国際開発学会「原発震災から再考する開発・発展のあり方」研究部会
第一回


日時：12 月 23 日（金・祝）16 時半～18 時半



場所：東京外国語大学本郷サテライト ４階セミナー室



プログラム：

１）趣旨説明（原発震災から開発・発展を捉えなおす意義の確認）

代表者：重田康博（宇都宮大学国際学部教授、付属多文化公共圏センター長）
２）福島乳幼児・妊産婦支援プロジェクト＆ニーズ対応プロジェクトにおける福島からの
若者原発避難者への把握状況
栃木：阪本公美子（宇都宮大学国際学部准教授・附属多文化公共圏センター員）
新潟：高橋若菜（宇都宮大学国際学部准教授）
３）メンバーの貢献分野、今後の研究会の進め方について意見交換など（全員）


部会出席者：15 名、その他出席者：5 名（スタッフ 2 名含む）

報告

（部会副代表 阪本公美子)

第 1 回の国際開発学会「原発震災から再考する開発・発展のあり方」研究部会報告を、
12 月 23 日（金・祝）
、東京外国語大学本郷サテライトにて開催した。当日は、佐藤寛国際
開発学会会長、西川潤前国際開発学会会長を含む 15 名の会員の参加者のもと、盛会となっ
た。なお開催は、福島乳幼児・妊産婦ニーズ対応プロジェクト(FnnnP)ならびに宇都宮大学
国際学部附属多文化公共圏センターの協力による 6 名の補助者の協力を得た。
研究部会の冒頭にて、重田康博（研究部会代表、宇都宮大学国際学部教授）が、研究部
会の趣旨を説明した。本研究部会は、3.11 東日本大震災における原子力発電所の事故が人
びとの日常生活に与える影響やその背景にある構造に関して研究をすすめ、日本ひいては
途上国の開発・発展、そして開発協力・国際協力のあり方について考察することを目的と
する。そのために、以下の 3 つの視角から研究をすすめる。第一に、原発事故によっても
っとも影響を受けやすい胎児・乳幼児・児童を含む若年世代の家族を当事者として焦点を
当てた研究。第二に、上記当事者に影響を与える状況、国、地方自治体、国際機関の政策
と NGO や市民団体の関係を分析・検証し、首都圏を中心として経済的な発展を追求してき
た日本社会における開発・発展のあり方を批判的に再検討し、当事者にとってもっとも望
ましい環境とは何かを考える。第三に、上記の当事者と構造を視野に入れ、日本並びに途
上国を含めて開発・発展のあり方を考察する。その上で、発展途上国の脆弱な人々が、原
発やその他の人工的な惨事から身を守るための開発並びに国際協力を考える。
その後、原発震災の影響を受けた若年原発避難者の状況に関する報告が続いた。全般な
らびに栃木について阪本公美子（宇都宮大学国際学部准教授）
、新潟について高橋若菜（会
員、宇都宮大学国際学部准教授）から報告があった。福島県から 6 万人以上の人口が国内
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に避難しているが、福島乳幼児・妊産婦支援プロジェクト(FSP)及びニーズ対応プロジェク
ト(FnnnP)は、宇都宮大学、東京外国語大学、茨城大学、群馬大学の事務局・拠点をおき、
新潟、栃木、首都圏、茨城、群馬に避難している（避難を希望している）200 世帯を超える
乳幼児家族や妊産婦のニーズ把握・対応をしてきた。
阪本報告では、そのうち栃木に避難している 40 世帯の聞き取りなどに基づいて報告が行
われた。避難所における聞き取り結果、その後継続的に状況確認を行っている具体的事例
が紹介されたが、突出していた問題として以下があげられた。まず、避難所にいた時期も
仮設住宅に移行してからも、多くの世帯が―さまざまな形態ではあるが―「家族（夫婦含
む）とも友達ともバラバラ」になったことである。また避難をめぐり、家族内（夫婦、義
父母等）と放射能の安全性に関する意見の不一致が多くの家族が悩みとして抱えていた。
さらに、夫が福島で仕事、母子が避難という二重生活を強いられ、経済的負担だけでなく、
精神的ストレスを抱えていた。場合によって、ネット上・職場・学校で嫌がらせを受けて
いるケースも見られた。また支援については、避難指示が解除されるために、避難者の支
援がなくなる、あるいは、
「自主避難」への支援・賠償が不安定という国の政策に対する批
判も見られた。
このように原発事故による放射能汚染と、政府の「安全」基準は、放射能により脆弱な
胎児、乳幼児、子ども、若年層などに配慮がなされていないだけでなく、情報統制や情報
格差を生んできた。そのため、コミュニティ、親族・家族内で、世代・性別による避難を
する・しないという判断に関して分裂をつくってきた。その結果、家族・地域内の危機意
識の分断を生んできた。また価値観が一致して危機を感じた場合でも、母子避難といった
実体における家族の分裂を生んできた。そして、2011 年の政府の「収束」宣言は、若年世
帯のリスクや不安にかかわらず地域や土地へのしばりを強めるとともに、被害を受けてい
る家族の状況を無視した方向性といえる。直接支援を目的として聞き取った状況ではある
が、今後、研究者として社会・開発のあり方にどのように問いかけていくか、重要である
と考え、本研究部会における課題として問題提起した。
高橋報告では、日本で 2 番目に多くの避難世帯を受け入れてきた新潟県の事例をとりあ
げた。新潟県は、福島からの距離の割に汚染が低いこと、昔から多くの災害を乗り越えて
きたこと、原発立地としての柏崎市を抱えていること、在来のソーシャル・キャピタルの
層が厚いことなど、新潟県に固有の諸事情のため、積極的に福島県からの避難者を受け入
れてきた。そういった特殊な事情を持つ新潟県において、FnnnP ならびに FSP の活動の一
環として 35 世帯に対する個別ヒアリングや全 9 回に及ぶママ茶会を行なってきたが、こう
いった避難者との直接対話、およびママ茶会でのアンケート（全 81 名回答）を通して見え
てきた「自主避難家族」の苦悩が報告された。政府発表を鵜呑みにして子どもを被曝させ
てしまったことへの後悔、子どもが被曝を理由に差別されるのではないかという不安、家
族や友人と状況認識を共有できない疎外感、見知らぬ土地での生活不安など、母子のみで
孤立する当事者の危機的な現状を踏まえて、自主避難者への公的支援の必要性、自治体レ
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ベルでの支援の可能性について問題提起が行われた。これらの事例や経験から、研究面で
の論点として、ソーシャル・キャピタルの役割、人間の安全保障やリプロダクティブ・ヘ
ルス、政策プロセス、言説の構造（先制的予防原則 vs.風評被害）、国際化する問題などあ
げられた。
趣旨説明、阪本報告、高橋報告を経て、福島県内の地域にもとづく行政・社会の受け入
れ状況の違い（西川会員）
、教育者による差別（上村会員）、母子避難の状況の中での父親
の状況（粟野会員）、茨城の状況（野田会員）、沖縄の状況（田口）、「ソーシャル・キャピ
タル」という用語の使用法―負の面もあること―（佐藤会長）について質問やコメントが
寄せられた。
その後、研究部会の今後のすすめ方について、構成員による研究部会における発表や出
版など積極的に呼びかけた。その呼びかけに対して、参加している構成員による積極的関
与の立候補があった。また、本研究部のテーマを、国際開発学会の分野で研究する意義を
説明する重要性についてコメントがあり（佐藤会長）、共通のフレームワークについても議
論することが提案された（野田会員）。今後、研究部会を重ねるとともに、ML などによる
構成員のコミュニケーションを円滑にする枠組みをつくり、共同研究をすすめていきたい
ことに合意した。
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第二回


日時：2012 年 3 月 25 日（日）14 時～17 時半



場所：東京外国語大学本郷サテライト 5 階セミナー室



プログラム：

1）本研究部会の趣旨の再確認・進捗状況（重田）
2）事例報告
①福島県における未就学児家族に対するアンケート調査結果紹介
（宇都宮大学 阪本公実子准教授）
②福島県から茨城県に避難している乳幼児家族・妊産婦の現状
（茨城大学 原口弥生准教授）
③福島県から群馬県に避難している乳幼児家族・妊産婦の現状&水俣など過去の公害事件
との比較 （群馬大学 西村淑子准教授）
④福島県から首都圏に避難している乳幼児家族・妊産婦の現状&まとめ
（東京外国語大学 舩田クラーセンさやか准教授）
3）ディスカッション 報告に関して
4）今後の研究展開について



部会出席者：12 名、その他出席者：4 名（スタッフ 1 名含む）

報告

（会員・研究部会構成員 田口卓臣）

2012 年 3 月 25 日（日）
、国際開発学会「原発震災から再考する開発・発展のあり方」の
第二回研究部会が、東京外国語大学本郷サテライトにおいて開催された。当日は、報告者
としてお招きした原口弥生准教授（茨城大学）、西村淑子准教授（群馬大学）をはじめ計 11
名の参加者があり、第一回報告会と同様、活発な議論が交わされた。この会の開催にあた
って、福島乳幼児・妊産婦ニーズ対応プロジェクト（FnnnP）ならびに宇都宮大学国際学
部附属多文化公共圏センターから 6 名の補助者による協力を得たことも付記しておきたい。
前回と同じく、会の冒頭で重田康博教授（研究部会代表、宇都宮大学）より、本部会の
趣旨に関する再確認が行われた。本部会は、3.11 東日本大震災に伴う原発事故が人々の日
常生活に与える影響やその背景に関して共同研究を進めるとともに、日本ひいては途上国
の開発・発展のみならず、開発協力・国際協力の在り方そのものの再検証を目的とするも
のである。その取り組みの出発点として、本部会は、放射能の影響を最も受けやすい胎児・
乳幼児・児童を含む若年世代の家族が、いかなる困難に直面しているのかということに焦
点を当ててきた。前回は阪本公美子准教授（会員、宇都宮大学）より福島から栃木への原
発避難者の現状、そして髙橋若菜准教授（会員、宇都宮大学）より福島から新潟への原発
避難者の現状についてそれぞれ内容の濃い報告が行われたが、今回はその時に共有された
問題意識をさらに深めるための場としてセッティングされている（第一回報告における趣
旨説明に関しては、
「国際開発学会ニューズレター」前号を参照）
。
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まず、阪本公美子会員より「福島県内の未就学児を持つ家族を対象とする原発事故にお
ける「避難」に関する合同アンケート調査」
（宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センタ
ー、うつくしま NPO ネットワーク、福島乳幼児・妊産婦ニーズ対応プロジェクトによる共
同実施）について手短な紹介が行われた。このアンケートは 2011 年 8 月に配布され、9～
10 月に回収されたもので、主に浜通り・中通り出身の 238 世帯を対象とした調査に基づい
ている。阪本会員は、全対象者のうち 218 世帯が「放射能汚染下での子育てに不安を感じ
ている」こと、また 4 割以上が「避難を希望する」と回答したことを明らかにした。この
調査を通して、福島県内で未就学児を抱えている家族の多くが、事故発生から半年以上も
経過した秋の時点でも強い不安を感じていること、また内心では避難を希望しているにも
関わらず、仕事上、養育上、経済上の理由をはじめ、さまざまな困難のために県内に留ま
ることを余儀なくされていることが浮き彫りになった。調査内容の一部に関しては、第 13
回国際開発学会春季大会（横浜国立大学大会）で発表される予定であるが、より詳細な事
実を知りたい会員の方々には、宇都宮大学多文化公共圏センターHP にアクセスすることを
お勧めしたい。
（http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/news/120220fsp.html）
次に、西村淑子氏より「福島県から群馬県への避難者の状況：乳幼児・妊婦の現状」に
ついて報告があった。群馬県への避難者の大半は福島原発から 30km 圏内（とりわけ单相
馬市）の出身者で占められており、その総数は、事故直後には 3,730 名だったのが、夏以
降 2,000 名前後で推移している。また避難者を受け入れる主体も、事故直後は県北の温泉
観光地域（東吾妻町、片品村、草津町、みなかみ町など）に集中していたのに対して、6 月
以降は避難住民の帰還や公営住宅移転に伴って、むしろ都市部の自治体（高崎市、太田市、
前橋市など）が担うようになってきている。とりわけ子供を抱える避難世帯の受け入れ先
は、明らかにこの都市部の自治体に集中していると言ってよい。西村氏によれば、群馬県
の避難当事者たちへのヒアリング調査を通して、避難の長期化に伴うストレスの蓄積、貯
金の切り崩し、見知らぬ土地での生活不安や母子の孤立化など、FnnnP 他拠点の調査でも
浮き彫りになった深刻な現状が確認されている。とりわけ群馬県の場合、震災直後に公営
住宅に入居した当事者たちの間で、住宅の老朽化や生活上の不便さを訴える声があがって
いるにも関わらず、行政側には彼らの住み替えについて正面から取り組もうとする意志が
見られないという点に注意する必要がある。また、2012 年 3 月末には民間借上げ住宅制度
が打ち切られるため、避難当事者全般の居住環境の確保が大きな困難に直面することにな
ると予想される。
西村氏はさらに「ミナマタとフクシマ：過去から現在・未来を学ぶ」と題して、平成 18
年版環境白書「環境問題の原点 水俣病の 50 年」の内容を踏まえながら、この戦後最大の
公害事件の歴史的教訓を再整理した。水俣病は他の病気の症状と見分けがつきにくかった
事情も手伝って、病気自体の公式確認後も原因物質の究明が迷走したばかりでなく、当時
の厚生省が熊本大学研究班による原因特定の研究報告（昭和 34 年 7 月）をもみ消したこと
が遠因となり、新潟水俣病の発生（昭和 40 年 5 月）を招き寄せる結果となった。このよう
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に行政が被害の拡大を防止できなかったその背景には、地元経済のみならず日本の高度経
済成長への影響を懸念する心理が働いていたと言える。環境白書はこの事実を振り返りな
がら次のように結んでいる。
「水俣病を発生させた企業に長期間にわたって適切な対応をな
すことができず、被害の拡大を防止できなかったという経験は、時代的社会的な制約を踏
まえるにしてもなお、初期対応の重要性や、科学的不確実性のある問題に対して予防的な
取組方法の考え方に基づく対策も含めどのように対応するべきかなど、現在に通じる課題
を私たちに投げかけている。
」
ところで、環境白書が高らかに謳ってみせるこの「予防原則」の理念が、今回の原発事
故に際して「歴史的教訓」として生かされた形跡は皆無である。昨年末までの水俣病の損
害賠償申請者が総計で 5 万人にのぼることを考えるなら、おそらく水俣病とは比較になら
ないほどの深刻な汚染をもたらしている福島原発震災の損害賠償問題が、今後どのような
命運をたどることになるのかを注意深く見守っていく必要があるだろう。
西村氏の発表に対し、舩田クラーセンさやか准教授（会員、東京外国語大学）より「原
発事故以降の行動や摂食に関する記録を取ることが重要なのではないか」というコメント
が提示された。また、環境学を専門とする髙橋若菜会員と原口弥生氏からは、環境問題の
専門家たちが今回の原発震災に関して沈黙していることへの違和感が表明された。
続いて、原口弥生氏より「福島県から茨城県に避難している乳幼児家族・妊産婦の現状」
について報告があった。今回の原発震災における茨城県のケースは、3 つの特徴を持ってい
る。①茨城県自体も、地震と津波によって被災していること。②県の北部と单部の放射能
汚染のレベルが比較的高いこと。③JCO 臨界事故の記憶を留める東海村原発を抱えている
こと。とりわけ県北部は、福島県浜通りと地続きの生活・経済圏である「常磐」地域を構
成しているため、この地域への福島からの避難者はもっぱら「家族・親族・友人・同僚」
としての意味合いを持っている。3.11 の大震災に際して東海第二原発も危機的な状態に追
い込まれていた事実を踏まえるなら、隣人の苦難への共感という点からも、今後県内で起
こりうる原発避難のモデルケース構築という観点からも、同じ原発立地地域の住民として
福島からの避難者支援に取り組むことはほとんど必然的な結果だった、と原口氏は振り返
る。
2011 年 3 月現在、茨城県への避難者総数は 3,600 名にのぼり、その半数は单相馬市、浪
江町、富岡町など警戒区域内からの避難者で占められている。主な受け入れ自治体として
は、福島に近く日立製作所の企業城下町でもある日立市、事故当初に国家公務員宿舎での
大規模な受け入れを実施したつくば市、日立製作所の関連企業を多数抱えるひたちなか市
を挙げることができる。一方、FnnnP 茨城拠点での茶話会の開催を通して、とりわけ茨城
県による避難者への行政サービスに大きな問題点があることも浮き彫りになっている。茨
城県は、常に福島県からの要請を受けてから動き出すばかりでなく、実質的な支援（民間
借り上げ住宅制度の実施、避難者交流会の開催）に関しては各市町村に丸投げする傾向に
ある。支援情報の周知という点でも不徹底な部分が多く、当事者の間では不満が鬱積して
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いるように見受けられる。原口氏の専門である環境社会学の分野では「健康被害は社会過
程を通して増幅する」という認識が基本的な前提となっており、この観点から言えば、今
後ありうべき健康面・社会面の被害を最小化するための実践的な取り組みは急務であると
言わなければならない。ところが上述の県内事情も手伝って、とうてい十分な支援が行き
届いているとはみなしえないのが実態である。
原口氏はこのように茨城県内での避難支援の現状に関する見取り図を示したうえで、
「子
ども」の立場に立つことの重要性を強調して報告を締めくくった。茨城県内に避難してき
た小中学生の児童のなかには登校拒否に陥るケースが確認されている。周囲の大人たちは、
突然の大きな喪失体験に見舞われた児童たちの怒り、不安、苦しみをまず理解しようとす
るところから始めなければならない。かかる臨床心理学的な観点は、子どもの健康と環境
の保護を最優先課題に据える環境社会学的な観点とも合致するものであるが、現在の政策
にこの理念が反映されているとは言えない。
原口氏の報告に対し、FnnnP 新潟拠点長を務めた高橋若菜会員より「同じく原発立地県
である新潟県においても、今回の原発震災の避難者問題は、他人ごとではないという意識
が共有されている」という指摘があった。これに対する応答のなかで、原口氏より「茨城
県が自主避難者支援に消極的であることの一因として、県内の一部地域の放射線量がほと
んど福島県内のそれと変わらないという事情もあるようだ。もちろん、だから避難者支援
を疎かにしていいという理屈は成立しえないはずなのだが」との説明が補足された。
最後に、FnnnP 首都圏拠点長でもある舩田クラーセンさやか会員より「東日本大震災・
福島原発事故、福島乳幼児妊産婦ニーズ対応プロジェクト（FnnnP）の活動から考える国
際開発と発展、そして私たち」と題して、いくつもの問題提起がなされた。舩田氏はこれ
までの自らの生き方を、自給自足の生活を営む「生活者」、行政への政策提言等の活動に従
事する「市民」
、学生の教育に携わりながらアフリカ研究を進める「大学人」という 3 つの
側面に整理したうえで、そのいずれにおいても「世界構造の最下層の人々に寄り添う」こ
とを主軸に据えてきたと振り返った。かかる立場に立つ舩田氏にとって、今回の原発避難
者への支援活動の実践は、次のような 5 つの問いを自らに問いかけるきっかけになったと
いう。①福島原発事故における当事者とは誰なのか、②この場合、誰が誰を守るべきなの
か、また守ることができるのか、③今回の活動は果たして「支援」と呼ばれるべきものな
のか、④今回の事故における研究者・知識人の役割とは何か、⑤さらに大学人としての役
割とは何か。これらの問いに通底しているのは、どんな立場の人間であれ、ひとりの「生
活者」として存在する限り、常にすでに誰かの支えのうえで生かされているのではないか、
という本質的な生活実感にほかならない。
ここからさらに一歩進んで、
「今回の原発避難者のケースに関して、日本国憲法で謳われ
ている様々な原理原則が適用されているとは言いがたい」と舩田氏は指摘する。福島原発
事故を通して、主権在民とは何か、国家とは誰のためにあるのか、「国の豊かさ」「社会の
豊かさ」
「生活の豊かさ」
「個々人の豊かさ」とはどのようなものなのか、大多数の生存の
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ために尐数者が犠牲になる事態を看過してよいのか、女性や子どもは社会のなかでどのよ
うに位置づけられるべきなのか等々、数々の根源的な、しかも未解決の諸問題が炙りださ
れることになったと言えるだろう。このことからも容易に想像されるように、今回の原発
震災は、
「開発学」という知のありようを国内外の区別なく根底から問い直すための契機と
なるものであり、今後の「国際開発学」の領域の中で最も真剣に取り組まれるべき研究課
題の一つとなることだろう。
この報告を受けて、田口会員より次のような趣旨の発言があった。とりわけ「生活者」
としての視点の重要性には共感できる。ただし、現代的な消費社会の構造が、まさにその
ような「ひとの支えのうえで生かされている」という実感を切り崩すものとして機能して
きた点にも留意が必要であるように思われる。この意味で、
「世界構造の最下層」の問題を
共に考えていくにあたって、「生活者」を自認する層への働きかけ方と、「研究者」を自認
する層への働きかけ方とではニュアンスや強調点の違いがあってもよいのではないだろう
か。例えば、
「研究者」層に訴えかける際に強調してみたいのは、
「
『弱者』とは卖なる同情、
共感、支援の対象ではなく、世界の成り立ちと成り行きを最もクリティカルに指し示す兆
候的な存在なのであって、だからこそ社会科学の専門家を自認する者が、この弱者の問題
に目をつぶることは断じて許されない」といったような観点である。
この発言に対して、舩田氏より「知識人は自らの根源が生活者であるほかないという事
実をどこまで真剣に受け止めているのだろうか？」という問いが再提示された。「大学人」
もまた、学生たちが大学という場に集まることで生かされているということに気づくべき
ではないか。逆に言えば、
「大学人」は今こそ、自分たちの地位と役割を社会のために活用
すべき時なのではないだろうか。
このほかにも、各参加者より、それぞれの活動・研究の進捗状況について次のような紹
介があった。
「茨城大学ではほかの研究者たちと共にこの問題について情報共有を進めてき
た。最近は以前よりも協力的な雰囲気が整ってきている」（原口氏）、
「群馬大学では地域社
会をどうするかという観点からの協力が得られているが、プロジェクトのテーマが『乳幼
児』や『妊産婦』に限定されていることで、関わり方が分からないとこぼす研究者たちも
いる」
（西村氏）
、
「宇都宮大学では活動と研究の両面において尐しずつ具体的な成果が出て
きている。大学内の連携もスムーズに流れるようになってきたので、地方大学として、地
方行政のあり方に関する調査ならびにアドボカシーに取り組むのも重要だと考えている」
（阪本会員）、
「明治学院大学では、大学全体として原発問題に対応しようという雰囲気が
共有されている。ただし、そこには女性や乳幼児という弱者への眼差しが欠けていたとい
うことに今回の報告会で気づかされた」
（齋藤百合子会員、明治学院大学教授）、
「福島大学
では、子どもを保護するという観点を導入することは難しいだろう。肝腎の予防原則も理
念どまりに終わっていて、初めに『除染ありき』で動いてきた。結果として、除染後の放
射能測定においても、0.7 マイクロシーベルト毎時を記録するなど、除染実施の具体的な効
果が出ているのか、かなりの疑問符がつく」
（西崎伸子氏、福島大学准教授）
。
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その後、研究部会の今後の進め方について意見が交わされ、個々の研究データの積み上
げや、6 月の国際開発学会春季大会における口頭発表を目指すことが確認された。研究テー
マとしては、齋藤会員より「避難世帯における DV のリスクの問題」、舩田会員より「自主
避難世帯の父親が福島で孤立化している問題」など、新たな課題が提示された。また、「本
研究に関する国際的な情報発信も必要」
（吉井美知子会員、三重大学教授）
、
「この共同研究
の受け手をどこに設定するのかについても熟考が必要」（舩田会員）との意見が出された。
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第三回


日時：2012 年 7 月 1 日（日）13 時～17 時



場所：東京外国語大学本郷サテライト ４階セミナー室



プログラム：

1）本研究部会の趣旨の再確認・進捗状況（重田）
2）研究発表
①「原発震災の教訓―今後の開発研究の在り方を展望する」真崎克彦（甲单大学准教授）
コメンテーター：阪本公美子（本部会副代表、宇都宮大学准教授）
ディスカッション
②「日本の原発輸出―ベトナムの視点から」吉井美知子（三重大学教授）
コメンテーター：大橋正明（国際開発学会副会長・社会連携委員会・恵泉女学院大学教
授）
・田口卓臣（宇都宮大学准教授）
ディスカッション
3）本部会活動予算状況と今後の研究予定について（次回予定、研究部会成果発表など）



部会出席者：10 名、その他出席者：3 名（スタッフ 2 名含む）

報告概要

（会員・研究部会構成員 田口卓臣）

2012 年 7 月 1 日（日）
、東京外国語大学本郷サテライトにおいて、真崎克彦会員（甲单
大学）
、吉井美知子会員（三重大学）による研究報告があった。真崎会員の「原発震災の教
訓：開発研究の今後を展望する」では、原発事故と開発援助に共通する構造的な問題とし
て、①戦前の植民地主義の根強い残存、②「こうなればよい」「こうすればよい」という目
的論的・機械論的発想に基づく既定路線の押しつけ、③米国中心の世界秩序の克服という
根本的な問題の回避という 3 点が指摘され、開発現場の個別具体的な状況に応じた対策や、
それを支える「修復的正義」の理念の必要性が強調された。吉井会員の「日本の原発輸出：
ベトナムの視点から」では、ベトナムのごく一部の為政者が日本からの原発輸入に積極的
になる一方で、表現の自由に制約がある体制にもかかわらず、原発建設に疑問を提示する
同国の共産党幹部が登場している現状が紹介され、①果たして日本の原発輸出がベトナム
への有効な開発支援となりうるのか、②技術を買うベトナム側からの反対運動と、技術を
売る日本側からの反対運動をどのようにつなげばよいのか、という問題提起がなされた。
この 2 つの報告に基づいて、ODA や OOF による「開発」の限界が再確認されたうえで、
制度の有効利用、制度自体の変革、国家と資本の枠組みに回収されない市民や地域研究者
のネットワーキングという、3 つの実践を同時的に展開することの重要性が確認された。
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発表要旨
「原発震災の教訓―今後の開発研究の在り方を展望する」（会員・研究部会構成員 真崎克
彦）
真崎克彦会員は「原発震災の教訓：開発研究の今後を展望する」という題で、原発震災
の背後に見て取れる不公正な開発政治のあり方の是正に開発研究がどう貢献し得るのかに
ついて問題提起を行った。開発研究では総じて途上国・地域を対象に、先進国・地域の開
発モデルを広める方途が探究されてきた。原発震災はそうした進歩観が成り立たないこと
を示しており、今後は、先進国・地域と途上国・地域を分け隔てず、世界を跋扈する不公
正な開発政治の是正に向けた展望を探らねばならない。こうした問題意識より、原発推進・
災禍と開発援助に共通して見られる構造的問題の分析がなされ、①植民地主義の根強い残
存、②「こうなればよい」
「こうすればよい」という目的論的・機械論的発想に基づく既定
路線の押しつけ、③米国中心の世界秩序の追従という根本的問題という三点の開発政治の
特徴が指摘された。開発援助においては①現地の価値観や主体性を尊重しつつ地元の開発
をどう後押しできるのか、というかつての植民地支配をめぐる葛藤は清算されないままで
あり、②支援する側に都合の良い筋書きにそって手際よく活動が進められがちなため、筋
書きから外れたところで生起するさまざまな問題は射程外に追いやられ、③米国の自己都
合による人道的帝国主義の一端を担うかのごとく、平和構築という名目でさまざまな支援
活動が実施されてきた。開発研究者はこうした従来の開発政治の陰の部分に光を当て、そ
れらを断ち切る筋道を示す必要がある、という結論で発表は締めくくられた。
「日本の原発輸出―ベトナムの視点から」（会員・研究部会構成員 吉井美知子）
ベトナムでは单部ニントゥアン省で初の原発建設計画が進んでいる。第 1 サイトの 2 基
をロシアに発注、第 2 サイトの 2 基について 2010 年 10 月に日本への発注が決まった。3.11
を経ても日本の輸出計画は変わらず、ベトナムの原発は 2014 年着工予定、2020 年稼働予
定となっている。
本研究は(1)ベトナムの視点で見た原発建設、(2)日本からの輸出はベトナムへの開発支援
と言えるか、(3)日本人研究者の役割は、という 3 点について明らかにすることを目的とす
る。
研究では卖なる調査ではなく、実践を通して考察を行った。ホームページやブログを介
して、あるいは実際の人の往来を通して両国の市民をつなぐ実践である。
実践により明らかになったのは、ベトナムにはほんの一部の推進派と知識人反対派、そ
して多くの「何も知らない市民」がいるという事実であった。また日本の原発輸出は純粋
な金儲けと自国での廃炉のために原子力技術を保持するための方策であり、自らを中心に
置いてベトナムを周縁に押しやるもので、東京と福島の関係に等しく、ベトナムの開発で
は決してないことが明らかになった。両国の狭間にある研究者の役割は、日本のセールス
の手伝いではなく両国の市民社会間をつなぐことである。
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第四回


日時：2012 年 10 月 13 日（土）13 時～17 時



場所：東京外国語大学本郷サテライト ４階セミナー室



プログラム：

13：00～
第一部 栃木県北地域の現状報告
1）
「砦の住民活動と除染の実際」
報告者：大笹貴靖（
「NPO 法人 那須希望の砦」事務局長）
2）
「子どもを取り巻く放射能汚染問題と市民による防護活動」
報告者：手塚真子（
「那須塩原放射能から子どもを守る会」代表）
瀧アケミ(同副代表)
3）
「県北地域 震災を受けての乳幼児保護者アンケート」結果報告
報告者：清水奈名子（宇都宮大学国際学部准教授）
15：45～
第二部 コメントとパネル・ディスカッション：
「隠れた被災者」への支援とその課題
パネリスト：大笹貴靖、手塚真子、清水奈名子
コメンテーター：原口弥生（茨城大学准教授・FnnnP 茨城拠点長・茨城大学有志
の会メンバー）
、高橋基樹（神戸大学教授・国際開発学会理事/前副会長）
司会：重田康博（宇都宮大学国際学部教授・FSP 代表・国際開発学会研究部会代
表）
報告（部会副代表 阪本公美子）
本研究部会は、10 月に共同公開シンポジウムを開催し、12 月に国際開発学会全国大会に
おいて、企画セッションを主催するとともに、共通論題シンポジウムにおいて研究部会の
成果を報告した。
10 月 13 日には、宇都宮大学にて福島乳幼児・妊産婦支援プロジェクト（FSP）との共同
で、
「栃木県北地域と『隠れた被災者』－市民による除染と子どもの安全のための活動を事
例として－」公開シンポジウムを開催した。本シンポジウムでは、FSP が行ったアンケート
及び栃木県北地域で除染活動及び子どもの防護活動に取り組む市民団体の報告を受け、本
学会高橋基樹理事を迎えパネル・ディスカッションを行った。
本学会全国大会では、12 月 1 日に本部会企画セッションにて、重田・阪本が、企画セッ
ションの趣旨と乳幼児・妊産婦世帯や避難者の状況を明らかにした上、吉井美智子会員が
ベトナムの原発輸出をめぐる状況をベトナムの視点から報告した。真崎克彦会員による弱
者の視点に立った個別修復的正義、中野佳裕会員によるポスト開発の技術論の報告を経て、
上村雄彦会員が、市民による脱原発の道筋を提示した。これらの報告に対し、西川潤会員、
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喜多悦子会員から貴重なコメントを得た。また共通論題シンポジウム「東日本大震災と災
害弱者：国際開発協力への教訓」にて、
「原発震災における「隠された被災者」問題と国際
開発協力への教訓」として部会の研究成果を報告した。
なお、上記報告を含む本研究部会の活動については、宇都宮大学国際学部附属多文化公
共圏センターのホームページにおいて公表している。
http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/fsp/proj3.html
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