％が浸水した。当時

は海から 700 メートル離れている役場まで浸水し、人的被害は、地震による死者が 1 名で、

津波による死者はいなかったが、家屋の全・半壊、津波による浸水被害、がけ崩れ、港湾・

漁港施設や道路・鉄道の損壊などの甚大な被害があった。これらの被害は国の激甚災害の指

定および災害救助法の適用されている。また、津波による死者がなかった点について、当時
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の町長の「緊急避難命令・至急高台に避難せよ」といった防災放送の呼びかけが効果的だっ

たことが全国的に注目されている（井上，2011）。 

同町の物理的な復旧活動は順調に進んでいるが、福島原発事故による放射能への不安や、

風評被害に苦しんでいる。具体的には、2011 年の観光客の入込み人数（延べ人数）は 297 万

5900 人であり、震災前の 2010 年の 554 万 4800 人の 53.6%にとどまった。特に、当初は、

「震災の年の GW、町内の宿泊は復旧工事関係以外がなく、半数以上の宿で無収入状態が続

いた」（宿泊業者の指摘¹⁾）状況であった。2012 年には 407 万 8400 人と回復しているが、震

災以前の水準（茨城県内トップ）数までは回復していない。さらに、海水浴場では、2013 年

の入込み客数は 14 万 5630 人で平成 22 年の 65 万 3360 人の 8 割減、2012 年は 34 万 8574 人

で震災前の 5 割減と徐々に回復はしている²⁾。しかし、震災により休業していた主要な施設

が同年の 7 月までにほぼ再開されているにもかかわらず、客足が戻らない状況が続いてい

る。 

漁業被害に関しては、港、堤防、船、漁具、建物設備などの損害により、およそ 57 億 6

百万円の損失となっている。さらに、震災以後の原発事故に伴う出荷制限や風評被害などに

よっても、深刻な影響を受けている。津波によって破壊された港や漁船は 5 日ほどで復旧し

たが、他の港との兼ね合いにより漁に出ることができなかった。その後、5 月に約 1 週間再

開したものの、放射能汚染の恐れから取りやめとなった。本格的に漁業が再開したのは 8 月

のしらす漁からである。現在も、8 種類の魚が規制されたままで、特にもともと重要な収入

源であったスズキが規制対象となっていることでダメージが大きくなっている³⁾。漁業関

係者によれば、一人当たりの損害は 300 万円以上に及ぶと推計されている。 

もっとも、震災の直接的な影響とは別に、大洗の漁業が震災以前より不振であったことは

考慮しておかなければならない。茨城県漁政課（2012）の茨城県水産業振興計画（2011 年-

2015 年）によれば、「日本の食用水産物消費仕向け量は、近年の厳しい経済情勢の影響や若

い世代を中心とした「魚離れ」により、平成元年 891 万トンをピークに減少し、平成 20 年

度には 715 万トンとなっている」。さらに、人口減少により、魚介類の消費量は 2025 年にな

ると、2007 年より 25%減少すると予測されている。漁業就労者の減少と高齢化が進むこと

から生じる後継者不足の問題も目立っていた。 

次節で詳しく紹介するように、以上のような漁業、観光業の不振を打開するために、震災

後、大洗町は「元気な大洗町」を世間にアピールしようとさまざまな活動を行った。しかし、

一部のマスメディアは、結果として、大洗町に「風評被害により人が来なくなった町」との

イメージを植えつける報道を行ってしまったと見られる。たとえば、2011 年の 7 月 16 日

に、大洗町は海開きを決めた。この点について、2011 年 7 月 17 日、J 通信社は「海水浴客、

例年の 1 割に＝関東の宿泊施設、悲鳴―夏の海『西高東低』」と題する記事を配信し、大洗

町の「宿泊客は少なくとも半分以下になる」、その原因は「原発からの汚染水放出が最大の

原因だ」と報じた。同記事は当日の Yahoo!トップニュースにも取り上げられ、全国に広まっ

た。 
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また、町役場の観光課の担当職員や旅館業者らによれば、当時、某テレビ局の朝の情報番

組が、大洗町の海開きを報道したが、大洗町のガレキの映像が使われ、大洗町はまだ悲惨な

状態にあり、観光客は全く来ていないという内容だった。しかし、そのガレキの映像は、2011

年 4 月頃のものであり、7 月の海開きの日に放送する意図は理解し難いとする見解が住民か

らは提示されていた。この件については、その後、町役場がテレビ局に抗議を申し入れたが、

否定的なイメージを払拭するほどの効果はなかった。 

以上に示した大洗町に関するマスメディア報道について、数値データを使ってあとづけ

ておこう。震災直後から 2013 年 8 月までの新聞記事の件数の変化を追跡するため、「ヨミ

ダス歴史館」データベース（読売新聞社，2011-2013）を用い、2011 年 3 月から 2013 年 8 月

までの期間の記事を対象に、検索キーワードを「大洗町」と「大洗町＆風評被害」として記

事検索を行った。 

その結果、「大洗町」に関する報道は全 578 件であった。2011 年 3 月は 58 件であり、そ

れ以降、毎月の記事件数は減少していくが、記事件数の増減の幅はそれほど大きくなかった。

具体的な内容については、2011 年 3 月は、主に「震災掲示板」による支援物資、避難所、そ

してインフラに関する情報、また津波による被災状況などであった。4 月、5 月は、震災支

援および放射線量に関連する報道、および産業の低迷に関する報道が多かった。6 月から 8

月までの間は、海水浴場の再開、イベントの開催などが取り上げられているが、観光客の減

少に関する報道も目立っている。9 月からは、選挙やイベントの開催関連の記事が増え、震

災に関する報道が少なくなっている。 

「大洗町＆風評被害」に関する記事は、2011 年 3 月は 3 件であり、4 月および 5 月それぞ

れ 8 件まで増加したが、6 月以降は減少し、2012 年 3 月には再び 6 件となっている。それ

以降、0 件の月がほとんどである。具体的な内容については、3 月は漁業関係者の原発事故

による影響に対する不安の声、農産物の規制などの報道が目立っている。4 月は漁業者を中

心にした原発への不安や東電への抗議活動などに関する報道が拡大している。5 月からは、

産業の再開に向けて風評被害を払拭するための活動をとりあげた報道が多くなっている。6

月から 8 月までは、大洗町の海水浴場をめぐって、風評被害により予約をキャンセルする宿

泊客の増加や、利用客の減少などに関する報道が多い。それ以後の報道は、風評被害の農業

や漁業への影響や水族館への影響、および風評被害対策などの報道が中心となり、月 1～2

件程度の報道量となる。 

では、このような風評被害の実態、および、風評被害をめぐる報道について、大洗町の住

民はどのように考えているのだろうか。また、大洗町の復興プロセスや風評被害について、

地域住民の見方とマスメディアの報道との間にはどのような差異があったのだろうか。住

民は、そうした差異をどのように乗り越え、風評被害を克服しようとしてきたのだろうか。

これらの点についてより詳細に検討するために、大洗町において参与観察とインタビュー

調査を行った。参与観察では、第 1 筆者が 2012 年 11 月から 2014 年 11 月まで、月 1 回のペ

ースで 3 日から 5 日間に渡って大洗町に滞在した（合計 24 回、滞在日数は 80 日）。まず、
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滞在中に参加した数多くのイベントやボランティア活動について、被災地の産業復興や風

評被害の観点から重要と思われる事項について詳細な記録を作成し、エスノグラフィーと

してまとめた。あわせて、町役場の職員、漁業、観光業の関係者、一般住民を対象にインタ

ビュー調査を実施した。インタビュー対象者、実施日時などの概要は、表-3-1 に示した通り

である。毎回のインタビューの時間は、およそ 30 分から 2 時間ほどであった。また、参与

観察やインタビュー記録と関連するマスメディアの報道も参照した。 

なお、本章と第 4 章における登場人物は、すべて本人の同意を得た上で、実名で表記して

いる。それ以外については、匿名の表記にする。 
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表-3-1 インタビュー調査対象 

 
性

別 
年齢 職業 場所 時期 

足立 男 50 代 
大洗サーフ・ライフセーピング・

クラブ代表 
大洗町 2013/06/09 

石井

（盛） 
男 40 代 旅館経営者 大洗町 

2012/12/07 

2013/07/10 

石井

（孝） 
男 50 代 大洗町副町長 大洗町 2013/06/10 

石田 女 60 代 大洗町観光ボランティア 大洗町 2013/07/10 

川崎 男 30 代 漁協職員 大洗町 2013/01/11 

小沼 男 40 代 漁師 大洗町 2013/01/11 

大里 男 40 代 宿泊業者 大洗町 2013/01/27 

島根 男 30 代 宿泊業者 大洗町 2013/09/30 

清水 男 50 代 民宿経営者 大洗町 2013/06/07 

高橋 女 30 代 専業主婦 大洗町 
2012/12/07 

2014/06/07 

常盤 男 40 代 
直売所代表 

取締役 
大洗町 2013/01/27 

米川 男 30 代 漁師 大洗町 

2013/01/11 

2013/03/11 

2013/06/09 

2013/07/11 

W 男 40 代 役場観光課主任 大洗町 2013/06/07 

X 女 60 代 飲食店業者 大洗町 2014/03/11 

Y 男 40 代 新聞記者 
茨城県 

水戸市 
2013/07/11 

Z 男 50 代 元新聞編集者 
大阪府 

高槻市 
2013/09/22 
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3.2.2 風評被害対策に向けて――「大洗町漁業研究会」の Facebook 

大洗町では、物理的な復旧のペースはそれほど遅くなかった。しかし、原発事故による影

響で観光客が激減し、「魚を獲っても売れない」状態は、同町にとって深刻な事態であった。

この事態を乗り切ろうと、町も住民も数多くの取り組みを行った。大洗町の「大洗町漁業研

究会」の漁師メンバーが立ち上げた Facebook「大洗町漁業研究会」は、その代表的な事例で

ある。Facebook に投稿される内容は、漁師のふだんの生活、魚のレシピ、漁業に関するイベ

ントの開催情報などである。T 新聞は、2012 年 10 月 17 日（夕刊）で、「大洗交流サイトで

日常発信 漁師風評の荒波越え」との見出しのもと、この取り組みについて報道した。 

記事のリード文は下記のようになっている。 

 

東日本大震災の津波被害と福島第一原発事故の風評被害に苦しむ茨城県大洗町

の若い漁師が、漁の現場や旬の魚を知ってもらおうと、交流サイト最大手のフェ

イスブックで情報発信している。町を元気にするのが狙い。タイトルは「せがれ

魂」。多機能携帯電話（スマートフォン）などから発信し、県外の反響も少しず

つ広がっている。 

 

この記事が掲載された後、Facebook へのアクセスが急増し、漁師たちも「励まされてい

る」と Facebook 上でコメントした。しかし、漁師たちは、この記事における Facebook の取

り上げ方については疑問も提示している。それは、見出しに使われた風評という用語への疑

問、および、Facebook 開設の動機に関する報道内容に対する疑問である。 

Facebook を始めた動機について、同記事には、次の記載がある。 

 

始めたきっかけは津波と原発事故。港は船が打ち上げられるなどの被害を受け、

町の主産業の観光と漁業は風評被害で観光客が震災前の半分程度に落ちた。出荷

制限でスズキやイシモチなどとれない魚種もまだある。 

 

ところが、漁師米川氏はこの点について、取材されたときに自分は全く異なる内容を語っ

たと述べた。 

 

最初は商工会から Facebook ということを持ってきた。皆が盛り上がった。そこ

で、漁業のことも外に伝えたいから、自分もやろうと決めた。記事は俺たちの動

機は風評被害をのりこえるためにとか書いてあったが、我々が取材されたときそ

う言わなかった。ただ単純に自分なりに何とかしたくて、違う所で頑張りたい、

盛り上がりたい。だから震災とは関係ない。この記事内容はどちらかいうと記者

さんが押し付けたね。 
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また、筆者のインタビューに対して、別の漁師小沼氏は「やらせだ」と述べた。さらに、

漁協職員川崎氏も「記事を読んだら、あれ、違うじゃないか？我々はそこまで考えてなかっ

たよ。しかしこの記事のおかげで、たくさんのアクセスが来たから、それはありがたい」と

述べている。 

要するに、漁師たちは、記事のプラスの効果について一定の評価をしつつも、記事の内容

と自分たちの語りとの相違については、戸惑いや怒りの感情も抱いていた。漁師米川氏は、

後日、「大洗町の復興復旧は僕の中では終わった。もう被災地じゃないから」と何度も筆者

に語ってくれた。津波による死者が出なかった大洗では、2011 年 7 月頃までには、震災の

直接的な痕跡がまったく見られない程度にまで復旧作業を終え、「早く次の一歩に進みたい」

という気持ちが共有されていた。 

また、漁師らにとって、「魚が売れない」という問題は、原発事故による風評被害、ある

いはそれに伴う出荷制限によるものだけではなく、震災以前から見られた人々の「魚離れ」

という現象と結びついている。筆者は、漁業関連イベントの場で、漁師米川氏が「魚をさば

くことはできますか」と若い参加者らに尋ねる様子を筆者はしばしば目撃した。米川氏が主

導した Facebook は、原発事故に伴う風評被害の克服という動機（「苦難に負けず、立ち上が

る被災者」というプロット）よりも、広義の「魚離れ」の克服という動機がベースとなって

いたのである。 

このように、ある出来事について当事者らの意図や見解とは異なる内容、少なくとも正確

には一致しない内容が報道されるのはけっしてめずらしいことではない。ここでは、今回の

事例を念頭に、なぜこのような報道内容となったのか、複数のマスメディア関係者にインタ

ビュー調査を行って意見を求めた。 

大手新聞社デスク歴が長い Z によれば、 

 

ただデスクがそれをみたときに、これはよく使う言葉だけれども、「この記事弱

いなー」「インパクト弱いな」という意味ですね、もうちょっと強い言い方があ

りますけど。この記事は 5 段見出しだけど、結構大きい見出しだけれども、デス

クの頭の中では、この記事をどうやって強くしたり、大きくするとか、そういう

風評被害、要するに苦しかったこと、風評で苦しかったことをのりこえたことと

いうインパクトにすると、強くなるという風にやっぱり思うわけね。こういうこ

とよくある。 

 

また、Z は取材した内容と正確に一致はしないが、報道する側が予めネライとしてもって

いる内容を強調するために、内容を都合良く書き換えた記事（「飛ばし記事」）の存在を指摘

し、今回のケースもそれに該当する要素があると示唆した。 
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ひょっとしたらこの町にも風評被害もちょっとそういう時期があっただろう。そ

うなると、風評被害があったという事実はあるだろうね。そうすると嘘じゃない

じゃん。ここからだんだんステップアップしているわけ。 

 

もっとも、別の関係者 Y は、こうしたことは、もちろん悪意から行われているわけでは

なく、風評被害を低減させ大洗町の復興に役立てようという意図のもとに書かれているは

ずだと推測している。 

 

風評被害、本当はないけれども、イメージ、うわさ印象によってあるように思っ

ていたんでしょう。誤解をなくしましょう、解消することに役立ちましたという

ことを、当記者はその部分を切り取って書いたという風な記事だと思います。 

 

Y と Z の指摘はともに、マスメディアの側にも風評被害を低減させようという意図があ

った点を指摘している。Z 氏は、さらに次のように語っている。 

 

風評被害という言葉、マスコミは実は好きだ。なんでかというと、自分たちは風

評被害を抑えようと、本当は思ったわけよ。だから風評被害は敵だと思っている。

マスコミのほうはね。俺たちは別に風評被害を生めないと、ちゃんと報道してい

るから、風評被害を生むはずはないんだ。だから風評被害がもし出たら、俺たち

はちゃんと抑えなきゃいけないという考え方もある。 

 

3.2.3 復興へ――放射能汚染への危機対応と新たな契機創造 

このように、大洗町では風評被害そのもの、および、それに関する報道にも手を焼きなが

らも、復興に向けた様々な取り組みを継続していった。ここでは、そのような取り組みを大

きく 2 つの面から整理していく。1 つ目は、放射能汚染やそれに関連する風評被害という危

機からの安全確保に焦点を当てたことから、「危機対応」型アプローチと呼ぶ。2 つ目は、

放射能汚染とは直接関係のないところで、「元気な大洗」をアピールし、まちおこしを実現

するための新たな契機を模索しようとしていることから、「契機創造」型アプローチと呼ぶ。

その上で、大洗町の震災以来の変容を踏まえて、これら 2 つの取り組みを比較し、よりよい

復興のために求められる取り組みについて考察したい。 

1．放射能汚染に関する「危機対応」： 

原発事故後、茨城県は、まず、食品、魚介類に含まれる放射性セシウムの新基準値を設け

「出荷自粛」を行った。2012 年 4 月からは、1 キロ当たり 100 ベクレルを基準値とした。

2012 年 3 月 16 日の東京新聞は、「県によると、自治体が国の基準より厳しい独自の規制値

を設けるのは全国で初めて。茨城産の魚介類の安全性を消費者にアピールし風評被害を防

ぐ狙いがある」と報道している。また海水モニタリング調査、魚介類および水産加工品の検
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査、農畜水産物の放射性物質検査、空間線量率の測定なども行われている。 

また、海水の安全性について、大洗サーフ・ライフセーピング・クラブ代表足立氏は、行

政による調査とは別に、2011 年 7 月に海開きを念頭に、自ら探索器を用いて海水の放射性

物質を測っていた。若いライフセーバーたちの安全を確保しなければならないという思い

があったからである。自分自身が数値測定を行い海の安全性を確認した上で、海開きを承諾

したという。 

さらに、役場の観光課や宿泊組合は、風評被害対策として「観光キャラバン」を通じて群

馬県、栃木県といった北関東中心の県外記者クラブに大洗町の名産物、宿泊地を PR した。

住民自身も、風評被害に対して、積極的に SNS を通じて復興状況や放射能汚染に関して個

別に情報発信している。たとえば、震災以後立ち上がった「大洗応援隊！」という任意団体

のメンバーが「ほげほげ放送」というブログを設立した。そのサイト⁴⁾には下記のように記

されている。 

 

東日本大震災・そして福島原発事故に伴い大きなダメージを受けた大洗町。しか

し町長をはじめ、町民の皆様、観光施設や飲食店など大洗で働く皆様が力を合わ

せ、急速な回復を見せております。 

一方で一部マスコミやメディアなどでは間違った情報で大洗町を紹介されてし

まう事が有り、ここ「大洗ほげほげ放送」にて現地町民からの正しくリアルな情

報をお届け致します。 

 

また、宿泊業者島根氏も風評被害に関する考えを積極的にブログで投稿している。たとえ

ば、2011 年 4 月 3 日の「大洗ホテル」のブログ⁵⁾では、「まずは風評被害を抑えよう！」と

いうタイトルで、食物の安全をアピールしている。 

 

もちろん正しい情報も沢山有ります。読む側も、正しい情報と誤った情報を分別

していただきたいと思います。また、出荷する側も手抜きする事なく、しっかり

とした調査を行い、正確な情報を発信する事が重要だと思います。もちろん、検

査の結果次第では市場に出回らないようにする事も必要です。消費者を第一に考

え、安全であれば堂々と販売する姿勢が重要ですよね！当館としても再開したら、

自信を持って安全が確認された「茨城県産」を使って行きたいと思います。 

 

このように、大洗町では、多様な関係者がさまざまなチャンネルを通じて放射能汚染に関

する情報を提供・発信し、「安全・安心」をアピールして危機を乗り越えようとした。しか

し、放射能汚染という観点に絞り込んで、同町がはたして「安全」であるのか、それとも「危

険」であるのかを明らかにしようとするアプローチだけでは、風評被害の克服に対しては必

ずしも十分ではなかったと考えられる。その最大の理由は、放射能汚染に関する安全性基準
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に関して専門家の見解が大きく分かれており、それに関する社会的なコンセンサスを十分

な形で確保できなかったからである。 

実際、放射能汚染に関して、上記のようなアピールとは異なる見解をもっている住民も存

在していた。たとえば、大学時代は宇宙工学を専攻した旅館経営者石井（盛）氏は以下のよ

うに語っていた。 

 

日本は元々食品衛生にすごく厳しい国ですね。大丈夫だと思いますね。でもやっぱ

りそれがなかなか伝わらないでしょうね。科学的に大丈夫ですよと科学的なこと

が分からない人に言ってもしょうがないですね。10 ベクレルと 100 ベクレルどの

あたりが安全なんですか、誰も答えようがないですね。 

 

2.「契機創造」－新たな展開へ : 

他方、風評被害、放射能汚染とは無関係に、先に紹介した大洗町漁業研究会の Facebook

のように、震災の被災地から脱却した「元気な大洗」をアピールする試みも大洗町では行わ

れている。具体的には、伝統の「八朔祭」、「あんこう祭」、さらに震災以後始まった「しら

す祭」、「ホッキ貝祭」がある。また、商店街では、「大洗春まつり海楽フェスタ」というイ

ベントも行われている。NPO 法人「大洗海の大学」が行う海に関する教育事業も盛んだ。 

漁業関係では、主に「大洗町漁業研究会」の若手漁師を中心に、さまざまな活動が行われ

ている。たとえば、大洗町の魚を宣伝するため、不定期であるが、県内で新鮮な魚の「移動

販売」が行われている。また、観光客、地元の小学生に漁船に乗ってもらう「漁業体験」（図

-3-3）が年 6 回以上開催されている。 

 

図-3-3 大洗町の「漁業体験」 

撮影：2013 年 6 月 11 日 
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さまざまな取り組みの中で、現在最も効果をあげているものの一つは、アニメ『ガールズ

＆パンツァー』（以下、通称の『ガルパン』に省略）に関連する一連の取り組みである。『ガ

ルパン』は、2012 年 10 月から同年の 12 月までと 2013 年 3 月に、テレビ放映されていたア

ニメ番組である。これは、「戦車道」が大和撫子の伝統芸能となっている世界を舞台とし、

茨城県大洗町の女子高生が戦車に乗って競技するファンタジーアニメである。 

同アニメがテレビで放映されて以来、国内外のファンが「聖地巡礼」と称して大洗町を訪

問している。「聖地巡礼」とは、ファンがアニメの舞台となった実際の場所を訪れることを

意味している。この「聖地巡礼」は大洗町の商店街、宿泊業者に大きな経済効果をもたらし

た。たとえば、大洗町の伝統祭「あんこう祭」では、例年は多くても 5 千人程度の参加であ

ったが、2012 年には『ガルパン』の声優トークショーが設定されたこともあり、過去最高

の約 6 万人、2013 年はさらに増えて 10 万人となった。2014 年において、アニメの放送が終

わっても、来場客は衰えずに 10 万人である。 

なお、大洗町が『ガルパン』の舞台になったのは、アニメ制作会社のプロデューサーが大

洗町を舞台にすることを決めたためである。その後、制作会社が大洗町商工会青年部に協力

を要請した。その結果、常盤氏が、アニメ関連商品の企画、イベント開催などを請け負う形

で大洗町側のリーダーとなった。この間の経緯について常盤氏は下記のように語っている。 

 

2011 年 10 月に始まったの。たまたま、バンダイビジュアルのプロデューサーが

大洗を使って、アニメをやりたいんだと。という話を、役場に持って行ったのよ。

役場としてはすぐに全面に応援できる体制はなかなか取れないじゃん。それでア

ニメ制作チームの一人は大洗出身だけど、彼と町の議員先生がプロデューサーを

僕に紹介したの。僕は別にアニメに興味なかったけど、普通は観ない。制作側の

関係者からいろいろお話を聞いて、その日は何も分からなかったので、ただご当

地を使ったアニメがあることも知らなかった。その日いろいろネットで調べて、

実際にそれがまちおこしに有効につながっている場所もあれば、逆につながって

ない、失敗した場所もあるしということを知りました。でも、もしかしたらそう

いう所ができるチャンスじゃないかなと思って。脚本読んでいて、面白そうだな

と思って、一緒にやりはじめた。それから、商工会の中の青年部に今度はこうい

うアニメをやるのを説明した。それは大変だった。だって皆も僕のように誰もア

ニメ知らなかったから。 

 

このように、初期の段階では、常盤氏は、アニメに大きな興味・関心をもっているとは言

えない大洗町の住民に対して、どのようにアプローチすべきか悩んでいた。実際、常盤氏に

誘われ、この取り組みを参加することになった旅館経営者大里氏によれば、高齢者が多く今

までアニメに触れたこともない大洗町の住民の中には戸惑っていた人も多かったという。

しかし、ていねいな説明を行うことで商店街や宿泊業の関係者の多くは、次第にこうした動
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きを受け入れ始めた。ていねいな説明とは、たとえば、「このアニメの戦車は絶対に兵器で

はありません」、「人は死にません。けがしません」などである。 

 

図-3-4 アニメ人形看板を置く商店街 

撮影：2013 年 8 月 24 日 

 

 

図-3-5 戦車寿司 

撮影：2014 年 4 月 21 日 

 

 

 

 

実際にアニメの放映が始まり、第 4 話から大洗町が登場している。その頃からファンが大
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洗町を訪ねることが多くなってきた。当初は大洗町の住民が「何しに来たの」とファンによ

く訊いていた（観光ボランティア石田氏、民宿経営者清水氏）が、徐々に『ガルパン』が町

民にも浸透し、商店街では数多くの店が『ガルパン』のグッズ、人形の看板、スタンプラリ

ーのスタンプ台を置くことで、ファンと住民との交流のきっかけともなり始めた。たとえば、

寿司屋が作った「戦車寿司」がファンの間で話題となったり、アニメの主人公が通う「大洗

女子学園」が戦車道全国大会で優勝したことにちなんで、和菓子屋が「優勝記念紅白饅頭」

と「赤飯」を販売したりしている。商店の経営者には高齢者が多いが、若いファンとの交流

や会話も増えたという（図-3-4、図-3-5 参照）。 

さらに、ファンは「聖地巡礼」の中で商店等を訪問するだけでなく、町で開催されるアニ

メとは無関係のイベントや行事にも参加しはじめている。たとえば、2013 年 7 月に行われ

た大洗町定例の大掃除に、アニメファンたちが自主的に海岸清掃を手伝うため日本各地か

ら大洗町にやってきた（石田氏）。 

その結果、2013 年 2 月 7 日の読売新聞が、「大洗 今やアニメの聖地『ガルパン』舞台 フ

ァンの波」と報じるまでになった。また、2013 年の「第 1 回今しかできない旅がある」（観

光庁）のキャンペーンにおいて、大洗町は「奨励賞」を受賞した。さらに、大洗町は 2013

年 3 月 24 日の「大洗春まつり海楽フェスタ」と、同年の 7 月 13 日の海開きに合わせて、

「海の月間」イベントを行い、自衛隊に戦車の派遣を要請して、町中で展示した。これは、

NHK と民放のニュース番組でも大きく取りあげられた。加えて、大洗町の伝統祭「あんこ

う祭」では、例年は多くても 5 千人程度の参加のところ、2012 年には『ガルパン』の声優

トークショーが設定されたこともあり、過去最高の約 6 万人、2013 年はさらに増えて 10 万

人となった⁶⁾。このように『ガルパン』をきっかけとして、原発事故の影響で一時は来訪者

が激減していた大洗町が活気づいてきたことは、まぎれもない事実である。 

しかし、アニメによるまちおこしは決してめずらしいものではない。過去の事例に照らし

て、一過性のブームにすぎないのではないかという住民からの声や心配もあった。このよう

な不安に対して、『ガルパン』の仕掛けに参与している住民側には『ガルパン』は「まちお

こしではなく、町遊びである」という共通意識がある。つまり、今回『ガルパン』によって

大洗町にもたらされた社会・経済的効果は、いわゆる「アニメまちおこし」（アニメ等の作

品を利用したまちづくりの試み）として当初から計画的に練り上げられたものというより

も、「たまたま」（偶然）の出会いが契機となり、大洗町の住民自身が『ガルパン』に関心を

抱き、ファンとともに数多くの『ガルパン』関連の仕掛けやイベントを楽しんでいる（大洗

町役場観光課の W 氏と宿泊業者石井氏による）ということである。 

ただし、『ガルパン』と積極的に関わっている人たちとそうでない人たちとの間には意識

の差も見られる。また、イベントの際には交通機関や宿泊施設の混雑が激しく、それを迷惑

と感じたり、アニメのキャラクターや戦車への違和感を示す住民も少なくない。全体として

は『ガルパン』の人気を生かしたまちづくりには一定の効果も認められるが、それに対して

消極的な人たちの意志を尊重しつつ、今後も慎重な運営が求められるであろう。 
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3.大洗町の変容： 

以上に示した復興過程において、大洗町の人々の意識はどのように変容してきたのだろ

うか。大洗町は、海水浴場として有名であり、主に関東方面から毎年数多くの客がやってき

ていた。民宿経営者清水氏や石井（盛）氏によれば「そこまで頑張らなくても客が入ってく

る」状態であった。震災以後は、前述のように、来客数がどん底に近くなっており、なかな

か回復できないでいる。震災による被害や風評被害によって混迷を極めていたため、住民た

ちは危機意識を感じていた。そこから、住民たちは団結し、復興へ向けて努力していった。

さらに震災以前にはなかったアニメ作品との連携によって、新たな局面を迎えている。 

大洗町の副町長石井（孝）氏はこう語る。 

 

風評ってやはり大変だった。最初の夏には本当に人が来なくなった。怖いイメー

ジもあるし。しかし大洗という所は、海とともに育っていく所だから、やっぱり

海が好きだよねという気持ちが強い。震災をきっかけにして、観光地としての地

盤はどうなっているのか反省する機会となった。大洗の絶対的なものは何なのか。

今は『ガルパン』効果で、すごく良かった。しかもそれは行政だけじゃなく、た

くさんの組織が一緒に頑張っている結果。交流の原点となった。 

 

現地の民宿経営者清水氏も、同様の指摘をしている。 

 

皆が一緒にやろうという気持ちが強くなったんですね。観光もそうだし、まとめ

てやろうとするとうまくいきます。一人ではできないから。若い人は特に、震災

前は横のつながりがなかったんですけど、いまはつながることになったな。そこ

はほかの市町村と違った所。 

 

また、商店街のお年寄りがアニメのファンと交流することにより、元気づけられたという

声がしばしば聞こえてきた。たとえば、60 代の喫茶店の店主 X は、震災の津波の浸水の影

響と体調悪化により、店を閉めていた。しかし、店を再開して以降、アニメファンとの交流

が深まり、経営状態もよくなってきた。X は町を訪れるファンの手助けに感謝してこう述べ

ている。 

 

震災のことを考えると嫌な気分になって、あまり思い出したくないです。私は一

人で店をやって大変だったですけど、今はファンの方たちにいっぱい助けてもら

ったの。店をコーティングしてくれたり、アニメグッズを置いてくれたり、メニ

ューさえ作ってくれるし、最初はアニメのことはよく分からなかったけど、いま

は彼らと喋れると元気になりますよ。 
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 では、最初は深夜アニメのキャラクターに受け入れない住民も、大洗町の変容をみて考え

が変わった方もいる。たとえば専業主婦でもあり、観光ボランティアの高橋氏が 2014 年の

6 月の際に筆者に、来月は『ガールズ＆パンツァーOVA』を観に行くために映画館へ行くよ。

実は昨年までは町中がアニメのキャラクターばっかりだから嫌だったけど、今はこのブー

ムをずっと続いて欲しい。やはりファンが来てくれないと大洗町またさびってしまうから

と教えてくれた。 

また、アニメが契機となって、風評被害をめぐる住民とマスメディアの関係にも変化が現

れてきた。たとえば、アニメの取り組みのリーダー常盤氏は、マスメディアとのインタラク

ションがより活発になったと指摘している。 

 

あんこう祭の前の日に記者会見を行った。メディアにはいっぱい知り合いがいる

ので、たとえば新聞さんとか、ラジオさんとか、情報誌、いばキラ TV そういっ

た所で『ガルパン』のことを取り上げてもらえば、そのオフィシャル感が出る。

いろいろ声をかけようとしたら、来てくれたんです。24 社が来てくれた。相談し

て、大洗ホテルもただで借りて、会場借りて、24 名の記者を集めて、プロデュー

サーも来てもらって、こういうこと大洗を盛り上げたいのよと言った。すぐ記事

を載せてくれた人もいるし、1 ヶ月後載せてくれる人もいる。ほぼ載せてくれた

ね。 

 

住民とマスメディア関係者、つまり、取材される側と取材する側との間の食い違いを軽減

するために、住民の間にもマスメディアとの積極的な関わりが必要であるとの意見が出て

きているのである。常盤氏は次のように続ける。 

 

新聞は、こういうことですか？どうですか？ストーリー作りたい時あるじゃん、

という嫌な質問くるとき、基本「やめて」というけど、こういうことあるよ。み

んなが頑張っているよと伝えたいとき、プレスリリース。取材してもらえません

か。と真実伝えてくれ。俺は積極的だよ。なんでも投げる。そうしたら記者さん

と友達になれるじゃん。 

 

旅館経営者の石井（盛）も、震災以降のさまざまな体験から、マスメディアとの関わりに

ついて理解が深まってきたと語っている。 

 

この 3 年間いろいろ経験させていただいて、さんざんおとし込まれたり、まあ、

こうやって魚の問題でこういう風に取り上げられたり（石井（盛）氏が大洗漁業

研究会の記事を指す）、『ガルパン』の形で受け止められたり、まあ、考え的には、

マスコミのマーケティングそんなものですよね。そういうもんだと思えば、彼ら
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とどう付き合えばいいか、よくわかる。彼らが欲しがっているもの何か。都合が

いいものを流す。都合悪いものを隠す。 

 

以上の大洗町の発展を踏まえ、第 2 章で紹介した「明星災区／社区」の視点から見てみよ

う。震災直後、マスメディアが東北 3 県に注目していたため、同じく被災した茨城県があま

り報道されなかったものの、風評被害の被災地として、マスメディアに大いに報道されたこ

とにより、全国に広まって、「明星災区」となっていたと考えられる。しかし、その後、大

洗町の住民はこのような状況を克服しようとし、『ガルパン』の取り組みのように、住民と

行政、外部支援者、マスメディアなど「復興の正四面体モデル」の関係当事者と活発的なコ

ミュニケ―ションを行っていた。それは、「明星社区」として、住民主体の取り組みとなり、

華山村のようにコーヒー産業を活用したまちづくりの模範事例と類似している。  また、

大洗町の場合は、住民が積極的にファンと交流することにより、アニメのファンが、単なる

大洗町とは距離が遠い「被災地を取りこむ社会」から、聖地巡礼、イベント、ボランティア

などの行動を取り、「外部支援者」となった特徴がある。それは、小林村と国際メディア CNN

の働きの事例と同じく、地元の住民が社会の多くの人々を関係当事者としてみなすことが、

活性化した正四面体モデルのフレームに当てはまっている。 

 

3.3 総合考察 

 

以上検討してきた風評被害をめぐる難題は、1 つの事件に対して相異なる複数の証言が並

立する状態、すなわち、「羅生門問題」と類縁性がある。そこで、ここでは、大洗における

風評被害について理解を深めるために、「羅生門問題」の観点から考察してみよう。その上

で、風評被害を解消するために大洗町がこれまで取り組んできたことを位置づけ、さらに、

新たな方向性についても展望する。 

 

3.3.1「羅生門問題」の視点から見た風評被害 

「羅生門問題」とは、複数の相矛盾する観察（現実）が存在する事態を指す用語である。

芥川龍之介の短編小説『藪の中』、黒澤明監督の映画『羅生門』に由来するこの概念は、文

化人類学、心理学、教育学、社会学などの分野で広く用いられてきた。 

これまで、「羅生門問題」については、証言者（視点）によって現実が異なるという点が

強調されてきた。しかし、真に注目すべきは、証言（視点）の多様性や不一致ではなく、証

言（視点）の著しい違いにもかかわらず、これらの証言（視点）が同じ 1 つの事象（現実）

に対する異なる証言（視点）だと見なされる事実の方である（矢守，2011）。映画『羅生門』

の場合、旅の侍の死をめぐって、侍の妻、盗賊、杣売り、侍自身の証言が並置され、その著

しい違いが問題視される。しかし、むしろ、より大きな謎は、なぜ、それらの証言が「同じ

1 つの事象（現実）」に対する異なるバージョンとして定位・理解されるのか、そして、「同
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じ 1 つの事象（現実）」を保証しているのはだれか（何か）、という疑問の方である。 

さらに、より重要な問題として、この「同じ 1 つの事象（現実）」そのものと並立するよ

うな別の事象（現実）が、元の事象（現実）に対する相異なる証言群の陰に隠れている可能

性を指摘できる。つまり、より大きな「羅生門問題」が、より小さな「羅生門問題」の陰に

隠れている可能性があるのだ。 

大洗町における風評被害でも、このような事態が生じていると考えられる。すなわち、大

洗における風評被害と関係している「羅生門問題」は、大洗の海水浴場や海産物は「安全だ

（放射能汚染はない、ないし問題にならない水準だ）」との証言と、「危険かもしれない」と

の証言との間の矛盾・並立である。一見すると、大洗における風評被害はこのように理解で

きるように見える。 

 

 

 

図-3-6 小さな羅生門問題と大きな羅生門問題 

 

しかし、図-3-6 で示したように、「安全だ」と「危険だ」の間の対立、葛藤をめぐる言葉

や行為は、多かれ少なかれ、放射能汚染の問題を抱える大洗町という「同じ 1 つの事象（現

実）」だけを浮上させる効果をもつ。放射能汚染の「ある／なし」をめぐる小さな「羅生門

問題」が、「放射能汚染問題をもつ大洗／それ以外の大洗」という、より大きな「羅生門問

題」を覆い隠す役割を果たすのである。ここで重要な点は、「危険だ」という見方（証言）

はもちろん、「安全だ」という見方（証言）も、放射能汚染をめぐる、より小さな「羅生門

問題」を強化する役割を果たしてしまうという逆説的な構造が存在する点である。 

以上のことは、地域住民の次の証言（米川氏）に、もっとも典型的にあらわれている。「大

洗町漁業研究会」の Facebook を立ち上げた動機について、ある漁師は「単純に自分なりに

何とかしたくて、違う所で頑張りたい、盛り上がりたい。だから震災とは関係ない」として

いた。同研究会のメンバーはおよそ 28 人、年齢は 20 代から 40 代までである。彼らの前に
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は、放射能汚染の問題だけでなく、魚食離れ、資源枯渇による水揚げの減少、後継者不足と

いった課題がある。そこで、彼らは Facebook を立ち上げ、魚のレシピを紹介し、漁師の日

常の生活を報告する試みを開始した。彼らの言葉を借りれば、Facebook は、「消費者に魚を

好きになってもらう」ことを目指したものであり、「単なる違う所で頑張る気持ち」（この場

合、放射能汚染対策とは違う所で頑張る気持ち）に支えられている。要するに、Facebook は、

放射能汚染をめぐる風評被害を克服すべく「安全」を主張するものでは、本来なかったので

ある。 

しかし、マスメディアの報道では、この Facebook の「きっかけは津波と原発事故。港は

船が打ち上げられるなどの被害を受け、町の主産業の観光と漁業は風評被害で観光客が震

災前の半分程度に落ちた」と報道されており、Facebook が放射能汚染をめぐる風評被害対

策として位置づけられている。こうした変形が生じてしまう理由については事例研究の中

でも簡単に指摘したが、重要な事項なので、ここではあらためて 3 つの点に集約しておこ

う。 

第 1 に、広く全国の読者の注目を集めるために、風評被害という「社会イシュー」を強調

する必要があった点を指摘できる。Z 氏は、漁師の「単なる違う所で頑張る気持ち」は、「5

段見出し」という大きい見出しの内容としては、「弱い」内容であると指摘していた。 

第 2 に、マスメディアは被災地の出来事を「美談化」しがちである。より一般化すれば、

美談化以外にも、悲話化、英雄譚化など、いずれにせよ、定型的なストーリー・フォーマッ

トに合わせて様式化しがちである（成田，1996）。この事例も、津波や原発事故の被害を受

けた漁師が Facebook を使って困難に立ち向かうという美談のストーリーに回収されている

と見ることができる。「震災を経験した人びとのなかには、ステレオタイプ（定型）化され

ていない物語の瑞々しい想像力によってはじめて映し出されてくる、これまでとまったく

異なる次元の新しいリアリティを必要とする人びとが数多く存在する」（遠藤，1999,p.159）

はずであるが、こうした次元は隠蔽されてしまいがちである。 

第 3 に、マスメディア自身の使命感が逆作用している一面がある。Y 氏と Z 氏はともに、

記者たちは、風評被害という「誤解をなくす」ために貢献したいという意図をもって、上記

のような記事を書いたと指摘している。しかし、先に述べたように、「安全だ」という見方

（記事）も、放射能汚染をめぐるより小さな「羅生門問題」を強化する役割を果たしてしま

う。実際、上に見たように、「単なる違う所で頑張る気持ち」から Facebook に取り組む漁師

たちは、風評被害に NO と言ってくれる新聞記事ではなく、風評被害とは異なるコンテキス

トのもとで自分たちの活動を取り上げてくれる記事を待望していたのである。 

では、放射能汚染の「ある／なし」をめぐる「羅生門問題」、すなわち、より小さな「羅

生門問題」にとらわれることなく、「放射能汚染問題をもつ大洗／それ以外の大洗」という、

より大きな「羅生門問題」を直視し、「それ以外の大洗」に光をあてるために、どのような

方策がありうるのだろうか。言いかえれば、漁師たちの「単なる違う所で頑張る気持ち」を

支援するために、どのようなアプローチが可能なのだろうか。この点について、項をあらた
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めて考察していこう。 

 

3.3.2 「危機対応」から「契機創造」へ 

これまで見てきたように、大洗町の風評被害対策は、大まかに 2 つの方向に分けられる。

1 つ目は放射能汚染について、各種の産物の安全検査を実施したり、安全性を PR したりと

いった対策である。これらは、「危機対応」型のアプローチと呼ぶことができる。このアプ

ローチには、行政による検査や情報発信だけではなく、地域住民が自ら能動的に放射性物質

の探測器で汚染の程度を測る行動も含まれていた。また、マスメディアの力に依存するだけ

でなく、大洗町役場および商店街、宿泊業者が「観光キャラバン」を通じて大洗町の魅力や

安全性を紹介する試みも実施された。さらに、SNS を通じて、町の安全・安心をアピール

し、最新情報を世間に発信するなどの個人的な試みもあった。 

しかし、こうした「危機対応」型のアプローチには、前節で指摘したように、どうしても

乗り越えがたい難題が残ってしまう。それは、安全性を強調する言葉や行為が、逆に、大洗

町を、放射能汚染の「ある／なし」というフレームに閉じ込めてしまうのである。 

風評被害を克服するためには、「放射能汚染問題をもつ大洗／それ以外の大洗」という、

より大きな「羅生門問題」を直視し、「それ以外の大洗」をハイライトするようなアプロー

チでなければならない。「危機対応」と区別される「契機創造」型の対応とは、まさにこう

したアプローチのことである。 

ここで注意しなければならないことは、「危機対応」が不要というわけではない点である。

放射能汚染の有無に関する情報を十分把握することや必要な情報発信を行うことは、もち

ろん重要である。しかし、「危機対応」が求められる問題があまりにも深刻で、それに対す

る当事者サイドからの主体的な関わりの余地が大きくないケースで「危機対応」だけを強調

することは、逆に、当事者に無力感を生み主体性を喪失させてしまう恐れがある。 

特に、この意味での主体性の喪失が、「危機対応」の焦点となっている課題解決だけでな

く、生活復興全体やまちづくり全般にまで及ぶ場合があることが重要である。そこで、「危

機対応」と並行して、それを補完する役割を担うアプローチとして求められるのが、「契機

創造」である。 

たとえば、災害復興論に言う「軸ずらし」の視点も、「契機創造」と類似の思想に基づい

ている。宮本（2011）は 2004 年の新潟県中越地震の被災地の一つ、新潟県長岡市木沢集落

におけるフィールドワークをもとに、復興における「軸ずらし」という視点を導出した。「軸

ずらし」とは、「眼の前に山積する課題が深刻すぎて、もうどうすることもできないとあき

らめの気持ちで満ちている時に、一度眼の前の課題から目線をずらしてみて、被災者の方が

自分たちの足元の豊かさを『よそもの』の力を借りながら見つめなおしてみることが有効な

のだという感覚」（宮本，2011，p.200）をベースにした復興論である。 

この意味で、大洗町が、風評被害（対策）とは直接関係しないところで、数多くの「町を

元気づける」をモチーフとした祭りやイベントを開催してきたこと、そして、『ガルパン』
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を活用してきたことは、まさに「軸ずらし」の一例であり、「契機創造」型のアプローチの

好例である。特に、「聖地巡礼」に来たアニメファンが、観光客の立場を超えて、大洗町と

いう「聖地」のために、商店街や宿泊業者との交流を深め、店にグッズを提供したり、町の

清掃運動に参加したりするなど、町の当事者となり始めている点、および、そのことに町の

住民たちが力づけられている点は、非常に興味深い。しかも、こうした活動は、「風評被害

を克服するため」になされているわけではない。これに呼応して、マスメディアの報道も、

「風評被害による低迷」から「人気アニメの聖地」へと焦点を転換してきた。 

要するに、大洗町の場合、「危機対応」型のアプローチのフレームの中では、当事者の主

体性が喪失する危険もあった－「自分たちがいくらがんばって情報発信しても、その意図

が伝わらない、また観光客も戻ってきてくれない」という形で。そこに、眼前の課題を直接

的に解決するものではないかもしれないが、ひとまず、当事者たちにとって、自分たちで何

かをなしうる契機（『ガルパン』など）がもたらされた。このような「契機創造」によって、

大洗の人たちは、自らの暮らしや町の資源の豊かさや可能性に気づいた。ここでは、一見迂

遠に見える「契機創造」が、災害復興に対する当事者の主体的な関与を後押しする点で、実

は、「危機対応」そのものをも間接的に推進する近道にもなっているのではないだろうか。 

 

3.4 結論と展望 

 

今日の「リスク社会」においては、放射線問題をめぐる風評を、「真実」を提示すること

によって（言いかえれば、誤った事実認識を訂正することによって）解消するという古典的

なアプローチは通用しない。放射能汚染について、「安全か、危険か」という対立は、その

いずれの側に立った言動をなしてみても、結果としては、「安全か、危険か」という、より

小さな「羅生門問題」の枠内にとらわれてしまうことになる。汚染が疑われる対象を精細に

安全検査すること、その結果を公表すること、安全性を PR すること、こういった「危機対

応」型のアプローチだけでは限界があるのだ。 

こうした事態において求められるのは、小さな「羅生門問題」の陰に隠れているより大き

な「羅生門問題」を直視することである。すなわち、放射能汚染という枠組みでのみ対象を

見つめ働きかけるのではなく、それ自体の外側にまで出てしまうアプローチである。これが、

「危機対応」とは区別される「契機創造」型のアプローチである。新しい契機を創出するこ

とで、風評被害の観点からのみ大洗町が対象化されることが防止され、「それ以外の大洗」

が浮上する。そして、そのことが、すぐには大きな前進が見込まれない「危機対応」に終始

することで逆に失われる危険もある当事者の主体性を回復する機能も有する。 

もちろん、「危機対応」型の対策がまったく不必要というわけではない。また、いずれの

対策にしても一朝一夕に効果を発揮するものでもない。現在「契機創造」型アプローチによ

って主体的な復興が進みつつある大洗町が放射能汚染をめぐる問題にどのように取り組ん

でいくことができるのかを展望し、それを支援するためにはさらなるアクションリサーチ
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の継続が必要である。 

そのための第一歩として、これまでの聞き取り調査の結果をベースに、防災ゲーム「クロ

スロード：大洗編」を開発する実践である。次章は、大洗町で「クロスロード：大洗編」を

活用した活動を継続して災害復興に関するアクションリサーチを進めながら、災害復興に

おける「危機対応」型、「契機創造」型、これら 2 つのアプローチの特徴について、大洗町

以外のフィールドでの実践・研究もまじえてさらに深く検討を加えていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 

1)  2012 年 9 月 1 日、東京都市大学で開催された第 9 回「日本質的心理学会」委員会企画

シンポジウム「『被災地』からみた風評被害～茨城・大洗町の取り組みを軸に」の配布

資料より。 
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2)  茨城の観光レクリエーション現況 観光動態調査平成 22 年、23 年、24 年調査結果に基

づく．http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/kanbutsu/（情報取得 2013/06/27） 

3) 茨城県漁政課．(2013)．  

http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/gyosei/housyanou_jyouhou.html（情報取得 2013/06/27） 

4) ほげほげ放送．http://oaraihogehoge.blog.fc2.com/(情報取得 2013/09/23) 

5) 大洗ホテル．http://d.hatena.ne.jp/oarai-hotel/20110403(情報取得 2013/09/23) 

6)  2013 年 11 月 18 日茨城新聞記事『大洗であんこう祭 つるし切りに拍手 「アライッ

ペ」登場』．http://ibarakinews.jp/news/news.php?f_jun=13846908804244(情報取得

2014/04/06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 被災地住民主体のコミュニケーション―「クロスロード：大洗編」の

実践と意義                   

 

file:///C:/Users/Lee/Documents/質的心理学会/論文投稿/http
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/kanbutsu/（2013年6月27
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/kanbutsu/（2013年6月27
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要約：第 3 章では、東日本大震災の被災地茨城県大洗町における風評被害にかかわるマスメ

ディアの報道、産業の衰退などの問題、そして住民の復興への取り組みについて述べてきた。

風評被害を克服するために、マスメディア、行政が協力して被災地を支えることはもちろん

重要であるが、住民が主体的に復興への取り組みおよび情報発信に関与することが効果的

であることがわかった。しかし、専門家の間ですら安全・安心に関する見解が分かれている

状態において、住民が主体となって情報を作り出すことは容易ではない。そこで、「復興の

正四面体モデル」において、それぞれの関係当事者がコミュニケーションを増やし、活性化

する関係性を目指すためには、被災地の社会では問題を明確化し相互に議論できる場を構

築する必要があると考えられる。本章では、リスク・コミュニケーションのツールとして開

発された防災ゲーム「クロスロード」を用いて、この課題に取り組んだアクションリサーチ

について報告する。具体的には、地域住民が自らの震災体験や復興体験に基づき、被災地の

課題を「クロスロード」の設問として明確化（表現）し、相互に議論する活動を行った。そ

の上で、「当事者研究」のフレームを踏まえ、このアクションリサーチの意義を以下の 3 つ

の点から考察した。第 1 に、住民自らが直面する課題を具体化すること（可視化・言語化）、

第 2 に、地域住民がゲームをプレーし相互に議論することで、復興過程に関わるさまざまな

関係当事者に「対話」の機会を提供すること（共同化・対話化）、第 3 に、以上 2 つのステ

ップを踏まえて、地域住民自身が直面する課題を、マスメディア、行政、専門家由来の外来

の枠組に依拠した思考や判断にすべて頼ることなく、主体的に再考し決断すること（主体

化・再内在化）、以上の 3 点である。 

 

4.1 研究背景と目的 

 

2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生して以来、地震・津波がもたらした壊滅的な状況

とともに、福島第一原発事故による放射能汚染は社会に大きなダメージを与えた。しかし、

専門家の間でも安全・安心についての意見が分かれている。たとえば、「年間線量 100 ミリ

シーベルトを超えなければ『健康への影響は確認できない』」という説がある一方、「線量限

度以下の低線量被曝でも危険がある」と主張する専門家もいる。また、インターネットでは

放射能に関する情報が広まり、それはデマ、うわさなのか、あるいは隠蔽された事実なのか、

判断が困難である。このことに関するマスメディアの報道、そして風評被害にめぐる問題に

ついては、すでに第 3 章でも述べた。 

現段階の解決策としては、たとえば生産者が消費者への安心情報を提供すること（小山，

2013；氏家，2012）、政府、原子力関係者が放射能に関する情報を隠さずに公開すること（関

谷，2011）などが、提起されている。しかし、大洗町の事例（第 3 章）で指摘したように、

放射能汚染に直面する「危機対応」アプローチのみ重視することには、限界もある。つまり、

これらの放射能汚染に関する安全安心の基準値に関して、行政が一部の専門家による判断

に基づいて決定してしまっており、被災地の住民にとっては自分たちの声が十分に反映さ
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れていないとている人も多い。それにより、地域住民の支援者として本来位置づけられるべ

きマスメディア、行政、専門家といった関係当事者と地域住民と間の信頼関係を希薄にし、

地域住民の災害復興情報に対する主体的な関わりが減少させ、地域住民に無力感を生んだ

り、自分たちの力ではどうしようもないとの意識を生んでしまう恐れが生じてしまう。むし

ろ、「契機創造」アプローチのように、住民を主体として、外部との連携により、放射能と

は直接的関係の薄い契機（たとえば、アニメ活性化事業）による活性化を図るほうが、復興

に対して効果的である場合がある。その際、復興の主体である被災地の住民を支えることが

重要である。 

その中で、「契機創造」アプローチによって、住民の主体性が回復され、別次元からの地

域活性化が図られるとしても、当該の地域が直面する直接的な課題、すなわち、大洗町のケ

ースで言えば、主として放射能問題に由来する風評被害の問題を完全に避けて通ることが

できるわけではない。言いかえれば、本研究は、「危機対応」アプローチの重要性を否定す

るものではない。「契機創造」アプローチという迂回路を経ることを通して、地域住民が地

域復興の主体性を回復し、関係当事者との連携を確保した後は、あらためて、地域復興の課

題に正面から向き合うこと、すなわち、「危機対応」アプローチも必要となる。重要なこと

は、「大きな羅生門」問題（「契機創造」アプローチ）にせよ、「小さな羅生門」問題（「危機

対応」アプローチ）にせよ、まずは被災地住民の声、具体的な経験や葛藤を緻密に記録し、

伝承・共有し、そこを基点として災害復興情報を構築し、災害復興を図っていくことである。 

本研究では、大洗町において、1 年以上のフィールドワークを行い、得られた聞き取り調

査の結果をもとに、防災ゲーム「クロスロード：大洗編」（「クロスロード」の大洗町地域バ

ージョン）を開発することで、以上の問題の改善をはかり、その意義を考察していく。 

本章の構成は、まず、4.2 節で、防災ゲーム「クロスロード」の内容および意義を踏まえ、

「大洗編」の活動の必要性および実践プロセスについて述べる。4.3 節では、「当事者研究」

のフレームを用い、「大洗編」の意義と特徴をまとめながら、本取り組みの具体的内容につ

いて紹介する。最後に、4.4 節では、本章の結論と今後の展望について記述する。 
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4.2 防災ゲーム「クロスロード」 

 

4.2.1「クロスロード」とは 

「クロスロード」は大地震の被害軽減を目的に文部科学省が進める「大都市大震災軽減化

特別プロジェクト」の一環として開発されたもので、2004 年 7 月に、最初の「神戸編・一

般編」が完成した。「神戸編・一般編」は、阪神・淡路大震災において災害対応にあたった

神戸市職員へのインタビューの内容がもとになっており、実際に神戸市職員が経験したジ

レンマを事例としてカード化したものである（吉川・矢守・杉浦，2009）。これまで、「クロ

スロード」を活用した実践が、国内外で防災研修・教育の一環として広く実践されている。  

「クロスロード」（crossroad）とは、「岐路」、「分かれ道」のことで、そこから転じて、重

要な決断を下さなければならない事態を示している。このゲームは、災害時のさまざまな局

面で経験される「こちらを立てればあちらが立たず」といった場面を素材に作成された、カ

ードを用いたゲーム形式による防災教育教材である。ゲームの参加者は、カード（図-4-1）

に書かれた設問を自らの問題として考え、二者択一の設問に YES または NO のカードを示

すことで自分の考えを表明するとともに、防災を「他人事」ではなく「我が事」として考え、

同時に参加者同士が意見交換を行いながら、ゲームを進めていく。具体的な質問の例として

は、「あなたは被災した公立病院の職員。入院患者を他病院へ移送中。ストレッチャー上の

患者さんを報道カメラマンが撮ろうとする。腹に据えかねる。そのまま撮影させるか？答え

は YES 撮影させる／NO 撮影させない」のようなものがある。いままで、YES を選択す

る理由は、災害のことを世間に伝えないといけない、報道カメラマンの仕事を邪魔してはい

けない…などがある。他方で、NO を選択する理由は、撮影する余裕があれば手伝って欲し

図-4-1 クロスロードカードゲームのルールと設問カードの見本 
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い、患者のプラバシーを守るべきなどがある。いずれにしても、唯一の「正解」を求めるこ

とが困難な事態であることを示している。「クロスロード」の背景には、災害対応において

は、必ずしも正解があるとは限らず状況に応じて判断が求められるのであり、そのような危

機を乗り切るためには、あらかじめそのような事態を想定し、自ら考えたり、他者の経験や

知恵から学ぶことが訓練になるのだという思いが込められている（矢守・吉川・網代，2005）。 

「クロスロード」の基本フォーマットはシンプルであるため、コンテンツを変更すれば、

防災・減災課題だけではなく、さまざまな場面においては応用できる。たとえば「神戸・一

般編」、「市民編」、「災害ボランティア編」のほかに、「クロスロード」の利用と普及を進め

る取り組みとして、「高知編」、「大学生編」、「海上保安庁編」、「学校安全編」、「要援護者編」、

「感染症対策編」、「新型インフルエンザ編」などいくつかのバージョンが作成されている。

上記の作成者については、矢守（2007）は「これらは、いずれも、それぞれのテーマに関す

るエキスパートや現場の実践家と、筆者らとの『対話』を通じて共同制作されたものである」

と述べている。また、専門家ではなく、地域住民自身が中心的に設問を作成したケースにつ

いては、神戸市星和台鳴子地域福祉センターの役員会が「クロスロード」を通じて、地域の

活性化をはかった例がある（吉本・矢守，2011）。東日本大震災の被災地住民が「クロスロ

ード」の設問を作成した例でいえば、仙台市の住民グループ「わしん倶楽部」の実践がある

にとどまっている。 

では、これまで主に防災教育、防災のための研修の場面で活用された「クロスロード」は、

なぜ大洗町のような復興過程において、活用する必要があるのだろうか。その理由は、筆者

が 2012 年 11 月から、大洗町で住民の震災当時の様子から現在の状況までさまざまな体験

をインタビューしてきた。そこには、阪神・淡路の被災地と同様、多くのジレンマを見るこ

とができた。そのため、「クロスロード」のツールを通じて、これらのジレンマや矛盾を明

確化し、そして交流できることは、復興過程の発展に一助になるのではないかと考えられる。 

  

4.2.2「クロスロード：大洗編」の作成プロセス 

筆者が大洗町で「クロスロード：大洗編」（以下、「大洗編」）の作成を始めたのは、2014

年 1 月である。きっかけは、2013 年の年末に、大洗町役場の「防災支援センター（仮）」の

建設計画をめぐって、筆者が役場の関係者から「防災教育の教材を提供してくれないか」と

いう問い合わせを受けたことである。そこで、役場の関係者らと相談する中で、町民自身の

被災体験・復興体験に基づく「大洗編」を作成するアイディアが生まれた。その後、2014 年

1 月から 11 月まで、設問の作成、ワークショップの開催を行った。 

次に、筆者のエスノグラフィーおよびインタビュー内容を用い、「大洗編」の活動内容を

紹介していく（インタビューリストは表-4-1 参照）。 

まず、設問の作成のプロセスについて、3 つのパターンがある。1 つ目は、筆者がいまま

で町民に行ってきたインタビューの内容から、「クロスロード」の主旨に相応しい震災体験

を抽出し、当事者に「大洗編」の設問を提案し、共同的に作成したものである。2 つ目は、
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当事者に「大洗編」の趣旨を説明し、新しい設問を作成してもらうことである。以上の 2 つ

のパターンにおいて、当事者には、設問にかかわる実体験および見解、反省点を語ってもら

い、それを動画（表-4-3 参照）で記録した。3 つ目は、「クロスロード：大洗編」のワークシ

ョップを開催した際に、参加者に設問を作成してもらったものである。以上の方法により作

成された合計 26 問（表-4-2）を、地震津波発災からの時系列に従って、「緊急期」（9 問）、

「避難・復旧期」（3 問）、「復興期」（14 問）の 3 つの時期に分けた。具体的に、これらの設

問は 2 つの問題点として分けている。1 つ目は津波避難、2 つ目は放射能汚染である。津波

避難に関して、東日本大震災当時の避難経験から、今後の津波への備えまで、多様な職業の

当事者が自らの視点から、設問を作成した。また、大洗町の海水浴場には、毎年 35 万以上

の観光客が来場するが、大勢の津波避難訓練は深刻な課題となっている。これらの悩みは、

問 2 と問 21 では、表現されている。次に、放射能汚染の課題について、食の安全、風評被

害、情報発信、マスメディアとソーシャルメディアの利用など、総括されている。 

ワークショップについて、これらの設問を多くの住民と共有するために、筆者がコーディ

ネーターとなってワークショップを計画し、大洗町で計 4 回実施した。それぞれのワークシ

ョップの構成については、前半は「大洗編」の中の 4 問をプレーし、後半は参加者に設問を作

成する時間を設けた。合計して約 2 時間に渡って実施した（詳しい情報は表-4-4、付録②参照）。 

すべてのワークショップの中で、参加者が積極的に発言し、自らの震災体験と照らし合わせ、

議論していた。特に、当事者動画を紹介した際の反応から、「大洗編」を作成した当事者のうち

の何人かは、大洗住民であった参加者にとって親しみがある人物のため、その設問内容も身近

な問題として考えられるようだった。たとえば第 2 回のワークショップの際に、参加者らは当

事者動画の登場人物はどこに住んでいる誰なのかを熱心に議論していたため、その動画内容が

聞き取れなくなってしまう場面も何度かあった。また、ワークショップの参加者は主に大洗町

の住民であるが、それ以外の人々も真剣に参加していた。たとえば第 1 回と第 4 回のワークシ

ョップでは、茨城県内の大学生、教員、そしてアニメのファンが参加していた。また、第 1 回

と第 3 回のワークショップでは、マスメディアの記者が取材しにきたため、設問を通じて、参

加者と記者が会話する場面があった。 

このように、大洗町に関わるさまざまな人々とのやり取りを通して、「クロスロード：大

洗編」のセット（下記：「大洗編セット」）（図-4-2）を作成することが決定した。セットの制

作の理由は下記の 2 つである。まず、第 3 回のワークショップを実施した後に、これまでの

筆者の「大洗編」の活動は、自身のフィールドワークで出会ったことがある人物に限られて

おり、特に小中学校には広まっていないことに気づいたことだった。次に、従来の「クロス

ロード：神戸編・市民編」のパッケージのように、配布できるセットを作成することで、多

くの大洗町の人びとが自由に「大洗編」をプレーすることができれば、大洗町の防災活動を

促進できるねらいがある。 

設問カードを作成する際、従来の「クロスロード」であれば、カードのデザインは統一さ

れたものだったが、「大洗編」では、大洗町の住民の当事者性を強調するために、それぞれ
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の当事者に自筆でカードを作成してもらうことにした。具体的には、当事者に自筆で自ら作

成した設問と、大洗町をイメージしたイラストをポストカード大の用紙の両面にそれぞれ

書いてもらった。このような作業を通じて、住民が自らの体験および地元に対する思いを自

由に表現することができた（図-4-3）。 

このようにして、設問カード 26 枚、YES/NO カード 10 セット、解説書 1 冊、「復考大洗

―あの日あの時の本人解説動画 DVD」1 枚からなる「大洗編セット」が完成した。「大洗編

セット」は、300 部作成され、大洗町の住民および全国の「クロスロード」の実践活動を行

う方々に配布した。2014 年 11 月 26 日には、大洗町のほげほげカフェで「クロスロード：

大洗編お披露目パーティー」を開催した。設問の作成者およびワークショップの参加者、役

場、研究者など、30 人を超える人々が出席した。お披露目パーティーでは、設問の作成者

が自ら作成した内容を参加者の前で朗読し、その設問に対する思いを語った（図-4-4）。お披

露目パーティーと「大洗編セット」の製品を通して、災害、復興、まちづくりに関する大洗

町の問題を当事者の間で共有できたと考えられる。具体的にどのようにセットを活用して

いくのかが、今後の課題となっているが、現時点（2015 年 2 月）ではすでに住民からの反

響が生まれつつある。たとえば、NPO 法人大洗海の大学が町の防災観光事業を計画し、「防

災ツーリズム」の中で「大洗編」をプログラムの中に入れる予定である。また、一般社団法

人大洗青年会議所が 2015 年度のまちづくり事業の中で、「大洗編」を導入する予定である。 

以上の「大洗編」の作成プロセスをふりかえると、「大洗編」は、これまでの防災ゲーム

としての「クロスロード」と同じように、災害の体験や教訓の蓄積と伝承にとって有効であ

ると考えられる（矢守・吉川・網代，2005））。しかし、「大洗編」とこれまでの「クロスロ

ード」活動の相違点についても、明記しておきたい。従来の「クロスロード」では、研究者

らが阪神淡路大震災の被災地における事例をもとに作成した教材（設問）を全国の地域に適

用し、地域住民に防災・復興やまちづくりに関するゲーミングワークショップを展開するこ

とが多かった。一方で、「大洗編」では、研究者と当事者である地域住民が共同して、地域

の課題を設問化し、かつ地域でワークショップを通して、多様な参加者が相互に議論できる

特徴を持っている。 

この「大洗編」の特徴は、精神障害治療科の領域で、ユニークかつ効果的なアプローチが

大きな注目を集めている「浦河べてるの家」の「当事者研究」の視点－その骨子は、「自分

自身で、共に」というスローガンで表現されている－から整理することが可能である（詳

しくは、浦河べてるの家（2002）；向谷地（2006）；向谷地（2009）；斉藤（2010）；石原（2013）

などを参照）。次節から、「当事者研究」のフレームを用い、「大洗編」のアプローチの意義

を明確化していく。 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-4-1 インタビュー調査対象 

名前 
性

別 
年齢 職業 場所 時期 

飯田

（英） 
男 40 代 消防団員／美容師／町議員 大洗町 

2013/03/11 

2014/01/17 

2014/07/30 
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高橋 女 30 代 専業主婦 大洗町 

2014/01/18 

2014/03/30 

2014/07/27 

2014/10/05 

常盤 男 40 代 物産店業者 大洗町 

2013/01/27 

2014/03/11 

2014/07/30 

米川 男 40 代 漁師 大洗町 

2013/07/12 

2014/01/16 

2014/05/23 

2014/07/28 

2014/11/05 

飯田 

（尚） 
男 20 代 漁師 大洗町 

2013/01/16 

2014/05/23 

2014/07/28 

石田 女 60 代 専業主婦/大洗臨海鉄道応援団団長 大洗町 

2014/03/10 

2014/04/21 

2014/08/25 

2014/11/06 

清水 男 60 代 民宿業者 大洗町 

2014/01/18 

2014/05/23 

2014/07/26 

2014/10/05 

木村 女 30 代 記者 
大洗町 

水戸 

2014/05/23 

2014/10/03 

2014/11/04 

石井 男 40 代 旅館業者 大洗町 

2014/06/15 

2014/07/29 

2014/10/05 

表-4-2 「クロスロード：大洗編」26 問の設問 

番号 設問内容 

問 1 あなたは消防団員。大地震が発生し、津波警報も出た。沿岸部で車の避難誘導をして

いる最中に、20 分後に津波が到達するという情報を受けた。先に避難するか？ それ

とも、避難誘導を続けるか？ 

⇒YES 避難する NO 誘導を続ける 

問 2 あなたはライフセーバーのキャプテン。海水浴場に 2～3 万人の利用者がいますが、
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そこに「大津波警報」。避難誘導をするが、津波到達予想時間まで 10 分を切った。

まだまだ海に子供達も残っている。あなたはどうする？ 

⇒YES 自ら避難する NO 最後まで残る 

問 3 あなたは沿岸部に住む住民。大地震が発生した。避難しようとしていたら、近所のオ

ジサンはどうしてもそんなに高い津波が来るなんて信じられず、海岸を見に行きた

いと言う。あなたはどうする？ 

⇒YES 先に逃げる NO 残って避難するよう説得する  

問 4 あなたは沿岸部の住民。大地震が発生した。すぐ避難しなければならないが、大事な

車は徒歩 5 分の駐車場にある。その時、近所の親戚が車で自宅に来て「うちの車に

乗って」と声をかけてきた。親戚の車に乗る？  

⇒YES 親戚の車に乗る NO 自分の車のところに行く 

問 5 あなたは小学生 2 児のお母さん。子どもたちを家に留守番させて外出したあと地し

んが来ました。あなたはどうする？  

⇒YES 一度家に帰る NO 直接ひなん所へ行く 

問 6 あなたは専業主婦。子供達が学校へ行く途中で、もうすぐ学校に着くはずの時間。し

かしその時、大地震が発生し、15 分後に津波が来るかもしれない。連絡も取れない。

子供達を助けに行く？  

⇒YES 助けにいく NO 先に逃げる 

問 7 あなたは漁師。沿岸部にある自宅周辺に津波が来た。あなたは船を守らないといけ

ないと思うが、家族のことも心配している。あなたはどうする？  

⇒YES 家族を守る NO 船を守る 

問 8 あなたは役場の防災担当者。夜中に地震が発生した。仕事をスムーズに進めるため

に、一番信頼できる部下を呼び出したいが、その部下は幼児の子どもと妊娠中の妻

がいる。その部下を呼び出す？ 

⇒YES 呼び出す NO 呼び出さない 

問 9 あなたは防災担当の管理職。現在、大津波警報が出て、防災関係部署は対応に追われ

ています。そのような中、職員の駐車場まで津波が来る恐れが出てきました。部下た

ちから（部下たちの）車の移動の許可願いがあなたに出ました。車の移動を許可しま

すか？ 

⇒YES 許可する NO 許可しない 

問

10 

あなたは避難所のリーダー。避難所で食料として業者から大量な納豆が届いた。あ

りがたいが、匂いもするし、嫌いな人もいる。受け取る？  

⇒YES 受け取る NO 受け取らない 

問11 あなたは小学生 2 人のお母さん。地震が発生。自宅は被災しなかったが、家の水、

食料がなくなってしまった。町内会は水、食料を配っているが、これまで町内会に入

っておらず、参加の誘いもすべて断ってきた。もらいに行く？ 



68 

 

⇒YES 行く NO 行かない 

問

12 

あなたは漁師。震災後、町が大きく被災した。原発事故により、獲れた魚の放射線量

が暫定基準値をぎりぎり超えている。しかし、町の中は食料不足状態に陥っている。

獲れた魚を近所の方に分けますか？ 

⇒YES 分ける NO 分けない 

問

13 

あなたは釣り具屋さん。今年は、原発事故により（放射能汚染）「風評被害」を受け

ているため、釣り客が少なくなっている。この時、常連客から「今釣りに行くことは

大丈夫そうですか」と電話で問い合わせがあった。あなたはどうする？ 

⇒YES 大丈夫と言う！ NO 判断を任せる！ 

問

14 

あなたは観光ホテルの従業員。震災後、町の復旧が一段落し、祭りやイベントで沈ん

でいた町を盛り上げようと考えている。しかし全国的には自粛ムード。再開にはま

だ早いという声も。あなたはどうする？ 

⇒YES 再開する NO もう少し待つ 

問

15 

あなたは一般住民。震災後、風評被害対策として、町全体が復興イベントを行ってい

る。積極的に参加したいが、自分の仕事も手いっぱい。あなたはどうする？ 

⇒YES 参加する NO 参加しない 

問

16 

あなたは漁師。現地の漁業は原発事故により風評被害を受けている。Facebook で情

報発信して安全性をアピールしようと思うが、かえって風評被害を大きくしてしま

う恐れもありそう。あなたはどうする？ 

⇒YES 情報発信する NO 情報発信しない 

問

17 

あなたは宿泊業者。地元は原発事故による風評被害の影響を受けている。あるマス

コミの記事が地元の風評被害について書いた。その記事は間違った情報ばかりだと

思い、ブログで訂正した。しかしブログの読者がコメント欄であなたとは反対の意

見を書き込んだ。この読者に反論して議論を続ける？ 

⇒YES 議論する NO 議論しない 

問

18 

あなたは被災地のお土産屋（物産）さん。観光客を呼び込むために、「イベント」を

企画し、マスメディアでも報道してほしいと思っている。しかし、興味をもってくれ

た取材記者は、このイベントを「風評被害」の視点から報道したいと言っている。取

材を受ける？ 

⇒YES 受ける NO 受けない 

問

19 

あなたは地元のローカル鉄道の応援団団長。毎年のお歳暮は必ず地元の銘柄のお茶

にしていた。しかし、今年は、原発事故により「風評被害」を受けている。個人的に

はそのお茶は安全だと信じているが、世間の評価も気になる。今年も地元のお茶に

する？ 

⇒YES 地元のお茶 NO 他の産地のお茶 

問 あなたは大洗を支援している大学のボランティアサークルのリーダー。東京の友達
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20 が大洗に遊びに来るので、大洗サンビーチで泳ぐことになりました。しかし、友達の

親は「放射能の影響が怖いから、海には入るな」と言っています。あなたはどうす

る？  

⇒YES 海に入る NO 入らない 

問

21 

あなたは町長。海水浴場は町にとってもっとも大きな収入源だが、1 万人以上もの海

水浴客の津波避難訓練はしたことがない。海水浴場のPR活動を行うべきだと思う？ 

⇒YES 行う NO 行わない 

問

22 

あなたは、ある地区の自主防災組織のリーダー。大洗町には地域ごとに 19 の「自主

防災組織」が作られ、それぞれ「情報班」・「消火班」・「避難誘導班」・「救出救護班」・

「給食給水班」がありますが、3.11 の時は全く機能しませんでした。今後のことを

考えて地区の住民を集めて訓練をするつもりはありますか？ 

⇒YES 訓練する NO 訓練しない 

問

23 

あなたは売店の業者。町は人気アニメの舞台となり、ファンの聖地巡礼効果がすご

い。ファンを主要対象にするお店が何軒もあらわれてきた。アニメグッズをたくさ

ん置き、店を改装しようとするが、客層が狭くなったり、店のイメージが変わったり

する恐れもある。あなたはどうする？  

⇒YES 改装する NO 改装しない 

問

24 

あなたは研究者。今は風評被害を受けていたフィールドの復興過程の研究をしてい

る。住民は早く風評被害の被災地から脱出したい気持ちがあることは理解している。

しかし、あなたの研究テーマにより、このフィールドのイメージが風評被害のある

町というものになる可能性がある。あなたはテーマを変える？ 

⇒YES 変える NO 変えない 

問

25 

あなたは大洗町の住民。震災後の大洗町の復興を調査したいと京都大学から台湾人

の留学生が話を聞かせてほしいとやってきました。あなたは、家の片づけや職場で

の打ち合わせなどで忙しくしています。学生を受け入れますか？ 

⇒YES 受け入れる NO 断る 

問

26 

あなたは遠く関西に住む大洗サポーター。今日は半年ぶりの大洗で、日帰りなので

お食事タイムは一度だけ。大洗名物シラスは生シラス丼でさっぱりいただきます

か？それともかき揚げでしっかりいただきますか？ 

⇒YES 生シラス丼 NO かき揚げ 

 

表-4-3 当事者動画の設問とその内容 

 設問内容 動画の内容（テープおこし） 
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問

16 

あなたは漁師。現地の漁業は原発事故に

より風評被害を受けている。Facebook で

情報発信して安全性をアピールしよう

と思うが、かえって風評被害を大きくし

てしまう恐れもありそう。あなたはどう

する？ 

⇒YES情報発信する NO情報発信しな

い 

 

米川:まあまあなんで後悔したんかというと、風

評被害だから売れない、原発事故だから売れない

というのを、だからアピールしちゃったんじゃな

いかなって、けど俺はそのアピールしたくて言っ

たわけじゃなく、ただ素直にせっかくなあ、こう

やっていい魚獲れて、旬のいい魚なのに、売れな

いからもったいないよなって、結局放流するだけ

だし、死んじゃった魚をそのまま殺して海にね、

捨てるだけになっちゃうし、本当にもったいない

なと思って、載せたんですけど、けど見る人によ

っては、それが風評被害とか原発事故の問題とい

う風に捉えられちゃう、その捉え方の違いで、自

分の考えが伝わらなかったから、なんかいやだな

と思ったんで、後悔はしたんですよね。 

 

飯田（尚）:その中でね、会長（米川・T）は後悔

してという意見だったけど、でもねえ、やっぱり、

Facebook は自分たちの、ねえ、ありのままの姿

をみて欲しくて、はじめたことだから、それはい

いじゃないかなって、思います。 

問

18 

あなたは被災地のお土産屋（物産）さん。

観光客を呼び込むために、「イベント」を

企画し、マスメディアでも報道してほし

いと思っている。しかし、興味をもって

くれた取材記者は、このイベントを「風

評被害」の視点から報道したいと言って  
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いる。取材を受ける？ 

⇒YES 受ける NO 受けない 

復興ということを取材したいんだよ、ということ

をおしゃってきてはいただけるんですけど。やっ

ぱりこう掘り下げていくと、風評被害ってどれぐ

らいお客様が減ったかという方向にクローズア

ップしていきたがる。僕はきっちりと僕の所に取

材依頼が来たならば、何をちゃんと伝えたいのか

というの、きっちりとお話した上で、もしそれが

最終的に風評でお客様が減ってました、調べたら

こんだけベクレルがまだ残ってました。というの

をクローズアップしていくならばお断りしちゃ

います。僕たちがきっちりと伝えたいことを、ち

ゃんと受け止めてくださる方がいらっしゃる。最

初は風評被害の話が来たはずなんですけれども、

次第に応援する立場のほうにまわってくださる

方もいらっしゃる。そういう人たちはいまでも付

き合いがあります。単純に Yes or No だけじゃ

なくて、Yes と No の間に、人と人とのやりとり

があって、互いに納得したのであれば Yes、納得

しなければ No。 

 

図-4-2 「クロスロード：大洗編セット」の内容物 



72 

 

表-4-4 ワークショップの実施情報 

 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 

時間 2014/3/30 2014/4/21 2014/5/23 2014/10/4 

場所 ほげほげカフェ 桜道講習室 
食堂 

かあちゃんの店 
ほげほげカフェ 

参加

人数 
13 9 8 13 

参加

者 

大学生、役場防災

担当、一般住民、

アニメファン 

「大洗りんてつ応

援団」の 60-70 代

の女性 

漁師、民宿業

者、釣り具屋 

大学生、役場防

災担当、旅館業

者、一般住民、

アニメファン 

メデ

ィア

取材 

 

茨城新聞 

「クイズで防災対

応討議 大洗、町

民の震災体験出

題」（2014/3/31） 

なし 

水戸 NHK 

昼ニュース「災

害時の判断考え

るゲーム」 

（2014/5/24） 

なし 

 

 

 

第 1 回ワークショップ 第 2 回ワークショップ 

第 3 回ワークショップ 第 4 回ワークショップ 
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          図-4-3 大洗町の海を表現するイラスト 

 

 

図-4-4 設問の作成者がパーティーで設問を読み上げる姿 

4.3 「当事者研究」と「クロスロード：大洗編」 

浦河べてるの家の「当事者研究」とは、精神病に苦しむ患者、つまり、精神病の当事者が、

自らの症状（たとえば、他人に対して異常なほどに怒りを爆発させてしまうこと）について、

「主体的」に「研究」するという実践である。すなわち、精神病の患者を苦しめる症状につ

いて、医師（第三者）ではなく患者自身が、研究という実践を通して分析してみるという逆

転の発想に基づく実践である。この極端なまでの逆転が試みられ、かつ大きな成果をあげた

基盤には、従来の精神病治療に対する次の 2 つの反省がある。 

第 1 に、医師（第三者）による治療や研究という実践こそが、逆説的にも、治療の対象と

なる症状を生成・維持してきたのではないかとの反省である。そのように「見える」対象を

作りあげてきたのは、そのように「見る」実践の方だったとの反省である。たとえば、べて

るの家の医師は、「一般的な精神科の患者さんと比べて、ここの患者さんには饒舌な方が多

いですね」と問われて、次のように答えている。「病院という場が、そういう患者さんをつ
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くってきたのだと思います」（川村, 2005，p.256）。たとえば、患者が、幻聴が強いと訴えれ

ば、医師は、通例、より多くの薬を処方し、患者は薬が効いてぐったりしてしまう。それを

知っているから患者はものを言わなくなる、というのである。そこから、「『無口な精神病患

者』というのは、そういう環境に適応しただけなんですよ」との洞察が導かれる（川村, 2005，

p.257）。 

患者自らが、自分の症状について、あたかも第三者のように「研究」するという実践は、

次の副次的効果をもたらす（なお、ここで言う「自ら」が、先のスローガンの前半部分、「自

分自身で」に相当する）。それが、「〈問題〉と人とを切り離す」効果である。そして、これ

が、精神医療に関する第 2 の反省と関連している。第 2 の反省とは、医師による診断・治療

行為の反復（「あなたは××病ですから、この薬を処方します」）が、逆に、患者と症状（〈問

題〉をより強く結びつけるために、症状（〈問題〉）があまりにも強力に当事者たる患者に「内

在化」してしまい、患者が〈問題〉を冷静に見つめ直す機会をかえって奪っているのではな

いかとの反省である。「研究」というスタンスをあえてとることが、それだけで、患者を〈問

題〉（症状）から切り離して、〈問題〉を患者から外在化すこと、すなわち、回復へ向けた一

歩になりうるとの洞察がここにはある。 

さらに、当事者研究には、こうした研究を、同じ、あるいは類似の症状に苦しむ仲間とと

もに、ないし仲間のために実践することを強調する。これが、先のスローガンの後半部分、

「共に」に相当する。たとえば、先に例示した感情的爆発に苦しむ河崎という患者に、当事

者研究の主唱者は、次のように語っている。「河崎くん、この爆発の（研究；引用者挿入）

テーマは、君自身の欠点や弱さをいかに克服するかという問題ではない。極端に言えば、世

界中の爆発に悩む仲間をいかに救出するかという（研究）テーマであるし、河崎くん自身が

このテーマを通じて、多くの人たちとつながるチャンスでもある」（石原, 2013，pp.117-118）。

すなわち、当事者研究は、たしかに問題の当事者を中核に据え、その主体性を最大限に発揮

させることを基軸にした治療行為ではあるが、決して当事者を孤立した主体とはとらえず、

問題やその解消法の共有化・共同化を図ろうとする活動なのである。 

以上に要約した「当事者研究」の特徴を踏まえれば、「大洗編」の活動の意義や効果を以

下の 3 点に集約することができるだろう。まず第 1 に、被災地の問題を、あたかも研究活動

のように、地域住民が自らの言葉で表現することを通して問題を外在化させる効果である。

第 2 に、外在化された問題を地域住民相互で対話し、地域の問題として共有し共同化する効

果である。第 3 に、これらのステップを通して、地域の課題に当事者である地域住民自身が

主体的に向き合うことを促す効果である。以下、この 3 点について順に見ていこう。 

 

4.3.1 問題の「可視化・言語化」 

筆者が大洗町でフィールド調査を行った 2 年間、住民は基本的に、筆者の震災復興に関す

る質問に対し、拒まずに答えてくれた。彼らは自分の困難、苦悩などの経験を、積極的に教

えてくれた。そこで、住民に 2 つの矛盾が存在していることが判明した。「多くの人にわか
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ってほしい、他の人にもこの経験を生かしてほしい」と願いながらも、他方で、「この気持

ちは経験した自分にしかわからない」という思いが同時に存在している。 

浦河の「当事者研究」の例では、患者が「自己病名」をつける作業がある。その意味は、

「『自己病名』は、『自分のいままでの生きた歴史と、これからの生き方に連なる大切なシン

ボル』としての意味を持つ。』それは、『医師が診断した医学的事実やたんなる忌まわしい記

憶としてではなく、一人の人間として懸命に生きてきた証』なのである」（石原，2013，p.36）。 

つまり、「当事者研究」においては、患者自身が医者によって外部から与えられる分析や

見立てに頼るのではなく、自分の症状について自分で研究することを通して問題と当事者

を切り離してそれに向き合うことを容易にするのであった。 

大洗町の場合、マスメディアの報道においても、行政の報告書でも、当事者の体験を 100％

忠実に表現できないと考えられる。そこで、「大洗編」の設問の作成を通じて、当事者が自

らの言葉で自らの体験を外在化することは、地域住民の問題を明確にする効果があると判

明した。たとえば、この点について、現地の民宿業者、2 つの設問を作成した清水氏は下記

のようにコメントをした。 

 

最初はこういう風に質問を作ってくださいと李さんに言われたけど、自分が問題

を考えている中に、やっぱり大洗をもうちょっと、ねえ、よくしたい根底にあるよ。

だって、いかに安全なのか、作り出してからそう思うな。問題を作ってから、問題

意識できて、目標…こうしなきゃいけないことわかったじゃないの。このままじゃ

ダメだって。 

 

そこで、「いかに安全なのか」、「町をよくしたい」ことは、大洗町の住民にとって、決し

て新しい課題ではない。しかし、従来、これらの問題を考える主体は、行政、専門家、ある

いはマスメディアの報道番組で登場した評論家、記者である。当事者である地域住民が疎外

されている。「大洗編」を通じて、住民がこれらの問題を克服しようとする主体性を取り戻

したとみられる。 

他方で、わずか数行の設問で、当事者の経験を 100％表現しきれるわけではないが、あえ

てそうしたからこそ、他者と共有することができる。たとえば、清水氏が下記のように述べ

た。 

 

自分で設問を作成するのは、より鮮明になるじゃない。ただ、やっぱり、短いじゃ

ない、100％表現できないけど、でもわかりやすくなるから、こういう設問じゃな

いと、伝えやすくないから。たとえていうと、骨は設問、肉は自分のすべての言葉、

本当は肉も欲しいけど、骨のほうが説明しやすい。 

 

「大洗編」では、設問では表現しきれない部分を、当事者動画で補足している。当事者動
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画は、当事者の体験を、抽象化された言葉から本人の「本当」の体験に近づけようとする効

果があると考えられる。当事者の経験を設問と動画で表現することによって、それらの問題

を外在化し、住民が主体とし、能動的に「復興の正四面体モデル」の関係当事者とインタラ

クションを促す第一歩としてみられる。 

 

4.3.2 問題の「共有化・共同化」 

次に、「大洗編」のアプローチは、「当事者研究」の「共に」を重視することと同様に、住

民が明確化した問題をワークショップ、ゲーミングを通じて、共有している。 

具体的には、「問 18」を例にして述べておこう。「問 18」は、（表-4-3 参照）住民はマスメデ

ィアの風評被害報道の取材を受けるかどうかの設問である。たとえば、第 3 回のワークショッ

プの際に、参加者の清水氏が 1999 年東海村 JCO 臨界事故の際も類似している経験があった

と述べた。また、漁師米川氏は、東日本大震災でも同じ経験を持ち、苦悩されていたため、

常盤氏の意見を賛成すると述べた。さらに、米川氏が、その場で取材していた記者に問いか

けた。その後、取材記者が「みなさんが考えていることを、取材する側がどういう目で伝え

るのか、すごく難しいと思いました」という今回を機に、自分の取材する姿勢を見直したと

教えてくれた。 

また、大洗町に来たアニメのファンもこの設問を通して、アニメの舞台としての大洗町と

は異なる一面を見ることができた。第 1 回ワークショップの際に、あるアニメファンの参加

者は、アンケート用紙の中では、「大洗には、『ガルパン』の目的で来ましたが…災害にあっ

た大洗だからこそ、説得力のある事ができると思います」と記入した。彼らが住民と取材記

者と共に、マスメディアの報道方針は被災地のためではなく、どうしても消費者の関心に従

って報道してしまうことについて活発に議論していた。前章でアニメファンが「復興の正四

面体モデル」の立ち位置の変容についても述べていたが、「大洗編」の参加により、ファン

が住民と大洗町の災害に関する問題を共有するプロセスを通じて、単なる「被災地を取りこ

む社会」から核心の「外部支援者」に変動したのではないかと考えられる。 

 

4.3.3 問題の「主体化・再内在化」 

最後のステップは、問題を外在化、共同化するなどのプロセスを通じて、当事者が主体的

に問題を再考し、判断する主体化・再内在化である。「当事者研究」の中心人物、向谷地（2009，

p.139）が指摘したように、「人のかかえる「問題＝弱さ」は、当事者に内在化されたままで

は問題として深刻化するが、外在化され仲間と語りを通して共有された瞬間に、場を癒す力

として人々のあいだに浸透していく」。「大洗編」の場合も同じく、当事者が自らの問題を明

確化し、町の問題として共有化し、その次に、その問題が別の形で当事者自身の中に再帰す

ると考えられる。 

では、「問 16」（表-4-3 参照）の風評被害に関わる情報を SNS で発信するかどうかの設問を例

に挙げていく。この設問を作成したのは、第 3 章で言及した大洗町の漁師米川氏であり、風
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評被害の報道記事に悩まされた当事者である。 

まず、設問を作成した背景を述べておこう。米川氏は 2012 年 11 月 9 日、個人の SNS サ

イト Facebook のページで獲れたスズキという魚の写真をアップし、「デカいスズキがとれた

けど売れない(>.<)」という説明を書いた。しかし、その後、本人は「該当投稿記事の中で苦

情を訴えたから、世間は可哀そうと思ってくれるだけで、ますます魚を買ってくれない気が

するから、これから放射能に関する記事は書かない」と考えた。また、動画の中でも述べた

ように、米川氏が「情報発信しない」という選択にする。しかし、同席の漁師飯田氏が「あ

りのまま」の自分の考えを伝わればいい、「情報発信するべきだ」と反論した。 

その後、第 3 回ワークショップの際にこの設問を参加者に問いかけた。興味深いのは、米

川氏以外の参加者全員 7 名、そのうち、5 名の漁師、1 名の釣り具屋、1 名の民宿業者が「情

報発信する」を選択したことである。その理由は、「米川氏が気にしすぎ」、「正しいことを

情報発信するべき」であるからなどがある。このような展開に対し、米川氏が後日インタビ

ューにおいて、下記のようなコメントを述べた。 

 

気にしなくていいよと言われ、少し安心したけど、そうか、皆そう思っているの

か…まあ、僕は答えが変わらないね。（中略）皆の意見を聞いたら、思ったのは、

選択 A の良い所と選択 B の良い所を合わせて、選択 C を作ったらいいじゃないか

なと思います。それは答えだよと。その答えはおしつけるではなく、皆の意見を

まとめて、皆で考えて、皆で決めよう。 

 

このようにして、米川氏が問題を外在化、共通化のプロセスを通じて、最後の答えは最初

の答えとは同様であるが、「クロスロード」の設問ができた以前の「これ以上情報発信しな

い」と、できた後の「情報発信しない」の意義はまったく異なっている。後者の「情報発信

しない」こととは、単なる個人の意志によるものではなく、社会と共有し、他者と議論し、

再判断した上で、この選択が生まれた。たとえ他者と意見が相反する場合に陥っても、等し

い立場として、当事者は他の意見を尊重しつつ、主体的にそれをまとめ、新たな選択肢を作

り出す。 

この「主体化・再内在化」のステップは、「当事者研究」においては、従来の治療のやり

方とは違い、「薬で抑える以外の選択肢が生まれる」のスタンスと同様に、行政、マスメデ

ィアからの問題、情報、「正解」を一方的に受け止めるような二項対立図式から、「クロスロ

ード」の「全体的底上げ」のスタンスから、豊かな選択肢から合意が生まれたと考えられる。 

以上の考察から、「大洗編」のようなアプローチは、被災地住民が自ら足場を築き、主体

性を取り戻す重要な一環となっている。さらに、このアプローチを通じて、被災地以外の社

会の人びとに共感をもらい、さらに多くの関係当事者を増やし、共同的に問題と向き合うこ

とが、重要であると考えられる。 
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4.4 結論と展望 

 

 

図-4-5 「クロスロード：大洗編」の位置づけと展望 

 

  

「クロスロード：大洗編」の取り組みは、災害復興情報の受け手としての役割のみを付与

されがちであった地域住民が、自ら情報を作り出す役割、すなわち、情報の送り手としての

役割をも担うことによって、二項対立図式の困難を打開している。それは、矢守（2013）が

提案した＜新しい関係性＞の下では、実践例として考えることができる。つまり、多くの

人々が、災害情報を共に作り、共に伝え、共に使うという＜関係性＞の下に再編し、「一人

一人が、防災・減災をめぐる活動を専門家や行政に『お任せ』にするのではなく、あらため

て、自分自身で『リスク』を引き受ける動きを重視する姿勢である」（p.75）。この姿勢も、

「活性化した正四面体モデル」（図-2-6）の図式が目指した目標と同様に、各関係当事者がイ

ンタラクションを繰り返すなかで、互いの距離を縮め、当事者性も色濃くなっていくことで

ある。 

また、第 3 章の「危機対応」型アプローチと「契機創造」型アプローチを踏まえ、「大洗

編」の位置づけを整理しなければならない。大洗町の場合、放射能汚染にむけて、「危機対

応」型アプローチだけでは、本来復興の主人公としてみられてきた住民の主体性が失われて

しまい、限界があるとみられる。その後、「契機創造」型アプローチによって住民の主体性

を取り戻すことができた。そこで、「大洗編」は、「契機創造」型アプローチで取り戻した主

体性を活かし、「危機対応」型が解決できない課題に取り組むアプローチとして位置づけら

れている。「大洗編」を通じて、主に大洗町の 2 つの課題が明確化されている。1 つ目は放

射能汚染と風評被害に関する議題である。設問作りとプレーを通じて、漁業、観光業などの

産業の不振問題が議論されてきた。今後は、漁師自身の取り組み或いは、大洗青年会議所が

「大洗編」をまちづくり事業に導入し、さらに多くの関係当事者、そして社会と連携し、コ
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ミュニケーションを発展していくことが図られている。 

次に、津波避難の課題である。たとえば、第 2 問のように、海水浴場の大規模津波避難問

題に悩まされている地域住民が少なくない。そこで、NPO 法人大洗海の大学の「防災ツー

リズム」事業計画があり、大洗編が導入され、住民と観光客が防災について対話することに

より、ともに向き合うことが望まれている。 

また、以上の実践と目標を踏まえ、今後、「大洗編」の制作と活動が、さらにどのような

具体的な効果（課題）をもたらしうるのか、継続的にアクションリサーチを行う必要がある。

たとえば、現在は設問の作成者を通じて、それぞれが所属している団体に広めようとしてい

る。それ以外に、大洗町の小中校での防災教育、地域防災に関しては、消防団、自主防災組

織への適用を模索中である。今後は、「大洗編」を機に、さまざまな立場の「対話」を促進

することが期待できると考えられる。 
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第 5 章 結論 

 

本論文においては、復旧・復興期に活用される災害復興情報に関して、被災地住民とマス

メディアの二項対立図式として表現される問題について、台湾と日本の事例を通じて分析・

考察し、同時に問題の改善に向けた提案を行った。その中で、従来必ずしも重視されてこな

かった、災害復興情報に関する住民の能動性に着目し、マスメディアを含む「復興の正四面

体モデル」と呼ぶフレームを用いて、地域住民を主体として、さまざまな関係当事者と住民

とがどのようなインタラクションのもとで災害復興情報に関与すべきなのかについて探っ

た。 

その結果、まず、2 章では、災害報道に関連する諸課題を克服するために、情報の「送り

手／受け手」を峻別して対策を講じる古典的なアプローチとは異なる方向性を、台湾の「明

星災区／明星社区」の事例を手掛かりに考察した。その際に、岡田・宇井（1997）の「減災

の正四面体モデル」を修正した「復興の正四面体モデル」を用いて、「明星災区／社区」に

関与する多様な関係当事者間のインタラクションのありようを詳細に分析することの重要

性を強調した。たとえば、2009 年のモラコット台風で、大規模な深層崩壊により 400 人を

超える人命が失われた小林村においては、被災地住民が能動的にマスメディアに働きかけ、

さらに国際メディアの力を利用し、台湾政府に主張を訴えた事例があった。小林村の近隣集

落でもマスメディアの特性を理解し、自分たちのニーズをマスメディアにアピールし、小林

村に偏った報道量のバランスを取り戻そうとする事例が見られた。また、華山村のケースは、

地震後に頻繁に土砂災害に襲われ、災害頻発地域という固定的なイメージ（「明星災区」の

イメージ）を、コーヒーという新たな地域産業活性化事業を通じて克服し、「明星社区」（ま

ちづくりを通してマスメディアによく取り上げられるコミュニティ）となった事例であっ

た。この過程で、現地のリーダーたちは、村のまちづくり活動をマスメディアを通じて発信

し、地域社会の活性化につなげた。さらに、あるリーダーは、近年では SNS を通じて、マ

スメディア（記者）との良好な関係性を保っている。 

いずれのケースも、被災した住民自らが能動的にマスメディアに働きかけることで、外部

からの支援を呼び寄せるなどして「明星災区」の諸課題を解決した事例である。ここから、

メディアで報道されることを前提にして、さまざまな関係当事者が相互にコミュニケーシ

ョンしながら共に事態の改善を目指すことが、被災した住民にとって、より望ましいアプロ

ーチになりうることがわかった。 

第 3 章では、台湾の「明星災区」の事例から得られた知見を、東日本大震災の復興過程に

も応用できるかどうかについて、原発事故に伴う放射能汚染の風評被害に苦しんでいる被

災地茨城県大洗町を中心にしたフィールド調査を通して検討した。 

その社会的背景として、放射能汚染については、専門家（とされる人びと）の間でも「安

全・安心」の基準値に対する意見が割れていることが、風評被害の問題をより複雑化してい
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る点を指摘できる。すなわち、東日本大震災が発生する以前は「ある事件・事故・環境汚染・

災害が大々的に報道されることによって、本来『安全』とされる食品・商品・土地を人々が

危険視し、消費や観光をやめることによって引き起こされる経済的被害」が「風評被害」と

されていたが、東日本大震災の原発事故に伴う風評被害については、「事実であるかどうか
．．．．．．．．．

を問わず
．．．．

、マスメディアを通して広まった考えによって生じる被害」との事態になっている。

このことは、風評被害の内実を多様化・複雑化させ、それに苦しむ被災地の問題をより深刻

化させている。 

茨城県大洗町は、東日本大震災において地震・津波の被害を受けたが、マスメディアの報

道が東北三県に集中していたため、あまり大きく報道されることはなかった。しかし、その

後、原発事故による影響があったため、観光客の減少、水産物の出荷制限などにより、漁業

や観光業の低迷が続いている。この中で、マスメディアの偏った風評被害報道に対しては、

困惑する地域住民が少なくなかった。この状況は、震災報道により、「被害甚大な被災地」

といったマイナスのイメージが社会的に定着してしまう問題が生じた台湾の「明星災区」の

特徴と類似している。 

大洗の住民は、このような事態を克服するために、SNS により積極的に情報を発信した

り、数多くのまちおこしのイベントを開催したりした。この中では、同町がテレビアニメ『ガ

ールズ＆パンツァー』の舞台になったことに起因する一連の取り組みが最も効果的であっ

た。それをうけて、大洗町に関するマスメディア報道も、「『風評被害』に苦しむ被災地」か

ら、「アニメの聖地」へと焦点が移りつつある。 

このことから、風評被害の克服へ向けた災害復興に求められるのは、いわゆる「羅生門問

題」（同じ事象に対し観察や証言の不一致が生じるという問題）（矢守，2011，p.56）の枠組

に従って表現するならば、小さな「羅生門問題」（放射能汚染の有／無）の陰に隠れている

より大きな「羅生門問題」（放射能汚染を通してのみ地域を見る／見ない）を直視すること

の重要性を示唆している。すなわち、放射能汚染という枠組みでのみ対象（大洗町）を見つ

め働きかけるのではなく、その枠組みの外側から対象を見つめ直すアプローチである。これ

が、「危機対応」とは区別される「契機創造」型のアプローチである。被災地を認識するた

めの新しい契機を創出することで、風評被害の観点からのみ大洗町が対象化されることが

防止され、「それ以外の大洗」が浮上する。そして、そのことが、すぐには大きな前進が見

込まれない「危機対応」に終始することで、逆に失われる危険がある当事者（地域住民）の

主体性、すなわち、災害復興に対する住民の主体的な関与を回復する機能も有すると考察さ

れた。 

次に、第 4 章では、「羅生門問題」の枠組を踏まえて、社会の中の特定のだれかの観察や

証言（災害復興情報）だけが権威的な存在となるではなく、複数の、多様な観察・証言（災

害復興情報）が相互に「対話」可能な状態を実現するために、防災ゲーム「クロスロード」

を用いた実践事例についてとりあげた（矢守，2013）。「クロスロード」を通じて、大洗町に

おいて、被災者主体の災害復興情報を、住民が実際の震災体験にもとづいた「クロスロード：
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大洗編」という形で、多様な関係当事者が共同で構築しようとする新しいアプローチである。 

筆者と住民が共同的に作成した「クロスロード：大洗編」の主要なコンテンツは、体験の

当事者が自筆で書いていた設問文（計 26 問）である。また、設問の作成背景、および、当

事者自身はその設問についてどのような考えを持っているのかについて、本人が語った「復

考大洗―あの日あの時の本人解説動画 DVD」、解説書も作成した。その上で、「クロスロー

ド：大洗編」を活用したワークショップを、地域住民、自治体職員、マスメディア関係者な

ど、多様な参加者を得て、数回にわたって大洗町で実施した。 

その上で、以上の実践の意義を、精神医療の領域で著名な「浦河べてるの家」の「当事者

研究」と呼ばれる活動と関連づけて下記のようにまとめた。すなわち、「クロスロード：大

洗編」は、単に地域の問題を発見し、議論するための空間を提供するものではない。地域住

民が、震災以来、当事者の間に深刻な形で内在化してしまったさまざまな問題を、「クロス

ロード」の設問や動画を通じて、いったん「外在化」（「可視化・言語化」）し、次いで、地

域住民やその他の関係当事者の間で問題を「共同化」（共有化）していく。さらに、これら

「外在化」と「共同化」のプロセスを踏まえることで、当事者が主体的に問題を再考し判断

する「主体化」（「再内在化」）を促すことができる。 

この 3 つのプロセス（「外在化」→「共同化」→「主体化」）を通じて、マスメディアの報

道、あるいは行政、研究者といった外部者（「当事者研究」では治療にあたる医師）から与

えられた言葉（理解）を通してのみ、自らの問題（症状）に関わることを許されなかった問

題の当事者たる地域住民（「当事者研究」では治療される患者）が、自らが直面する課題を

自らの言葉で言語化し、多くの関係当事者の共同作業として問題解決を図ることができる

ようになると考えられる。このことは、言葉を変えれば、従来、災害復興情報の受け手とし

ての役割のみを付与されがちであった地域住民が、自ら情報を作り出す役割、すなわち、情

報の送り手としての役割をも担うことによって、二項対立図式の克服が図られているとい

うことでもある。 

以上から、本研究は、災害に襲われた地域の復興には、被災地住民の能動性、主体性を前

提として、住民と関係当事者との活発なコミュニケーションが不可欠であることを明らか

にした点、および、それを促すための具体的な手法を提示した点で、これまでの災害復興研

究とは異なる視点を新たに付け加えたと言えるであろう。 

最後に、今後の課題について整理しておく。まず、被災地住民主体の情報発信に関する実

践的な研究を、マスメディアなど従来から存在するメディアにとらわれず、さらに展開する

必要がある。たとえば、第 2 章で紹介した華山村の事例に見られたように、被災地住民がイ

ンターネット（SNS）の活用して、外部の支援者との連携を継続的に維持することのメリッ

トは大きい。こうした点に関する研究を、台湾、日本を問わず実施していく必要がある。 

次に、住民主体の復興過程における「危機対応」アプローチと「契機創造」アプローチの

関係、両者の融合や時間的な転換に関する研究を行う必要がある。たとえば、台湾の華山村

の事例では、当初、震災以後、頻繁に起こる土砂災害に悩まされているにもかかわらず、現
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地の地域産業を発展させるために、土砂災害に対する直接的な対応（「危機対応」アプロー

チ）だけでなく、それとはまったく関係ない「契機創造」アプローチとして、コーヒー産業

に振興に力を入れて成功を収めた。しかし、2008 年以後、その状況は、再度変化した。すな

わち、自然災害や工業汚染の深刻化をうけて、台湾全土で、従来型の観光よりも、自然との

共存（防災と観光の両立）をテーマにした観光や、グリーンツーリズム系の観光が重視され

るようになった。そうした社会的変化の中で、華山村も、「土石流教育園区」（土砂災害防災

に焦点をあてた教育施設）を中心とした防災事業と教育プログラムを整備し、あわせて、グ

リーンツーリズムを導入し、地元の生物教育、たとえばカエル、蛇、蝶々、トンボなどとの

触れあいツアーなどを開始した。 

防災教育とグリーンツーリズムを併用した点は、「クロスロード：大洗編」のスタンスと

は同様に、「危機対応」アプローチと「契機創造」アプローチを融合した事例とみなしうる。

今後、災害の被災地が復興過程において、復興プロセスの進展や社会のダイナミックな変化

の中で、「危機対応」アプローチと「契機創造」アプローチとをどのように融合・併用して

いくかについては、より多くの事例研究を積み重ね、その意義や課題を理論的に位置づけて

いく必要があると考えられる。 

 最後に、地域でさまざまな関係当事者との「対話」やコミュニケーションを促進するため

に本研究で導入したツール「クロスロード」についても、持続的な活動と研究が求められて

いる。特に、風評被害の解決に向けて、大洗町における風評被害問題の変容、防災教育、復

興のまちづくり問題について、長期的な視点で注目する必要がある。「クロスロード：大洗

編」は、その中で、より多く大洗町の住民の参加を得た議論を促すツールとして期待できる。

さらに、今回大洗町で実施したアプローチが、類似の課題を抱える他の地域においても適用

可能かどうかについても、福島県内など大洗町より深刻な影響を受けた被災地などで検証

作業を行うことが求められる。 
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付録①クロスロード：大洗編セット」の内容物 

 

1.BOX： 
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2.設問カード（原本）26 枚： 

 

設問

番号 

設問 大洗町をテーマにするイラスト 

問 1 

  

問 2 
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問 3 

  

問 4 
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3.YES／NO カード 10 ペア 

問 5 

  

問 6 
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問 7 

  

問 8 
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問 9 

  

問 10 
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問 11 

  

問 12 
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問 13 

  

問 14 
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問 15 

  

問 16 
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問 17 

  

問 18 
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問 19 

  

問 20 
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問 21 

  

問 22 
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問 23 

  

問 24 
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問 25 

  

問 26 
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4.動画 DVD（パソコン・DVD プレーヤー対応） 動画 15 本収録 

 

 

5.解説 BOOK 

 

 

 

 

付録② 全 4 回「クロスロード：大洗編」ワークショップのプログラム 
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1.場所：大洗町の各集会場（表-4-4 参照） 

2.コーディネーター：筆者 

3.ワークショップに必要な道具： 

4.パソコン、プロジェクト、YES/NO カード、紙、筆 

 

プログラム 

1.自己紹介（紹介内容：名前と好きな大洗町の食べ物）…………..参加者全員 

2.「クロスロード」についての紹介……………………...........コーディネーター 

3.「クロスロード：大洗編」についての紹介…………………コーディネーター 

4.第１設問をプレーする………………………….コーディネーター、参加者全員 

5.当事者動画を流す………………………………..……………..コーディネーター 

6.設問と動画について議論する………………….コーディネーター、参加者全員 

7.第 2 設問～第 4 設問は以上の 4～6 を繰り返す 

8.グループ単位で第 1～2 問の設問を作成する 

（グループの分け方：自己紹介のときに大洗町の食べ物のカテゴリー） 

……………………………………………………………………………….参加者全員 

9.各組が作成した設問を発表し、プレーする……………….……….…参加者全員 

10.まとめ……………………………………………………………コーディネーター 
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