
1． はじめに 

 

(1) 研究の背景と目的 

 

2004 年 12 月 26 日、スマトラ沖で巨大地震が起きた。インドネシアの歴史上、最も大

きな地震といわれている。とりわけスマトラ島北端のアチェ州（以後「アチェ」という）

は、大津波による甚大な被害を受けた。そして、2011 年 3 月 11 日、日本では東日本大

震災が起き、大きな津波が東北地方の広範囲の東海岸を襲った。 

いずれの地域も、地震と津波によって漁業を主産業とする沿岸地域が大きな被害を受

けたことは事実である。漁場、漁港、住宅、インフラ、公共施設、マーケット等が破壊さ

れ、漁船や漁具、漁具倉庫などの生産手段が流された。一瞬にして家族や親族や友人を亡

くした人々もいる。津波は、家や船や農地や漁港などの物質的なものだけでなく、彼らの

幸せや自信などもさらっていった。 

津波のあと、多くの人々や団体が被災地の支援に入った。スマトラ沖地震から 9 年目を

迎えるインドネシアのアチェでは、インフラが整備されつつあり、復興庁は役割を終えた

とされているが、社会的・経済的状況や人々の精神的な問題はいまだに残っている。日本

の東北地方は、東日本大震災から 3 年目を迎えているが、鉄道の復旧と瓦礫の処理や生産・

消費・流通活動の進捗は「緩やか」と表現される程度で、教育・医療分野の進捗は依然と

して鈍い。応急仮設住宅では高齢者の「一人暮らし」が増えており、女性は子育てや就労

でストレスを抱えているなど生活面での課題が山積みとなっている（NIRA2013）。 

本研究の目的は、2004 年 12 月のスマトラ沖地震・インド洋大津波と 2011 年 3 月の東

日本大震災の被災地の調査を通して、復興過程において生じている問題を明らかにし、こ

れらの問題の解決における女性の役割を明確にすることである。特に、岩手県の女性活動

の事例からアチェの女性活動への教訓を導き出すことに重点を置いている。さらに、比較

研究を通して、復興過程における普遍的な教訓を導き出す試みも行う。 

本研究に至った背景は、以下のとおりである。 

筆者らの研究室（広島大学大学院生物圏科学研究科食料資源経済学分野山尾政博研究室）

では、2004 年 12 月 26 日に発生したスマトラ沖地震・インド洋大津波における被害状況

に関する調査を実施し、復興活動のあり方について検討してきた。対象地域は、タイ南部

のパンガー県とクラビ県、スリランカの南部海岸地域、インドネシアのスマトラ半島アチ
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ェ州アチェ・ベサール県バンダ・アチェ市及びその周辺地域である。2006 年度には、「ア

ジア海域社会の復興と地域環境資源の持続的・多元的利用戦略」（科研費、基盤研究 C）と

いう課題で調査研究を行った。 

この研究を踏まえて、2008～2009 年度には、「外部支援からの自立に向けたソーシャル・

キャピタルの発展―津波後のスリランカ・タイ・インドネシア沿岸域社会の構造と機能の

変化に関する研究」（トヨタ財団研究助成）という課題で調査研究を行った。この調査では、

被災地の住民が助け合いを通してエンパワーメントを高めながら復興と開発に取り組んで

いることを明らかにし、ソーシャル・キャピタルの発展、コミュニティ・ベース型の生計

復興活動の重要性を主張した（山尾編 2011）。 

この時、スリランカやタイでは調査対象地域で悉皆調査を実施したが、インドネシアの

アチェでは、悉皆調査は実施しなかった。この理由は、以下のとおりである。アチェは、

イスラム信仰が強く、古来より外部の支配者に対する激しい抵抗で知られ（対オランダ戦

争）、現在のインドネシア政府に対しても独立を要求して長い内戦状態にあったため（津波

を経て和平協定合意）、外部者への警戒心が非常に高く、固有のアイデンティティをもって

いる。また、言語は、インドネシア語だけでなくアチェ語を使用する傾向にある。筆者ら

（日本人 2 名）は、これまでの東南アジアにおける海洋の調査研究を通して、インドネシ

アのネットワークは確立していたものの、ジャカルタやジャワ方面との連携が強く、アチ

ェへのパイプはなかった。この地域での調査経験が浅い筆者らにとって、調査は慎重に進

めなければならなかった。幸運にも、2006 年に、ボゴール農科大学の講師でアチェ出身の

ズルハムシャ・イムラム氏と出逢い、アチェでの調査（聞き取り調査に限定）を実施する

ことができた。 

以上の条件下で、2006 年 9 月（第 1 回）、2009 年 3 月（第 2 回）と及び同年 12 月（第

3 回）にかけてアチェに赴き、ラポール 1を形成する試みを行った。参与観察を行い、可能

な範囲での聞き取り調査を実施し、第 3 回目の調査では、数人の女性にインタビューをす

ることができた。しかし、それ以降、アチェでの調査は打ち切りに近い状態となり、アチ

ェの友人とも疎遠になっていた。 

2011 年 3 月 11 日、日本で東日本大震災が起こった。この時、真っ先にアチェからメー

ルが入ったのである。東北の津波の様子は、インドネシアのアチェでも大きく報道されて

1 正確なデータを収集するためには、調査員と被調査者との間に一定の有効な関係を成立させ、調査を

円滑に行うことが必要となる。両者の間に結ばれるこの友好関係をラポールとよぶ。 
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いた。アチェの友人は、まず我々を気遣ってくれた。そして、自身が被災しているにもか

かわらず、否、被災しているからこそ、同様の津波被害を受けた日本に何かがしたい、と

申し出てくれた。筆者ら（日本人 2 名）は、西日本に在住していたため被害はなかったが、

これを機に、地震・津波という被災地を何らかの形でつなげることができないかと考える

ようになった。2012 年度より、ズルハムシャ・イムラム氏が広島大学大学院の博士課程に

留学したことを機に、アチェでの調査研究を復活させたいと思う気持ちが高まっていた。 

幸運にも、2012-13 年度に、公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラムよりご支援

をいただき、本調査研究を実現することが可能となった。さらに、アジア女性交流・研究

フォーラムのご助言により、本調査研究は、インドネシアのアチェの調査だけでなく、東

北地方での調査も行い、女性の役割に関しての比較を行うことにも挑戦することとなった。 

比較研究の意義は次節のとおりである。 

 

(2) 比較研究の重要性と課題 

 

室崎（2009）は、復興のあり方において、教訓の学びあいが可能であると述べている。

つまり、巨大な災害は、同じ地域でしばしば発生するものではないため、災害の教訓は国

境をこえて学びあうべきだというのである。さらに、田中ほか（2012）は、アチェでの津

波体験は日本人へのメッセージでもあり、先進国から何かを一方的に「教える」のではな

く、「不幸な」経験を共有し、それを乗り越えるために、そこからお互いに学び合うことこ

そ重要であると述べている。低頻度・大災害であるからこそ、「たまたま不幸にして遭遇し

た」人々から、その人がいかに遠くに住んでいても、その話を聞いておかねばならない。

工学的な知識はともかく、人間や社会に関するかぎり、日本は「進んだ国」、インドネシア

は「遅れた国」という構図は成立しない、というのである。 

ゆえに、本研究は、この学びあいの関係と同様のスタンスをとっている。 

研究代表者が、教訓の学びあいの関係の構想をもつようになったのは、復興に関連する

調査からではなく、1990 年代から継続している国内外の村落社会でのモノグラフ的な調

査を継続してきた経緯からである（辰己 2009）。日本国内のフィールドは、主に山口県や

広島県であり、海外のフィールドはネパールの山岳地域である。両者を関連付ける際、日

本の経験がネパールに生かされるという図 1 の①のベクトルが主流となっており、2009～ 

2011 年度の科研費「アジア村落開発・発展における日本村落研究の貢献可能性に関する社
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会学的研究」（若手研究 B、代表者 辰己

佳寿子）において実証した。 

これらの調査研究を通して、図 1 の②

のベクトルのように、日本が戦後の復興

を成し遂げ、急速な経済成長を経験し、人

口減少社会に至るまでの今日の社会変容

における正と負の現象を客観的に把握

し、海外の同様の課題を抱える地域に活

かすという方向性が重要であること、さらには、③のベクトルのように同時代的な課題や

互いが学び合う関係性を構築することが重要であるとの見解に至った。いずれの国におい

ても、村落の問題は、同根、同時代、同心円の問題であるともいえ、「先進国」といわれる

日本が、「途上国」の手本となる一方向の関係ではなく、いまや、互いが手本交換し、相互

啓発ができる双方向の関係性を構築する時期にきていると考えている。 

東日本大震災の際、これまで日本が援助をしてきた国や地域や団体からさまざまな支援

があったのは周知の事実である。この時、戦後復興を遂げ、「もはや戦後ではない」という

1956 年の『経済白書』のスローガンのもと被援助国から援助国に転換した日本が、支援さ

れる立場にまわったのである。これは、どちらが「先進」で「後進」であるかという上下

構造ではなく、互いが経験した教訓を交換し合いながら、目の前にある復興を成し遂げる

という相互啓発的な新しい関係性が重要であるという③の仮説の強い裏付けとなった。 

すでに、実務のレベルでは、復興過程の学び合いの動きが起きている。 

国際協力機構（JICA: Japan International Cooperation Agency、以後「JICA」という）

は、『大規模災害からの復興に係る情報収集・確認調査』（JICA2013）という調査を行って

いる。この調査は、国内での過去の災害事例の具体的な復興プロセスから学んだ知見を整

理し、現在、復興途上にある東日本大震災の復興プロセスから知見の抽出を行い、JICA が

途上国でこれまでに復興支援した事例の分析をし、それらを踏まえて JICA の今後の途上

国における復興支援のあり方を検討している。具体的には、JICA の過去の途上国支援事

例として、トルコ（1998 年）、スリランカ（2004 年）、モルディブ（2004 年）、パキスタ

ン（2005 年）、ハイチ（2010 年）、そして、インドネシア（2004 年）のスマトラ沖地震

の 6 事例が取りあげられている。 

さらに、JICA 東北では、2012 年 11 月に、復興プロセスの共有と相互復興を目的とし
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図１ 比較研究の視座

（出典）筆者作成
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て、インドネシアのバンダ・アチェ市からの研修員を引き受け、東北の被災地を視察した

り、宮城県東松島市副市長及び職員からなる同市使節団をアチェへ派遣するなどの被災地

同士の復興ノウハウを共有する取り組みを行っている。そのほか、岩手県大槌町などで復

興支援に取り組む国際 NGO（非政府組織）グッドネーバーズ・ジャパンが企画した研修

「三陸の高校生インドネシアをゆく〜故郷の復興を探る旅〜」では、2013 年 3 月にバン

ダ・アチェ市へ岩手県の高校生 16 名が赴いている 2。 

 

(3) 本研究の試み 

スマトラ沖地震と東日本大震災を比較した場合、表１のように、地震の規模、津波の高

さ、地震の種類は類似しているが、被害者数や被害総額、二次災害への影響を含めると異

なる点も多くある。 

 

室崎（2009）は、教訓の学びあいには留意点が 2 点あると述べている。ひとつは、成功

した経験とともに失敗した経験からも、復興の教訓を引き出すこと、次に、震災および復

興の特殊性や個別性に留意して、復興の教訓をひきだすことである。このことは、研究レ

ベルにおいて、特に留意せねばならぬことであり、震災の特徴や地域の特性を把握したう

えで、それとのかかわりで復興を科学的に相対化して議論する姿勢が重要となる。 

地域社会の比較は慎重にすすめる必要がある。本研究チームは、調査対象地域における

調査期間が短く、地域を総合的に捉える段階までは至っていないため、被災地という地域

2 大槌みらい新聞第 9 号、2013 年 5 月 15 日付（http://otsuchinews.net/newspaper/20130520/459） 

表１　スマトラ島沖地震と東日本大震災の比較（ADB 2009, 世界銀行などから引用）

スマトラ島沖地震 東日本大震災

死者数 死者22万人 死者・行方不明者2万4千人
※※

被害総額 63億ドル 2350億ドル

発生日 2004年12月26日 2011年3月11日

規模 9.1Mw 9.0Mw

津波の高さ 平均10m、最大34m 平均10m、最大38m

被害地域（死者がでた地域） インド、スリランカ、タイなどの11か国
※ 日本

復興までの期間 5年間 未定

二次災害への影響 なし 原発事故

地震の種類 海溝型地震（逆断層型） 海溝型地震（逆断層型）

(出典）ルディアント(2011）。※10数カ 国ともいわれる。 ※※2013年3月26日の消防庁の報告では死者18,493人、行方不明2,683人）、
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社会を比較することは時期尚早と考えられる。 

しかしながら、復興における女性個人の社会的行為という視点から、自我形成、価値観

の形成、誇りや生きがいなどの主体形成、人間の尊厳を視野に入れて、女性の役割を比較

し相対化することは可能であると考え、比較研究の一試論として挑戦することとした。特

に、海産物・農産物や菓子等の加工品の製造、商店経営等の小規模な経済活動と、これら

の活動を通じた他者との社会関係にもとづく女性の内面的変化に着目した。 

なお、「復興」を定義することは容易ではなく、議論の余地があり、関西学院大学災害復

興制度研究所（2010）でもさまざまな見解があるが、「復興」は人間復興を意味し人が人と

しての尊厳を回復することである点では共通の認識ができている 3。個人の尊厳が確立す

るのは、社会的存在としての個人が前提である。町村（2012）が、社会学的な立場から、

他者とともにあることによって、一人でいるときには実現できない何かが付け加わったと

き、そこに「社会的なるもの」の働きを見出すことができ、「社会的なるもの」が改めて浮

き彫りになる瞬間の一つが、いわゆる「非日常」である、と指摘しているように、被災は

究極の「非日常」のひとつであり、復興過程においては、「社会的なるもの」の意義が顕著

になる。ゆえに、本研究では、被災という非日常的な状況においての女性個人の社会的行

為を観察することを通して、復興における普遍的な教訓を導き出すことを試みた。 

分析視角は以下のとおりである。 

① 女性の活動に焦点をあてて、復興過程において生じている問題を明らかにする。 

② 家族、親族、隣人・友人、組織、地域社会、ネットワークを通じた女性個人の変化をミ

クロ社会分析から捉え、女性の役割とエンパワーメントの相関性とそのメカニズムを明

らかにする。 

③ 個人が属するさまざまな社会（家族、地域社会、行政や援助団体などの組織等）との関

係や、ネットワークについて動態的なマクロ社会分析を行う。  

④ 個々の復興過程を類型化し、被災地の復興における女性の役割に関する示唆を抽出する。 

なお、個人に認知された主観の中に存在する「ミクロ社会」とは、人間の、相互行為な

いしコミュニケーション行為、自我形成、共感・相互主観・共通社会意識の形成などを指

3 「復旧」という言葉も多用されており、被災前被災からの状況に戻すことというイメージで捉えられ

る傾向が強いが、被災からの再起には「原型復旧の世界」など存在しない（関西学院大学災害復興制度

研究所 2010）という指摘もある。また、アチェ州では、被災前が紛争による混乱状況であったため、も

とに戻ることが必ずしも好ましいことではないと捉える人々もいるため、本研究では「復旧」という言

葉は用いず、「復興」に統一した。 
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す。個人の外に客観的に実在する「マクロ社会」とは、家族、学校、企業、官庁、村落、

都市、国家など小集団から全体社会におよぶ社会集団と地域社会を総称する（富永 1995）

4。本研究は、マクロ社会の比較ではなく、ミクロ社会分析を軸としながらマクロ社会を関

連付ける方法に重点を置いている。 

上記の分析視角は、研究代表者がこれまで山口県の農山漁村の女性に関する調査研究

（辰己 2009、2011b、2012、2013）において実施してきたアプローチである。東北での調

査においては、未踏の調査地であったため、無作為に女性の活動を抽出するのではなく、

これまでの研究の鍵概念である「生活改善」を軸に据えることとした。「生活改善」とは、

戦後復興に制定された農業改良助長法に基づく、台所改善や栄養改善という生活改良普及

事業を指すことが多いが、本研究では、狭義の“生活改善”に限定するのではなく、女性

たちが問題解決型アプローチをとることによって、個人の生き方や家族・親族や地域社会

のあり方をより良くするという広義の「生活改善」を意味している。 

調査の方法は、主に質問票を用いた対面式の聞き取り調査と参与観察である。調査対象

となる女性たちは警戒心が強く、なかにはトラウマや PTSD で悩む女性もいるため、彼女

たちの心身の状況を把握しながらコミュニケーションをはかり、心を開いてもらうよう配

慮をした。調査票を準備していたが、状況によっては調査票を用いず、会話を重視する調

査になることもあった。 

インドネシアでの調査は、2004 年に発生したスマトラ沖地震・インド洋大津波で最も被

害の大きかったアチェ州のバンダ・アチェ市および近郊の村において 2012 年 9 月 14 日～

20 日に実施した。住民がインドネシア語だけでなく、アチェ語を使用する可能性があるた

め、アチェ出身の通訳を介して行った。調査のコーディネートは、共同研究者であるアチ

ェ出身のズルハムシャ・イムラム氏が行ったが、女性に対する調査の通訳はアチェ出身の

女性を採用した。彼女は、看護師兼ソーシャルワーカーで、自身も被災をしており、2009

年 12 月の調査でも同行しているため、村の事情を理解しており、被調査者の女性たちと

の面識がある。 

バンダ・アチェ市では、主に資料収集、行政担当者や漁業関係者への聞き取り調査を行

った。村レベルの調査対象地域は、東海岸と西海岸の 2 つの異なる村を選定した。西海岸

4 個人に認知された主観の中に存在する「ミクロ社会」とは、人間の、相互行為ないしコミュニケー

ション行為、自我形成、共感・相互主観・共通社会意識の形成などを指し、個人の外に客観的に実在す

る「マクロ社会」とは、家族、学校、企業、官庁、村落、都市、国家など小集団から全体社会におよぶ

社会集団と地域社会を総称するものである（富永 1995）。 
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は東海岸に比べて被害が大きかったため、交通のアクセスが悪く、道路の復旧が進まず、

援助機関の活動地は東海岸に傾斜しており、援助の地域格差が顕著であった。よって、ひ

とつは、援助プロジェクトが多く入っている MEUNASAH KEUDEE 村（東海岸）、もう

ひとつは援助プロジェクトがほとんど入っていない LAYEUN 村（西海岸）にて調査を行

った。 

なお、本報告書の内容は、2006 年 9 月、2009 年 3 月及び同年の 12 月に行った調査を

踏まえている。2012 年の調査では、東日本大震災で日本も被災したことを話すことによ

り、調査への協力度合いが高まったことを付記しておきたい。 

東北地方の岩手県での調査は、2012 年 11 月 30 日～12 月 3 日、2013 年 6 月 28 日～7

月 1 日、8 月 24 日～28 日に実施した 5。 

これらの調査は、日本社会学会倫理綱領 6に従い、細心の注意を払って行った。 

断片的な情報もあるが、現時点で可能な限りの整理を行うこととしたい。 

  

5 一部の調査では他の研究費を活用しており、調査は今後も継続的に行う所存である（2014 年 1 月 14
日再訪問）。 
6 http://www.gakkai.ne.jp/jss/about/ethicalcodes.php 
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2. スマトラ沖地震(2004)の津波被災地における女性の活動－アチェ州の事例－ 

 

(1)  調査対象地域の概要と復興状況 

①  アチェの概要 

アチェは、対オランダ戦争などの経験より外部の支配者に対する激しい抵抗で知られて

おり、1976 年に自由アチェ運動がアチェ・スマトラ国の独立を宣言し、インドネシア政府

に対して独立を要求し長い内戦状態にあった。 

アチェは、イスラム信仰が強く、他のインドネシアの地域とは異なり、固有のアイデン

ティティをもっている。倉沢(2006)によると、インドネシア政府は断固とした態度で弾圧

を続けてきたが、長引く抗争の解決のために、イスラム教徒がほとんど 100%を占めるア

チェにおいては、ある程度の譲歩も必要と考え、スハルト政権崩壊後はかなり高度な自治

が認められ、イスラム教徒に対してはシャリア 7を施行することが許されるようになった 。

その結果、たとえば、道行く女性を検問して、ジルバブ（髪や顔などを覆うためのスカー

フ）をかぶっていない場合には注意を促したり、ギャンブルで捕まった者に公衆の面前で

鞭打ち刑を課すなどのことが行われるようになった。 

2004 年末の津波により、インドネシア政府は一時的停戦を宣言したが、一部で戦闘はな

お継続した。この被害をきっかけに和平交渉が開始され、自由アチェ運動が独立要求を取

り下げ武装解除にも応じ、インドネシア政府は軍の撤退とアチェでの地方政党樹立を認め、

和平協定合意が実現した。 

よって、外部者への警戒心が非常に高く、インドネシアのなかでも特殊な地域として位

置付けられる。津波によって多くの援助機関が入って活動してきたことで、支援による開

発・発展という経験をアチェの人々は実感できるようになったといわれる。 

 

② アチェの被害状況 

スマトラ沖地震は、2004 年 12 月 26 日（日曜日）のインドネシア西部時間 7 時 58 分に

起きた。インドネシアでの被害を正確な数字で表すことは難しいが、アチェ・ニアス復興

庁 （ BRR:Rehabilitation and Reconstruction Agency (Badan. Rehabilitasi dan 

7 シャリアとは、イスラム法のことであり、「人間と神の関係、人間と人間の関係、人間とほかの生物と

の関係、の三つの関係を秩序立てる神の規範体系」を意味する。信仰実践（清め、礼拝、喜捨、断食、巡

礼）と行動の規範に大別される。行動の規範は、私法（商売、婚姻、財産、その他）と公法（刑罰、国家

法、聖戦、その他）に分けられる。 

9 
 

                                                   



Rekonstruksi) 、以後「BRR」という）は 2009 年に、死者 126,741 人、行方不明者 93,285

人、50 万人が家を失くし、75 万人が被害を受けたと公表した（BRR2009）。住宅、インフ

ラ、公共施設、漁港、マーケット等が破壊され、漁船や漁具、漁具倉庫などの生産手段は

流され、人命のみならず、人々の生活が脅

かされるほどの大きな被害を受けた。とり

わけ、スマトラ島北端のアチェ州は甚大な

被害を受けた。図 2 は、2005 年 1 月時点

のものであるが、アチェ州は色が濃くなっ

ている部分であり、最も死者数が多い地域

となっている。 

アチェ州の州都であるバンダ・アチェ市

は、海岸から 2～3km の距離に位置する

が、ここでも地震発生から約 20 分後に

10m に及ぶ津波が押し寄せた。アチェ市

内の津波前の人口は 22 万人（2003 年アチェ統計局）で、地震・津波による死者・行方不

明者は 7 万人となり、市の人口の約 1/3 が犠牲となっている。バンダ・アチェ市内の被害

がこれだけ出ていることは、海岸沿いの村々の被害はそれ以上であったことが理解できる。 

ウレレ港は、バンダ・アチェ市の外港として古くから栄えていた港街である。近年は、

砂州を掘り込み、近代的な港湾が建設されていたが、10 メート ルほどの津波によって、

モスクと記念塔を除き建物は残らず姿を消した。 

BRR（2009）は、死者数の男女比について、男性よりも女性の方が 1.44 倍の死者が出

ており、Doocy et al (2007) は、どの年代も女性の死亡率が男性よりも高いこと、死者数

の 3 分の 2 が女性であったことを指摘している。Oxfam（2005）は、2 県 8 村で調査を行

い、女性の死者数が異常に多かったことを報告している。大アチェ県 4 村では 676 人の生

存者のうち女性は 189 人（約 28%）のみであり、北アチェ県の 4 村では 366 人の死亡者

のうち 284 人（約 77%）が女性であった。津波が襲ったのは日曜の朝 8 時頃で、男性は

漁で沖合に出ていたり、畑やマーケットなどに外出しており、家には女性と子供が残って

いた傾向が強かったため、犠牲者の性差が明確にでたようである。 

 

図 2 アチェ州の死者数（2005 年 1 月 12 日） 

（出典）Bappenas (2005) ：p10. 
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③ 調査対象地域の位置 

村レベルでの調査は、バンダ・アチェ

市から車で 30-40 分の郊外で行った。東

海岸と西海岸の 2 つの異なる特徴をもつ

村で実施した。ひとつは、比較的アクセ

スが容易な援助プロジェクトが多く入っ

ている MEUNASAH KEUDEE 村（東海

岸）、もうひとつはアクセスが容易ではな

く援助プロジェクトがほとんど入ってい

ない LAYEUN 村（西海岸）である。 

この 2 つの村に象徴されるように、復

興の進行度合いは地域によって異なっており、復興先進地と後進地が生まれている。西海

岸の住民に調査（2006 年 9 月）を行ったところ、「政府や援助関係者が入ってきたので、

援助してもらえると思って、さまざまな情報提供を行ってきたが、調査のみで実際にプロ

ジェクトが実施されることは少なく、援助が東海岸・北海岸に偏っている」という声があ

った。 

 

④ 復興庁の役割と復興計画 

インドネシア政府は、地震後 3 カ月半の 2005 年 4 月 16 日に大統領令によって、BRR

を設立した。 

BRR は、復興計画・事業の調整の役割を果たすために、国連やその諸機関等と協力し、

世界の援助国と連携をとりながら、現地に入ってくる無数の NGO に対して、被害および

復興情報を提供し、津波復興のための援助をコーディネートし、復興事業を推し進めてき

た。事業は、インフラ整備、保健医療、食糧、多方面にわたる社会経済的分野におよんで

いるが、津波直後は、優先的に、医療、食糧、インフラ整備、住宅等に関する支援が実施

された。 

BRR のオフィスが、首都ジャカルタではなく、バンダ・アチェ市に置かれため、その権

限は中央政府なみで強力な組織であったが、2009 年 4 月 16 日に任務を終えた。BRR の

解体後、その機関が持つ復興の権限は地方政府に移譲された。グランドデザインでは、応

急対応は震災後の 6 カ月未満と設定し、復旧事業はその後の 2 年以内とし、復興は 5 年間

 

（出典）PT.FITRATAMA SEMPANA 発行の地図をもとに筆者作成 

図 3 調査対象地域の位置 
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と定められている。 

インドネシアをはじめとする被災国や援助機関は、5 カ年を見込んだ復興計画を立て、

時間軸に沿った支援活動のプログラムを実行している。図 4 は、インドネシアの復興計画

を参考に作成したものである（山尾 2011）。被災した当初は緊急支援が行われ、次いで仮

設ないしは復興住宅の建設が始まる。3 年後の 2008 年には、社会基盤整備がほぼ終わり、

生計手段の維持と創設に力が注がれる段階に入る。 

漁村社会では、本業である漁業に加えて、水産加工業、ツーリズム、コミュニティー・

ビジネスの開発、マイクロファイナンス活動の強化などが図られている。5 年目が経過す

る頃、復興活動は最終段階に入りつつあり、モニタリング等によって復興の成果を確認し、

被災住民が自立を果たしていく時期として捉えられている。 

 

 

 

⑤ 復興事業の実態 

⑤‐１．援助の内容 

津波後は、多くの援助機関が復興支援のためアチェ州に結集した。当初は緊急支援であ

った。第 1 段階では、医療、インフラ、一時的な衣食住、第 2 段階では、仮設住宅、住宅、

生計手段確保の、第 3 段階では、社会的・精神的サポートが必要となる。 

12 
 



日本の外務省が 2005 年に提示した『スマト

ラ沖大地震及びインド洋津波被害二国間無償

資金協力に関する中間評価報告書』によるとイ

ンドネシア復興支援の分野の一覧は表 2のとお

りである（外務省 2005）。 

日本の援助は、二国間無償資金協力が実施さ

れた。これは、「ノン・プロジェクト無償資金協

力」と呼ばれるスキームであり、資金拠出の段

階では、具体的な支援内容が確定していないの

が特徴である。被災地のニーズ等を踏まえて、

実施される案件に対する無償資金協力である。 

資金を適正に管理・使用するため日本が行ったことは、一般財団法人日本国際協力シス

テム（JICS: Japan International Cooperation System, 以後「JICS」という）を調達代

理機関として位置付けていることである。JICS が資金を管理し、被災国のニーズにしたが

って復興事業を担っていくことにより、資金使途が不明になったり、被災国政府の行政が

過重になるのを防ぐことができる、というメリットがあるとされる。支援活動は、被災国

政府との協議を踏まえて実施される。スマトラ沖地震の復興支援では、こうした支援スキ

ームがフルに活用されたのが大きな特徴である。   

スマトラ沖地震で被災した国・地域の大部分が漁村であり、被災者の相当部分が漁民と

その家族であった。2005 年 3 月、国連食糧農業機関（FAO: Food and Agricultural 

Organization, 以後「FAO」という）は、沿岸地域住民の生計を支える漁業・養殖業を軸

とする水産業の復興を急ぐ必要を認め、漁民や地域住民が水産資源に、これまで通りにア

クセスできる権利が保障されるようにという宣言をだした。 水産業が受けた経済的損失

は莫大で、漁村住民の生活基盤は破壊され、更新自律的資源 8である水産資源の持続的利

用を図ってきた制度やネットワークが機能不全に陥った。道路、電力、通信などの社会イ

ンフラは別にして、生計復興化活動の重点に漁業が位置づけられたのである。 

 

8 自律更新資源とは、魚介類など消費しても魚等が卵を産みまた増える資源のことである（松宮

2000）。しかし、このような水産資源の過剰利用などによって枯渇が懸念されており、適切な管理手法

に基づく国際的なルールが必要となっている。 

表2　無償資金協力によるインドネシア復興支援の分野

１　緊急支援物資の調達

２　保健所復旧事業

３　テレビ・ラジオ放送支援事業

４　西海岸道路復旧事業

５　放水路（護岸）普及事業

６　水道・衛生施設復旧事業

７　孤児院再建事業

８　漁業支援事業

９　市場復旧支援事業

10　大学復旧支援事業

11　職業訓練センター支援事業

12　学校に対する支援事業

13　土地台帳の修復事業

14　廃水施設復旧事業およびモデルエリア開発事業

15　その他

（出典）外務省(2005) 『スマトラ 沖大地震及びイ ンド洋被害者二国間無償

資金協力に関する中間評価報告書』
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⑤‐２．援助と現実の齟齬 

アチェ州は、インドネシアのなかでもさらに貧しい地域である。にもかかわらず、長い

間、インドネシア政府からの独立を求めて軍事活動を展開してきたため、政府からの援助

は乏しかった。政治的に不安定で紛争地帯という事情から、諸外国からの開発援助も入る

ことが難しく、産業の発展も進んでいなかった。 

従来の国際災害支援では、多くの場合、現地政府に一括して財政支援を行い、後は現地

行政に全面的に任せるか、あるいは、公共施設やインフラ整備などのハードの施設の復旧

に協力する、という形が中心であった。BRR は、まさにその役割を担っていたが、完璧に

援助支援をコーディネートできていたわけではない。津波以前から、紛争等の影響で、ア

チェ州は、行政機構は未整備で、行政が住民の福祉や生活を守るための社会サービスを提

供する能力が高くなかったため、基本的なニーズを把握していなかったといえ、災害時に

は行政ルートという支援だけでは不十分であった。そこで活躍したのが、海外の NGO の

存在である。 

名古屋大学大学院環境学研究科が行った調査によると、「生活再建に最も頼りになった

のは誰ですか」という質問に対して、海外の NGO が 40.2%、親族 36.2%であった。これ

に対して、地方政府は 9.4%、中央政府は 3.1%と低く、同じ地域に住む人々、コミュニテ

ィという回答は 5.5%であった（木股ほか 2006）。 

海外の NGO のなかには、発災直後に被災状況と被災者のニーズの調査を行ってから、

被災地住民自身の生活力を向上させる個人のエンパワーメントを促す支援をしたり、コミ

ュニティをベースとした復興を行う方法をとっているところもあった。 

アチェ州においては、海外の NGO の支援が大きな役割を果たしたことは言うまでもな

いが、多くの援助機関が急に入ったことで混乱が生じていることもあった。図 6 のように、

援助機関間の連携や住民間の連携もないままで支援が実施され、援助の不均衡が生じ、援

助にともなうジェラシーとスポイ

ルという現象がみられた（佐藤

1995）。 

つまり、これまで、「援助」の存在

をあまり知らなかったアチェの

人々のなかには、援助を受けた人を

羨ましがったり、援助を競争して奪 （出典）現地調査し、筆者作成（2006） 

図５ 援助機関の各地へのアプローチ（連携の欠如） 

援助機関 援助機関

デサ（村）デサ（村） デサ（村）
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い合ったり、援助への依存心が強く自助

努力を怠る人々が出てきたのである。住

民のなかには、サービス提供の不平等に

対する不平・不満を持ったり、援助を受け

た人への嫉妬心を持つ人もいた。 

たとえば、漁船の供与の例をあげてみ

よう。漁村の生計を維持する上で、もっと

も重要な役割を果たすのが生産手段の漁

船及び漁具であるため、各国の援助機関

や国内外の NGO は漁船の供与を重要な仕事と位置付けた。漁船の提供には、大まかに二

種類ある。完成した漁船を供与する場合と、支援対象地域に造船所を設けて、建造技術に

関する訓練コースを開設し、被災漁民・住民に参加してもらい、地元で用いる漁船を建造

するという場合である。 

完成した漁船を供与する場合には、漁船が地元の漁師の要望に適さないものもあり、多

くの放置船が各地で見られた。漁業設備の一部の例では、日本の無償資金協力による製氷

機、冷凍庫、発電機からなっていると思われる製氷装置とそれを収容する建物が水路にそ

って建設されていたが、試運転で 1、2 度使っただけで、操業コストが高いため、使われて

いないものがあった。 

漁師の X 氏は、津波で船が流された。ふたり乗りの船に乗っているが、政府に無償で供

与された船は使い勝手がよくないし、安定しない。津波後、漁獲量は約半分に減少し、１

日に 100 万ルピア（＝約 400kg）の漁獲量である 9。ボート所有者と漁師(2 名)で、漁獲量

を 5:5 または 6:4 で分ける。所有者へ渡した残りを 2 人の乗組員が分ける。この漁獲量か

ら得た資金で燃料費等を支出しなければならない。1 日に 100 万ルピアの収入があっても、

ベンジン 30 リットル、オイル、砂糖や米などの支出があるため、収入は、その半分程度と

なるという（2006 年聞き取り調査）。 

元漁師の Y 氏は、津波後は、バイクの横に座席をつけたタクシー（ベチャモト）の運転

手に転職した。海に対するトラウマがあり漁に出ることができなくなったからである。地

方政府の雇用創出プロジェクトは、ベチャモト就業に限定されており、それ以外の選択肢

9 1 インドネシア・ルピア＝121.95 円（2012 年 9 月） 

使われていないボート（2006年 9 月撮影） 
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がなかった。2 年間のリボルビングファンドを受けてバイク等を購入した。１日に 3 万ル

ピアの収入で、燃料等をひいて 1 万 5000 ルピ

アの稼ぎとなるという（2006 年聞き取り調査）。 

住宅被害は、BRR によると、アチェ州での全

壊家屋数は 69,932 戸(2005 年時点)といわれて

いる。2006 年に筆者らが調査をした際には、

テント生活の人々もいた。住宅の建設ラッシュ

であった。住宅供与については、アチェの家屋

は木造高床式であったが、援助団体によってつ

くられた家屋はコンクリート製であったため、使いにくいという意見もあり、空き家もみ

られた。高台移転では漁場から遠くなったという意見があり、移転を機に、漁業を辞める

人々もいた。 

 

 

テント生活（2006 年 9 月撮影） 

 

もともとの家屋のスタイル（2006 年 9 月撮影） 

 

建設ラッシュ（2006 年 9 月撮影） 

 

援助によってつくられた住宅（2006 年 9 月撮影） 

 

ベチャモト（2012 年 9 月撮影） 
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⑤‐３．援助と地元リーダーの関係性 

住宅や漁船・漁具供給においてみられたように、復興支援においては、住民と援助団体

とのミスマッチが生じているケースがある。 

BRR の役割のひとつに援助団体の調整があげられるが、BRR の許容範囲をこえる援助

機関が一気に入り込んだため、援助機関間での調整も乏しいまま、復興活動が進められて

いる状況も見受けられた。住民のニーズやコミュニティの要望がどのように吸い上げられ

て、援助がなされているのかは明確ではない。援助団体に対応できる人々は、村の有力者

などであり、固定化されている。女性が外部との交渉に立ち会うことはほとんどない。 

住民や地域社会の要望と援助団体の支援とのマッチングにおいて、筆者らが着目したの

が、漁師たちで形成されるインフォーマルな組織である。これは、漁業操業の秩序維持と

紛争の解決を図るための伝統的な管理組織であり、アチェ周辺の漁業船団の多くがそれぞ

れの組織の管理下にある。漁業管理だけでなく、社会関係の監視・調停・裁判、漁師の福

利厚生と漁家のセーフティーネットなどの機能ももっている。 

このような組織のリーダーをパングリマ・ラウトと呼ぶ。パングリマ・ラウトは、海の

キャプテンとも呼ばれる。漁業操業の秩序維持と紛争の解決をはかるために存在する伝統

的な管理組織である。アチェ周辺の漁業船団の多くがパングリマ・ラウトの管理下にある

が，漁業種類，地域によってバリエーションがある。パングリマ・ラウトは、通常、トッ

プにたつ漁民リーダーに与えられる呼称だが、実際は彼の活動を支える漁民集団ととらえ

ておいたほうがよい(Tjetjep ほか 1993)。パングリマ・ラウトは、被災時および復興の非常

時に住民の代表として活躍していた。 

 

＜パングリマ・ラウトへのインタビュー（MEUNASAH KEUDEE 村）＞ 

東海岸の MEUNASAH KEUDEE 村のパングリマ・ラウトに災害時の様子について聞

き取り調査（2006 年 9 月、2009 年 12 月、2012 年 9 月）を行った。 

パングリマ・ラウトの役割は、水揚げ量の分配、もめ事の調整、社会問題の解決である。

漁業のためのローカル・ルールがある。金曜日の漁は休みで、漁にはでないことになって

いる。海上で船と船の距離は約 50 メートルとなっており、もし船と船がかち合ったら、最

初の船が優先となっている。 

レスキュー隊的な対応もする。家族からの連絡によって３日以上戻らなかったら動き出

す。不幸や事故のあったところには、３日間はパングリマ・ラウトの責任で供養等を行い、 
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家族には、お見舞いを送ることになっている。お見舞いは、現金（世帯あたり 5～7 万ル

ピア）であったり、砂糖や燃料などの場合もある。 

MEUNASAH KEUDEE 村のパングリマ・ラウトの選出方法は図６のとおりであり、村

の組織体制ができている。選出は、漁師のミーティングで決まる。７つの村（デサ） から

ひとりずつ選ばれる。その後、３人に絞って選挙をする。副リーダー１名、ファイナンス

４人は、指名できる。 

MEUNASAH KEUDEE 村のパングリマ・ラウトは、被災時期から 2012 年の時点でも、

その地位を継続しており、漁師からの厚い信頼が寄せられていることがわかる。 

津波では、村の人口の４分の１が死亡もしくは行方不明となったようである。彼は、被

災直後は、援助が次々と入ってきてその対応に追われ、外部団体への情報提供から始まり、

ボートの修復、住宅・施設の建設、議論の主宰（意識化）など援助受入の窓口だけでなく、

援助の配分など、2005 年までは、これ

らの対応に追われていたとのことであ

った。 

MEUNASAH KEUDEE 村の援助プ

ロジェクトの一部を列挙すると以下の

とおりである。漁業に関する援助

（ BRR NAD-Nias 、 Aceh Province 

Government、国連開発計画（UNDP: 

United Nations Development 

Programme、以後「UNDP」という）、

MEUNASAH KEUDEE 村のパングリマ・ラウト 

（2012 年 9 月撮影） 

 

パングリマ・ラウトの妻 

（20012 年 9 月撮影） 

図６ パングリマ・ラウトの選出方法 

（出典）現地調査し、筆者作成（2006） 
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ボゴール農科大学、JICA、Jesus Relief International (JRS)、FAO、Kompas Newspaper、

Merlin、 飲み水（Plan International）、小学校建設（China Red Cross）、病院（Crescent 

Red Cross )、マイクロファイナンス（Mercy Corp、BRR NAD-Nias）である。 

2012 年の調査では、地域に新規参入者が増え、混住化が進んでいるため、外部者やステ

イクホルダーとの調整をする仕事が新たに増えたと話していた。 

 

 

 

＜パングリマ・ラウトへのインタビュー（Lambada 港）＞ 

東海岸の MEUNASAH KEUDEE 村からバンダ・アチェ市に向かう途中、Lambada 港

がある。そこでの、パングリマ・ラウトに災害時の様子について聞き取り調査（2006 年 9

月）を行った。 

このパングリマ・ラウトが統括するメンバーは、300 人程度である。１隻に対する船員

メンバーは、10～12 人である。一人がキャプテン、一人がエンジンの役を担う。漁の時間

は朝７時から 10 時頃までで、漁場は岸から 5～10 マイルである。漁獲量が高い時期は 10

月～2 月である。ローカル・ルールは、金曜日は休み、ボート間の距離（2～5m）、ネット

の長さ(900-1500m)などを決めている。7 日以上の漁に出たら、水揚げ場で漁獲したものを

シェアする。 

パングリマ・ラウトはもめ事の調停を行うが、まずミーティングの場を持ちみんなで話

図７ MEUNASAH KEUDEE村の村落構造 

（出典）現地調査し、筆者作成（2006） 

District

Sub-District 30villages   1 PL by election

           sub-sub-district

Geuchi Meunasah
keudee村 Kulam村 Mon村 Desa Village Level

↑ Formal
↓ Informal

Dusun Dusun Dusun Dusun Dusun Dusun

1 coop 1 coop 1 coop

必ずしもこうとは限らない。

大体8～16村にパングリ

マ・ラウトがいる。
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し合うようにしている。政府や NGO からのアプローチに対しては、パングリマ・ラウト

は情報提供をしてきた。しかしながら、多くの情報提供をしたとしても、援助関係者のな

かには情報収集だけのことがあったり、他の人々に援助が届くことがあり、骨折り損であ

ったと思うこともしばしばあった、と話していた。 

 

⑥ 復興事業の課題 

パングリマ・ラウトというリーダーへの聞き取り調査を行った結果、インフォーマルな

リーダーの役割は非常に重要であるという認識を持つに至った。 

ただし、パングリマ・ラウトは、社会文化的な側面を含めた活動はしているものの、あ

くまでも漁業運営に関するリーダーであるため、それだけに傾斜することは、復興事業に

偏りが生じてしまう可能性が高い。被災者は漁業者だけではないし、パングリマ・ラウト

だけでは地域住民のニーズを把握しきれない、との認識も必要である。パングリマ・ラウ

トのほかに、大小のモスクを代表する宗教指導者、女性グループの指導者、それに行政リ

ーダーなどの存在を認識し、バランスのとれた支援策が必要となってくるだろう。 

復興計画では、5 年目が過ぎた頃を最終段階と位置づけており、ハード面や可視的な側

面は復旧しているかのようにみえるが、精神的な側面、社会的な側面は、まだまだ支援が

必要であるといえる。人々のトラウマはそんなに簡単に治るものではないし、社会関係は

年月をかけて培われていくものである。 

日本の防災科学研究所 10が報告しているように、その後もアチェでは地震が生じている。

10 防災科学研究所（防災科研）は、1959 年 9 月の伊勢湾台風を契機として 1963 年 4 月に設立された。

2001 年 4 月に国立の試験研究機関から独立行政法人となった。防災科研の目標は、防災科学技術に関す

る基礎研究及び基盤的研究開発、それらに係る成果の普及及び活用の促進等の業務を総合的に行い、防

災科学技術の水準の向上を図り、成果の防災対策への反映を図ることにより、「災害から人命を守り、災

Lambada 港のパングリマ・ラウト（2006 年 9 月撮影） Lambada 港の様子（2012 年 9 月撮影） 
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2007 年 09 月 12 日インドネシア・スマトラ島ブンクル沖の地震 (Mw 8.4)、2009 年 09 月

30 日インドネシア・スマトラ島の地震 (Mw 7.5)、2010 年 10 月 25 日インドネシア・ス

マトラ沖の地震 (Mw 7.6)などが起こっており、最近では 2013年 7月 2日の地震（Mw6.1）

があげられる。この時、アチェの人々がパニック状態になったとの報告もある。地元新聞

の「SERAMBI」が、死者 25 人、負傷者 200 人、家屋被害 13,862 と報告しているように 、

図２の概念図のように復興が終わり、人々の生活状況や経済が安定期間に入ったとしても

油断は許されない。 

 

＜バンダ・アチェ市内の Lampulo 港の様子＞ 

水揚げの様子（20012 年 9 月撮影） 

 

魚の仕分けの様子（20012 年 9 月撮影） 

 

女性が買い物にくることもある（20012 年 9 月撮影） 

 

仲介者が買い付けにくる（20012 年 9 月撮影） 

 

害の教訓を活かして発展を続ける災害に強い社会の実現を目指すこと」である

(http://www.bosai.go.jp/)。 
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 (2) 女性たちの復興経験 

① アチェの家族像と経済活動に携わる女性たち 

アチェのイスラムの教えに関する家族観を、齋藤（2012）は、以下のように示している。

男性を重要視し、その地位を女性よりも高いものと定めている。「男性は外で働き女性は家

にいて家事や子育てをする」という性別活動領域区分があり、男性は家長であり、妻を含

む家族に対して経済的な責任を負うものとされる。女性は、何を行うにも男性庇護者から

の許可が必要となる 11。 

男性の庇護のもと生活することが理想ではあるが、齋藤（2012）は、アチェ・ベサール

県のバンダ・アチェ市に近い農村で女性の変化について調査を通して、夫の収入だけでは

家計が賄えず自らも働かなければならないという現実を再考しはじめる人たちも出てきた

こと、女性たちが働くことは夫の義務や責任に関するイスラムの教えを無視するのではな

く、それが支える家族観、妻の責任や義務を付け加えること、妻と夫は互いに助け合わね

ばならず、生きていくためには共に働くことが必要だという認識が生まれつつあると報告

している。 

本調査では、理想的な家族観を実現している女性よりも、生活の余裕がない状況や津波

の被害等で男性に依存できない状況、より良い生活を求めている状況において、何らかの

経済活動を行っている女性たちに聞き取り調査を行った。 

表 1 には、インタビューに対応してくれた女性たちの年齢、家族構成、教育歴、経済活

動、夫の職業、これまで受けた援助及び緊急時に信頼できる社会関係を表したものである。  

東海岸と西海岸で条件は異なるが、いずれの地域でも女性が現金を獲得する手段は限ら

れている。女性たちの経済活動として多いのは、加工業や食料雑貨店の経営、菓子製造・

販売であり、これらの活動は家事や子育てをしながら収入を得ることができる。 

頼りになる社会関係とは、「自身が困ったときに一番頼りになるのは誰か」という統一の

質問を設定し、この質問を発端に取り巻く社会関係について聞いた結果である。 

西海岸の援助事業は、乏しかった。西海岸は東海岸に比べて被害が大きかったため、道

路の復旧が進まず、アクセスすること自体が難しい時期があった。2009 年に西海岸線を

Calang（西海岸で大きな街）方面まで向かったが、援助として見られたのは、道路の修復

11 齋藤（2012）では、アチェ州のアチェ・べサール県の農村の女性の経済活動が報告されている。本

調査対象地域の LAYEUN 村も M 村もアチェ・べサール県に位置するため、家族観も類似していると考

えられる。 
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と住宅建設、漁船の提供であった。西海岸のある男性リーダーは「調査という名目で情報

だけ聞いていくだけ。情報を惜しみなく提供したのに、そのあとは何もしてくれない」と

不満をこぼしていた。西海岸に位置する LAYEUN 村においても、主な援助は住宅提供で

あった。 

 

 

事例 居住地 年齢 家族構成 教育 女性の経済活動 夫の職業 援助
＊ 信頼できる

社会関係

A
Meunasah

Keudee村

(東海岸）

27

夫、子供2人（再婚）

近くに姉夫婦が居住

（一緒に加工業に従

事）

小学校

卒業

魚の加工・販売／食

料雑貨店の経営、新

規事業（ブルーベ

リー）に挑戦中

日雇い労働

住宅、魚介類加工の道

具等の提供、組合によ

る資金提供（政府、

UNDP、ﾛｰﾀﾘｸﾗﾌﾞ）

家族・親族

B
Layeun村

（西海岸）
33 夫、子供3人

小学校

中退
食料雑貨店の経営

漁業関連の仲介

者
住宅 家族・親族

C
Layeun村

（西海岸）
28 夫、子供1人

短大

卒業

教師（非常勤）／　菓

子販売（停止中）
バガン船の船長 住宅

友人

家族・親族

D
Layeun村

（西海岸）

49

(死亡)
夫、子供5人

中学校

卒業

魚の加工・販売／食

料雑貨店の経営
食料雑貨店

住宅、魚介類加工のた

めの研修・網や包装の

援助（政府とFAO）

自立志向

E
Meunasah

Keudee村

(東海岸）

49 夫、子供5人
中学校

卒業
魚の加工・販売 魚の加工・販売

住宅、魚介類加工の道

具等の提供、組合によ

る資金提供（政府、

UNDP、World Vision）

家族・親族

友人

F
Layeun村

（西海岸）
29

夫、子供1人、母

（隣に姉夫婦居住）

高校

中退
菓子販売

姉の夫がバガン

船の船長、夫は

その乗組員

住宅 家族・親族

G
Layeun村

（西海岸）
47 夫、子供5人 － 魚の加工・販売 魚の加工・販売

住宅、魚介類加工のた

めの研修・網や包装の

援助（政府とFAO）

家族・親族

H
Layeun村

（西海岸）
43 夫、子供5人

小学校

卒業

魚の加工・販売／菓

子販売
魚の加工・販売

住宅、魚介類加工のた

めの研修・網や包装の

援助（政府とFAO）

家族・親族

I
Layeun村

（西海岸）
26

夫（別居→バンダ・ア

チェ市転出・同居）、

子供1人

小学校

中退
主婦（借金地獄）

バンダ・アチェ市

の靴屋の従業員
住宅

家族

（孤立傾向）

J
Layeun村

（西海岸）
25 夫、子供1人

小学校

卒業
主婦（体調不良） 船の乗組員

住宅提供時に難民キャ

ンプにいたため支援を

受けられず

住宅は賃貸→転出

家族

（孤立傾向）

K
Layeun村

周辺の

道路沿い

45 夫、子供8人 － 魚の加工・販売 小舟の船長 住宅 家族・親族

L
Layeun村

周辺の

道路沿い

63

一人暮らし（津波前に

夫逃亡、子供3人、娘

(Mさん)夫婦が近所

に居住

小学校

卒業

魚の加工・販売／食

料雑貨店の経営
－ 住宅 家族・親族

M
Layeun村

周辺の

道路沿い

31

夫、子供3人、母親の

Ｌさんを近くでサポー

ト

中学校

卒業

魚の加工・販売／食

料雑貨店の経営
小舟の船長 住宅 家族・親族

表３　インタビューを行ったアチェの女性たちの属性と活動

＊女性への聞き取り調査からの情報。船や漁具などの援助は、漁業に携わる男性もしくは漁業組織が受けていることもある。

（出典）現地調査し、筆者作成（2009,2012）
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② 女性たちの活動事例 

次に、表３に沿って、ひとりひとりの女性たちの活動事例を紹介する。 

 

＜A さんの場合（MEUNASAH KEUDEE 村）＞ 

【家族構成】 

 A さんは 27 歳で、教育は小学校卒業である。 

家族は、夫と 2 人の子供（兄、妹）である。一度離婚をしており、津波後に再婚してい

る。子供は、元夫の子供と現在の夫の子供である。夫の職業は日雇い労働である。両親と

姉家族が近所に住んでいて、日常的に頻繁に行き来をしている。彼女自身は、9 人兄弟姉

妹であり、兄、姉、本人、弟 5人、妹１人である。 

津波の時は、山に登った。山からおりて歩いて帰ってきたときに、家が跡形もなく流さ

れていた。現在、低い土地に住んでいるが、また地震や津波が襲ってきたときに、高齢の

両親は山に逃げられないのではないかと心配している。 

【経済活動】 

A さんは、東海岸の MEUNASAH KEUDEE 村に住んでいる。東海岸はアクセスが容易

であるため、多くの援助機関が入っている。援助は、主に男性が中心となって受けるケー

スが多いが、加工部門では、女性が、直接、援助を受けることができた。 

A さんは、加工・販売業を家族経営として 10 数年前から始めていた。津波後、UNDP

の援助により、加工所を再建した（資金援助、半分は UNDP、残り半分は自己負担）。干

し網は、津波直後にロータリー財団から 10 網を無償で受けたが、そのほかは、ロータリー

財団からの無利子のローンを借りて購入し、現在は 100 枚の干し網（１網 6 万ルピア）を

持っている。これまで 2 百万ルピアを借り、毎月 15 万ルピアずつ全て返済した。さらに

2 百万ルピアの借り入れを行い、20 カ月（毎月 10 万ルピアの返済）で返済済である。 

加工は 5 人体制（父、母、姉、本人、弟）で、役割分担ができている。収入の配分は均

等である。父親が、仲介者から魚を買ってくる。たとえば、2 バスケットを 50 万ルピアで

購入、乾燥させると 8 kg ぐらいの干魚になる（1kg=6 万 5000 ルピア×8kg=52 万ルピア

で 2 万ルピアの収入）。別の魚の場合、15 バスケットを 15 万ルピアで購入、乾燥させると

8 kg の干魚になる（1kg=2 万 5000 ルピア×8kg=20 万ルピアで 5 万ルピアの収入）。 

販売方法は 2 通りある。両親が担当する場合は、ふたりが日帰りで行ける範囲のバザー

ルに行き（片道１時間、移動コスト 5 万ルピア）、母親は干魚を売り、父親は生魚を売る。
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もうひとつは、東海岸の大きな街であるメダンという中継都市に輸送する。輸送には、流

通企業や中国系の仲介者が間にはいっている。 

A さんは、食料雑貨店を営みながら加工業を手掛けている。雑貨店の収入が１日１万ル

ピアに対して、加工による収入は、１日 5 万から 10 万ルピアである。2012 年 9 月の調査

では、食料雑貨店は閉店していた。近くにお店が増えて、売れなくなったことが原因であ

った。2012 年 9 月には、ブルーベリーの栽培に挑戦しており、起業家精神をもっている。 

夫は、日雇いの稼ぎは、１日 5 万ルピアであるため、A さんの方が家計を支えていると

いえ、加工業は家族の主な生業となっている。A さんは、「女性が働く場がなかなかないの

で、加工業はよい仕事である」と捉えている。加工に関しては政府も後押しをしており、

この地域では加工のためのトレーニングを行っていた。 

A さんの加工業は、A さんの家族が中心となった家内工業である。彼女が、最も信頼で

きる人は、一緒に加工業をやっている両親や姉という血縁であるといっており、近所の友

人は二の次であると考えている。 

 
父親との共同作業（2012 年 9 月撮影） 

 

母親と姉（2012 年 9 月撮影） 

干し魚の計量（2012 年 9 月撮影） 
 

バイクで運搬（2012 年 9 月撮影） 
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＜B さんの場合（LAYEUN 村）＞ 

【家族構成】 

B さんは 33 歳で、教育は小学校中退である。 

家族は、夫、息子２人、娘１人の家族である。津波で、母親と 2 人の姉妹を失った。残

されたのは、姉と 2 人の妹、弟である。父親は津波前に死亡しており、父親から引き継い

だ農地があるため、姉、B さん、2 人の妹の 4 人で、毎年ローテーションで担当し、自給

用の米や野菜を栽培している。土地の一部は、200 万ルピアで売却して、母親と妹の葬儀

資金に充てた。 

【経済活動】 

Ｂさんは、西海岸の LAYEUN 村に住んでいる。西海岸はアクセスが容易でないため、

援助プロジェクトはかなり限られている。Ｂさん家族は、援助団体から家屋提供を受けた。 

 夫は漁業関連の取引をしており、1 日に 1 万から 5 万ルピアを稼いでいる。子供が成長

し、教育費が必要になることから、Ｂさんは 1 年前に家の前で食料品を中心に扱う雑貨店

を開業した。夫は買い出しの際に手伝い、2009 年時点で 15 歳だった息子が店員として手

伝っていた。2012 年 9 月の調査では、息子が専門学校に通い始めたので B さんがひとり

店の対応している。 

店の売り上げは 1 日に約 10 万ルピア（利益は 2 万ルピア）である。雑貨店を開店する

ための資金は、地元の協同組合から 500 万ルピアを借り入れた。2 年間の返済で、毎月 40

万ルピアを返済している。 

B さんの資金調達はこれだけに留まらない。Ｂさ

んは、信頼できる隣人 10 人（男女混合）が集まっ

て、図８のように、定期的にお金を積み立てる貯蓄

回転金融講（アリサン）に参加している 12。毎月 20

万ルピアを 10 人が積み立て、その合計をくじ引き

で決めた順番どおり、月に一人が受け取ることにな

っている。矢印「⇒」が太い部分は、最初にお金を

12 吉原（1997）は、インドネシアのジャカルタの研究を通して、個人をエンパワーする装置としてア

リサンが機能していることを指摘し、アリサンが社会化機能をもつ媒介装置として、社会の基層におい

て根強く存続していると指摘した。ギアツは、輪番制クレジット組織の通底する基本的性格として、経

済的に静的な社会から動的な社会にむかう『中間段階』で伝統的な社会関係を利用して非伝統的な経済

的機能を遂行すると強調している（Geertz1962）。 

①

⑩ ②

⑨

③

⑧

④

⑦ ⑤

⑥

funds

図８ 金融講のシステム 

（出典）現地調査し、筆者作成（2009） 
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受け取る人である。最後の人は 10 カ月後に受け取ることになる。Ｂさんは、「誰もお金を

貸してくれる人はいないので、この金融講を通して、融通の利くお金があるから商店経営

が成り立っている」と言っている。他地域では、マイクロファイナンスやリボルビングフ

ァンド、所得向上プロジェクトなどの資金支援がみられるが、LAYEUN 村では援助団体が

ほとんど入っていないので、資金調達はかなり厳しい。そのような状況下でも、Ｂさんは

既存の社会関係をベースとした金融講を通して生計を強化にする努力をしている。 

さらに、イスラム教徒の女性グループ「WIRIT」（80 人）にも入っており、毎週木曜日

に女性たちが担当者の家に集まり、お菓子やお茶を飲みながら、井戸端会議を開く。毎回

1000 ルピアを支払い、集会の飲食代に充てる。1000 ルピア×80 人＝4 万ルピアは、くじ

引き（名前を書いたものを箱に入れて引く）で次の担当者に渡される。該当した人の家が

次の会場となり、お菓子や飲み物を用意しなければならない。このような井戸端会議が女

性の情報交換の場になっており、誰かが困っていれば助け合う相互扶助的機能ももってい

る。 

B さんは、近所付き合いも大切にし、友人も多い方であるが、「いざとなったときに頼れ

るのは誰か」という質問には、近所に住む姉妹（血縁）であると答えた。 

 

＜C さんの場合（LAYEUN 村）＞ 

【家族構成】 

 C さんは 28 歳で、教育は短大卒業である。 

避難キャンプにいた際に夫と出逢った。夫は津波で、父親、前妻、娘を失い、母親だけ

が無事であった。精神的なダメージを大きく受けていた。C さんは、避難キャンプの生活

Ｂさんと次男（2009 年 9 月撮影） 
成長した次男（2012 年 9 月撮影） 
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を終え、2005 年に短大を卒業したときに、この村出身の学友から LAYEUN 村の先生にな

ってくれないかという依頼を受けた。2006 年 9 月、この村の学校の先生になり、頻繁に村

を行き来していると、村のリーダーが仲介役になり、結婚話が進んだ。夫は津波の影響で

ストレスをためている状況が長く続いていたが、再婚して少し変わり、子供が生まれてか

らさらによくなってきたという。 

【経済活動】 

夫は、バガン船の船長である。乗組員 7-8 人がひとつのグループとなってバガン船に乗

り込む。乗組員の給料は、日当 2 万ルピアであるが、船長の給料は、歩合制で週に 10 万

～50 万ルピアとなる。 

 C さんは、政府の小学校であるが正規の教員ではない（2009 年調査時点）。1 カ月に 20

万ルピアという給料は決して高い額ではないが、子供を教えるのが大好きなことからボラ

ンティアのひとつと捉えている。教師仕事の合間に、バナナチップや豆腐いため（全て１

パック 500 ルピア）などを家の前で販売し始めた。主に、村の人々、漁師が購入してくれ

る。大漁の時は漁師の羽振りが良くなるので売り上げはあがるが、そうでないときは難し

く、2012 年 9 月の調査時には、お店は順調にいっていないようであった。 

C さんは、「最もよい相談相手は夫であり、その次に仲が良いのは友人、そして義理の姉」

と答えた。近所の友人とは毎日交流を行っており、C さんの家にはいつも誰かが訪ねてく

る雰囲気がある。学校の先生ということもあり、C さんは周囲から信頼を寄せられる存在

で、人気者であった。若い世代の女性リーダーといえ、後述する D さんを慕っていた。た

だし、友人とは、精神的、社会的な相互扶助は行うが、お金の貸し借りはしないというポ

リシーをもっている。イスラム教の女性グループ「WIRIT」に入っていたが、子供が生ま

れたため今は参加していない。 

 

活発な C さん（2009 年 9 月撮影） 

 

夫はバガン船の船長（2012 年 9 月撮影） 
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地元の金貸しに借りると月 10%ぐらいの利子がつくため、借入はしていない。コツコツ

とタンス預金をためている。たとえば、家の増築・再建の際には 3000 万ルピアが必要で

あったが、その資金は、道路建設のための立ち退き（そこに夫の両親の土地があった）で

受けた 1500 万ルピアに加えて、彼女の預金も貢献したという。 

 

＜D さんの場合（LAYEUN 村）＞ 

【家族構成】 

 D さんは 40 歳代後半で、教育は中学校卒業である。 

家族は、夫と娘 4 人（うち 2 人は結婚して近くに住んでいる）、息子 1 人。津波前は、2

つ家があり、大きな家に住んでいたし、車も持っていた。家も車も流された。家族は全員

無事であった。 

【経済活動】（D さんは 2010 年か 2011 年に他界されたので、以下の情報は 2009 年 12 月

時点のものである） 

D さんは、出身村で洋服のお店を手伝っていたが、約 30 年前に LAYEUN 村に結婚して

すみ始めた。当時、夫は日雇い労働者であったため、D さんは LAYEUN 村で小さな店を

始めた。開業しても客が来ないので、D さんは、自転車で戸別訪問で売り歩く営業を行っ

た。その営業方法が軌道にのり、商店も順調に繁盛した。商店経営に加えて、17 年前に魚

介類の加工・販売を始めた。 

干し魚の作業工程は 2 日間で、以下のとおりである。①1 バスケット(6 万ルピア)単位

で漁師から新鮮な魚を購入、②塩を入れて煮る（8 時～11 時）、塩は 40 バスケット に対

して 60kg、③網の上に干す、④箱詰め、である。D さんと夫に加えて、2 名の日雇い労働

者を雇用する（1 日一人当たり 5 万ルピア）。 

 
夫婦で道を切り開く（2009 年 9 月撮影） 

 

顧客ニーズに合わせてガソリン販売開始（2009 年 9 月撮影） 
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販売は、LAYEUN 村からバスでバンダ・アチェ市のバスターミナルに持っていくか、中

継都市のメダンに輸送する（輸送費１kg あたり 1,000 ルピア）。バンダ・アチェからバス

で約 12 時間のメダンへのルートは、17 年前に独自で開拓したという。メダンに友人・知

人がいたわけでもなく、直接に市場に飛び込んで中国人のビジネスパートナーを探した。

支払いは、銀行に振り込まれるようになっているが、17 年間、支払いが滞ったことはない。 

 D さんは、夫と共に問題に遭遇しては解決していく問題解決型アプローチで人生を切り

開いてきた。失敗も含めいろんな経験を積み重ねて、村の人々とのコミュニケーションを

とりながら自信をつけていったようである。また、津波という大きな災害においても、援

助団体に頼らず、自分の力で再建してきたという自負をもっているため、誰かに頼ろうと

いう考えはなく自立型であるといえる。 

自立しているといっても、村の社会関係は良好である。具体的な組織には入っていない

が、非常に隣人関係を大切にしていて、周囲からも信頼されている。シニアの女性リーダ

ー的な存在である。Ｄさんは、「家族よりも村人や隣人が大切。なぜなら、家族は結婚した

ら離ればなれになるけど、村人や隣人はそうではない」と話していた。LAYEUN 村には数

店のお店があるが、この店は道路沿いにあり、漁師、女性、通行者など、いろんな人が集

まる場になっており、D さんは村の情報にも通じている。 

娘夫婦が近くに住んでいるが、自分自身が自立することが大事という。遠くの親族より

も近くの友人とのつきあいを重視し、地域社会の発展に貢献したいという幅広い意見をも

つ女性は、今回のインタビューを行った女性たちのなかで、D さんだけであった。多くの

女性は、家族・親族などの日常の行動範囲の社会関係が最も重要と考える傾向が強い中で、

地域社会を視野に入れている女性は稀であった。 

D さんの考え方と行動力は、新しい女性を軸としたコミュニティー・ベース型復興を示

唆する可能性を見出したが、2012 年 9 月の調査では、彼女の悲報に接することとなった。

お店も閉鎖されており、村の拠点であり、外部からのエントリーポイントであった場所が

機能しなくなっていたように見受けられた 

 

＜E さんの場合（MEUNASAH KEUDEE 村）＞ 

【家族構成】 

E さんは 49 歳で、教育は中学校卒業である。 

家族は、夫、息子 3 人、娘 2 人。夫は、もともと農業をやっていたが、2003 年頃から紛
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争で山に行けなくなったため、妻と一緒に加工業に携わっている。 

【経済活動】 

この地域の女性グループは、20 の加工所を基に成り立っている。1 加工所に 3 人体制

（リーダーと他 2 名、利益配分は均等）。2005 年の 6 月に、ワールド・ビジョン、"Medical 

Emergency Rescue Committee" (MER-C)のプログラムで組織された。女性グループは、

基本的には、3 人 1 組で加工を行っているが、トレーニングを受けたりするための組織化

として位置づけられる。トレーニングについては、以前トラブルがあった。2005 年 12 月

頃、マレーシアで１週間トレーニングを受けにいくことになった。この村から 12 人が参

加する予定であったが、政府のスタッフが彼女たちのポストを活用して参加したため、3 人

が行けなくなった。 

魚は、仲介者から購入する。１バスケット 30 万～45 万ルピアで購入し、10kg の干魚に

なる（8kg が魚＋2kg が塩）。塩は、10kg で 1 万 8000 ルピア、箱 1 個で 8000 ルピア。塩

は 1 バスケット 22-25kg （生魚の場合）、8-10kg（干魚の場合）。販売は、今のシーズン

で、1 日 5 バスケットぐらいが売れる。価格は、1kg=4 万から 6 万ルピアである。女性グ

ループリーダーの場合、1 加工所と 10 の干し網を援助で受けたが、干し網が足りないの

で、30 網は自分で購入した（ひとつが約 10 万ルピア）。 

販売は、半数がメダン等（輸送トラックで送る）で、半数がローカルマーケット（バン

ダアチェ市内や近郊）を対象にしている。メダンへの輸送コストは 2 万 3000 ルピア／kg

である。組織として販売しているわけではない。メダンでは、中国人のビジネスマンが中

心になって取引を行う。箱詰めをしてここから直接送る。売上げ金は、銀行に振り込まれ

る。 

 

右側が女性リーダーE さん（2009 年 9 月撮影） 

 

このあたりは人が集まる場所（2012 年 9 月撮影） 
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E さんは、中国人のビジネスマンには会ったことはないが、各加工所にカレンダーを送

ってくれたり、時には、ケーキ等のプレゼントを送ってくれることもあった。また、ボイ

ルするためのストーブ、コンプレッサー（3000 万ルピア）を購入するさいに無利子でお金

を貸してくれることもあった。 

E さんは、加工業に携わって人を雇うこともあるため、地域の友人との関係性も強くも

っている。また、援助関係者や行政に対する不満を公言し、近所でも一目置かれたリーダ

ー的存在である。LAYEUN 村の D さんに匹敵するような存在であり、家族・親族のみな

らず、グループ活動も重視している。 

 

＜Ｆさんの場合（LAYEUN 村）＞ 

【家族構成】 

F さんは 29 歳で、教育は高校中退である。 

家族は、夫と F さんの母親、娘で暮らしている。夫とは、津波後に Medical Emergency 

Cooperative のトレーニングで出会い、恋愛結婚をした。隣の家には実の姉の夫婦が住ん

でおり、常に行き来をしている。隣の家とはいえ、同じ敷地内に家が並べて柵を作ってい

る。援助によって家の提供を受けた。家の後ろ側は、自分たちで増築した（800 万ルピア）。 

姉の夫は、バガン船を持っているため、収入がよい。F さんの夫は、その乗組員である。

お金が必要な時に、たとえば 100 万ルピアを用立てしてくれることもある（利子はない）。

近所には友人はいるが、何かあったら助けてくれるのは姉である。 

多くの親族が津波で亡くなった。津波からの回復を物理的精神的な双方から判断すると

75%は回復したといえるが、25%は回復したとはいえない。特に、精神的な回復は遅れてお

り、津波の記憶がよみがえってくることがあり、精神的に不安定になることもある。 

【経済活動】 

家庭の収入は、1 週間に 15 万-20 万ルピアであり、収入源の割合は、夫 75%、妻 25 % 

である。津波後、夫だけの収入では生計が成り立たないし、将来、子供ができたことを

考えると、自分でオリジナルの菓子を開発して販売し、ビジネスを始めた。実の母親も同

居をしていて、手伝ってくれる。将来は、自分の店を持って直接販売したいと思っている

（もし店を建設するのであれば、500 万ルピアが必要）。 

お店のお客は、漁師が多い。道路沿いの店に１パック 800 ルピアで売る。店では 1000

ルピアで売っている。差額は店の利益となる。１日に約 20 パックを店に販売し、１日 800

32 
 



ルピア×20パック＝1万 6000ルピアの収入である。ラマダンの後は飛ぶように売れるが、

1-2 週間で 60 パックしか売れない時もある。 

材料の仕入れは、バンダ・アチェ市へ行く。バイクで行く（夫と行く場合もあるが、彼

女が運転して一人で行く場合もある）。２週に 1 回の頻度で、買い物に行っている。 

返済できなくなるのが怖いため、借入はない。貯金は、タンス預金として、月に 40-50

万ルピアを貯めている。子供の出産で大きな支出（200 万ルピア：バンダ・アチェ市の病

院に入院）をした。貯金はこういう時の支出に使っている。 

女性のグループ活動としては、宗教的な集まりとしての WIRIP に、週に 1 回参加して

いる。コーランを読んだり、お祈りをする。Ｆさんは、WIRIP の事務係として取りまとめ

を行う立場になっている。女性同士のつきあいは日常的に行っているが、母親と姉との関

係性が非常に強い。 

 

震災後に生まれた娘 15 カ月（2009 年 9 月撮影） 成長した娘（2012 年 9 月撮影） 

 

同居する母親（2012 年 9 月撮影） 

 

隣に住む実の姉（2012 年 9 月撮影） 
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＜G さんの場合（LAYEUN 村）＞ 

【家族構成】 

 G さんは、47 歳で、教育レベルは不詳である。彼女の夫は、ラビラビという乗り合いミ

ニバンの運転手であったが、10 年前から加工に携わっている。子供は、息子が 4 名、娘が

1 人いる。津波による家族の喪失はない。 

【経済活動】 

加工所を 1 つもっている。網の購入のみ FAO の援助を受けた。90 網のうち 50 網は FAO

が提供、40 網は自費である。（1 網は約 5 万ルピア）。作業は、4 人の労働者を雇う（一人

当たり日当 5 万ルピア）。天気が良ければ、3 日ぐらいの作業日である。雨が降った時には

すぐに移動させるが、急な雨で何度か加工品がだめになったことがある。 

加工作業は、家族で行っており、家族間の関係性が非常に強く、バンダ・アチェ市に住

んでいる息子夫婦が子どもを連れて頻繁に帰ってきている。 

漁師や仲介者から新鮮な魚を買って、バンダ・アチェ市やメダンで販売（例：10 万ルピ

アで購入して 30 万ルピアで販売）することもある。 

 

＜H さんの場合（LAYEUN 村）＞ 

【家族構成】 

 H さんは 43 歳で、教育は小学校卒業である。 

家族は、夫と息子 4 人と娘 1 人である。家族で加工業を行っており、家族関係優先型で

ある。 

 

家族みんなで加工を手掛ける（2009 年 9 月撮影） 

 

塩と輸送用段ボール（2009 年 9 月撮影） 
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【経済活動】 

夫は、加工業に携わる前は、魚の販売や日雇いをしていた。 

25 年前から H さんはお菓子を作って、朝 6 時から道沿いで売っていた（漁師が買う）。 

 加工所は 1 つで、FAO からの援助により網を提供してもらった。80 網のうち、FAO か

ら 60 網、政府から 20 網を得たが、援助はその時だけであった。網は 3-5 年で買い替えな

ければならないので、以降は、自身で負担している。１網が 5 万ルピアであり、ときに盗

まれることもある。加工の原料となる魚は、漁師から直接買う。 

月 50 万-70 万ルピアの収入を得ており。加工による年収は 3～500 万ルピアであるが、

雨などで 1500 万ルピアの損失を被ったことがある。 

 

＜Ｉさんの場合（LAYEUN 村）＞ 

【家族構成】 

 I さんは 26 歳で、教育は小学校中退である。 

I さんの母親（40 歳代後半、小作）は父親と離婚しており、6 人の子供をひとりで育て

てきた。I さんは、姉が 2 人、妹が 2 人、弟が 1 人いる。母親に迷惑をかけないよう、小

学校をやめて仕事(ヘルパー)をするようになり、早くに結婚したいと思っていた。 

夫と息子の 3 人家族である。夫は津波被害で、父親、妻、娘を失ったため、I さんとは

再婚になる。避難キャンプで出逢い、2006 年に結婚した。夫は、津波のトラウマがあって、

地震のような物音や揺れがあると飛び上がって起きてしまうようで、I さんはそれが大き

な心配事になっている。 

【経済活動】 

夫は、バンダ・アチェ市の靴屋の従業員である。オーナーが 2 人の従業員を雇っていて、

 

Ｈさんと子供達（2009 年 9 月撮影） 

 

キャッサバでつくったお菓子（2009 年 9 月撮影） 
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彼らは靴屋の二階に住み込みで働いている。2009 年の調査時点では、夫は LAYEUN 村に

土曜の夜に戻ってきて、給料の全てを置いていき、日曜の朝にもどっていくという暮らし

であった。子供が、「お父さんはどこ？」と尋ねるのが I さんにとっては心苦しいし、子供

とふたりだけではさみしいと感じていた。 

I さんは、子供をみるのが精いっぱいで働いていないが、時々、ほかの家で洗濯をして小

遣いを稼ぐ（1 週間に 2 人分で 5 万ルピア）。支出は、一日に 1 万-2 万ルピアでとどめて

いる。時々、1000-1 万ルピアの程度のタンス預金はするが、すぐに使ってしまう。将来の

夢は、お菓子等の販売業を営みたいと思っているが、現在は資金も時間もない。 

夫は、靴屋の従業員から脱するために、洋服の商売を始めようとして銀行から 2000 万

ルピアを借りたが、失敗した経験をもっており、借金地獄に陥っている。1400 万ルピアは

返済したが、期限を過ぎても 600 万ルピアは返済できていない。銀行が取り立てに来た際

に、友人が助けてくれた。友人が、バイクの使用権を銀行に提供することでその場はおさ

まったが、その後も返済できないため、銀行が友人のバイクを担保としてもっていき、戻

ってきていないため、友人が怒って、Ｉさんの家のテレビや家屋所有権をもっていってし

まった。銀行からは猶予期間をもらっているが、友人との関係は壊れたままであるし、家

をいつ没収されるのか分からないという不安が募っている。 

グループについては、WIRIT に入っている。最も仲のよい友人は、2007 年から知り合

った近所に住む C さんである。C さんとは仲良しだが、非常時に頼れる関係ではない。何

かあった時には姉（農業に従事）に頼る。母親には頼れない。 

2012 年の調査時には、夫の働くバンダ・アチェ市内に転出をし、会うことができなかっ

たが、夫と一緒に暮らしているという。 

 

＜Ｊさんの場合（LAYEUN 村）＞ 

【家族構成】 

J さんは 25 歳で、教育は小学校卒業である。 

家族は、夫と息子１人で暮らしている。夫とは、バンダ・アチェ市内の避難キャンプで

出逢い、2006 年 5 月に恋愛結婚をする。J さんは、津波前は、LAYEUN 村内の現在の居

住地とは違う場所に両親と一緒に住んでいた。父親、ひとりの妹、ひとりの弟は、津波で

命を落とした。母親、姉、弟、妹がいる。母親は姉と一緒に暮らしている。母親は、農業

（野菜）をしたり、服を作って売ったりして生計を立てており、近くに暮らしている。 
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母親は、援助機関の支援で家を受け取ったが、家屋が提供される当時、彼女は独立して

いなかったので、2009 年の調査時には、賃貸家屋（家主はバンダ・アチェ在住者）に住ん

でおり、家賃を月に 7 万ルピアほど支払わなければならず、非常に苦しい生活であった。 

【経済活動】 

津波後は、避難キャンプでテント生活 6 カ月の後、バラック（10 家族が一緒に住んでい

た）で、2 年間過ごした。避難生活中には洗濯のアルバイトをして、月に 5 万ルピア（約

１人分）程度の収入があった。その時は、家賃を払う心配もなかった。 

LAYEUN 村で暮らし始めてからは、家賃や生活費、子供の心配などが増えてきた。収入

は、夫から得たお金でやりくりしているが、非常に苦しい状況であった。子供が小さいの

でなにもできないが、将来は、コーヒー・紅茶ショップをもちたいという夢をもっている。

テレビやバイクは、所有していなかった。アチェに行くときはバスを利用していた。 

グループには入っておらず、近所づきあいも活発とはいえなかった。生活に困った時、

頼れるのは母親だけであるが、母親も貧しいので頼ることはできない。誰からもお金を借

りることは考えていないし、返済できなかった場合が怖いので借り入れはしない。 

津波後は、ずいぶんやせたという。あまり眠れない。毎日夜中に目が覚める。偏頭痛が

続いており、落胆し自信なさそうな様子であった。津波による回復は、物質的には 75%回

復したが、精神的な回復はまだまだである。 

2012 年の調査時には転出をしていた。 

 

＜Ｋさんの場合（LAYEUN 村周辺の道路沿い）＞ 

【家族構成】 

 K さんは、メダン出身の 45 歳で、教育レベルは不詳である。 

両親がバンダ・アチェ市内に住んでいた。父の友人がここに住んでいて呼んだので移住

した。移住して１カ月で結婚をした。1994 年には子供の教育のためにメダンに戻ったこと

もあったが、現在はここに住んでいる。現在、夫、息子 4 人、娘 4 人の家族である。娘や

孫に囲まれて生活をしている。 

【経済活動】 

  夫は漁師で、小さな船に乗っている。船は、50 万ルピアで購入した。津波後、援助機関

が提供してくれたのはエンジンだけであった。漁に出る時間帯は、AM5:00-7:00、PM5:30-

9:00 であり、日当の目安は 1 万 5000 ルピアから 15 万ルピアの間である。 

37 
 



加工業は、漁師から魚を購入しているが、特別な加工所はもっていない。網だけをもっ

ている。加工業の収入は、1 日に 5 万-30 万ルピア程度である。道路沿いにお店を出してい

るので、車やバイクでの通過する人が買っていくことが多い。 

 

＜Ｌさんの場合（LAYEUN 村周辺の道路沿い）＞ 

【家族構成】 

L さんは 63 歳で、教育は小学校卒業である。 

津波前、夫がお金をもって逃亡した。2 人の娘がいる。L さんは、現在はひとり暮らし

であるが、隣に娘夫婦（M さん）が住んでいる。津波後はランプロの避難キャンプに 1 年

間滞在していた。 

【経済活動】 

 商店の前に、加工品売り場を設置している。商店は津波以前の方が大きかったが、2006

年に自己資金 12 百万ルピアで家と店を再建した。資金は、魚を売って作った。 

商店からの収入は、1 日 5 万-15 万ルピアであり、加工品からの収入は 1 日 0～20 万ル

ピアである。加工品が全く売れない日もある。販売先は、津波以前はメダンに送っていた。

価格が良かった。津波後、メダンに送っても利益がなかった。競争が激しくなったため、

道路沿いでの直売を中心にやっている。家の前の道路が津波後主要な幹線になり、交通量

が多いので買っていく人もいる。しかし、土砂崩れ等で道が封鎖されたりすると、交通量

が激変するので商売に影響している。 

 

 

 

道路沿いに直売所を開設（2012 年 9 月撮影） 

 

娘たちと（2009 年 9 月撮影） 
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＜Ｍさんの場合（LAYEUN 村周辺の道路沿い）＞ 

【家族構成】 

M さんは 31 歳で、教育は中学校卒業である。 

M さんは L さんの娘で、L さんの 2-3 軒隣に居住し、助け合いながら生活をしている。

加工は、共同作業で実施している。2009 年 9 月時点の家族は、夫と娘 1 人と息子 1 人で

あったが、2012 年にはもうひとり子供が増えていた。 

【経済活動】 

 夫は漁師であり、カヌーボートをもっている。収入は、1 日 5 万-10 万ルピアである。 

 商店は 2500 万ルピアで建設した。店の 1 日の収入は、10 万-20 万ルピアである。 

 加工所は 100 万ルピアで建設し、お母さんと共同利用をしている。1 日の収入は 5 万-20

万ルピアである。漁師から魚を買って、加工し、道路沿いの直売所で販売する。 

 

 

食料雑貨店（2009 年 9 月撮影） 道路に面した直売所（2012 年 9 月撮影） 

 

L さんの娘さん夫婦（2009 年 9 月撮影） 

 

M さんの子供たち（2009 年 9 月撮影） 
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(3)女性たちの役割と今後の課題 

① 援助依存傾向が強まるなかでの女性の自立心 

津波後、被災地では、政府及び援助機関による多くのプロジェクトが実施されたが、地

域差、階層差、男女差などがあり、援助活動は平等には進んでいない。どんな援助が受け

られるかは、人々のおかれた環境やタイミング、資質（英語能力や交渉力等）などにかか

わってくる。なかには、援助への依存心や援助によって競争心やジェラシーなどが生まれ

ている。ある一定の復興を終え、プロジェクトが次々に撤退していく傾向にあるなかで、

どのように援助依存から脱し、自立・自律していくのかが問われている。 

確かに、MEUNASAH KEUDEE 村の方が援助へアクセスする機会が多く、援助への依

存度が強い。そのなかでも MEUNASAH KEUDEE 村の A さんや E さんは自立的な姿勢

をもっているといえる。津波後 5 年間でプロジェクトはほとんど撤退してしまった。プロ

ジェクトは導入されては撤退し、それに翻弄される村人を冷静にみながら、A さんは自身

で生活を成り立たせることの重要性に気付いている。 

LAYEUN 村の魚介類の加工に関する援助は、D さんがエントリーポイントになったこ

ともあり、同年代の G さん、H さんは、その恩恵を受けている。ただし、実施には、FAO

や政府による援助は、加工業用の網や販売袋の提供であり、一時的なものであった。漁業

関係における援助においても、漁船の提供程度であり、LAYEUN 村では、M 村のように

継続的な援助や資金供与をしてくれるプロジェクトの存在を認識することはできなかった。 

LAYEUN 村は、援助が少ない分、自分たちでどうにかしようという自立・自律の姿勢が

みられる。新しい住居に移住する場合、地域社会がまとまって移転した場合と、バラバラ

の場合があるようだが、LAYEUN 村は、地域社会全体で移動したため、地域社会が比較的

家族が増えました（2012 年 9 月撮影） 忙しい M さんを支える夫(2012 年 9 月撮影) 
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まとまっているようである。そのような特性をもつ LAYEUN 村の女性たちは、それぞれ

の年齢も立場も、置かれた環境も異なるが、それぞれの道で、自身の資源や社会関係を活

かして経済活動に参加している。 

LAYEUN 村は援助へのアクセスが乏しく、他地域では援助プロジェクト等が入ってい

ることを知っている女性たちもいるが知らない女性たちも多い。J さんの場合を除いて、

女性たちは、援助に対して援助への依存心や援助によって競争心やジェラシーをもつ状況

には至っていない。家族の生活状況をよりよくすることが最優先であり、限られた条件の

なかで、できることを見つけ、少しずつ改善している傾向にあるといえる。 

 

②外部支援の必要性 

 I さんや J さん以外は、家計に比較的余裕があり、アクティブな女性たちであった。い

ずれにしても、家族・親族との強い関係性を基軸としながら、加工業や商店経営、近所づ

きあいを通して、対外的な関係性も良好に築いていた。一方で、I さんや J さんのような

収入が少なく、消極的で、病気がちで、借金地獄に陥っている女性たちも存在する。 

I さんを励ましていたのが、C さんのような同年代の女性のリーダーであった。ただし、

C さんとの友人関係においては、精神的、社会的なサポートはできても、I さんが金銭的

なサポートを受けることは難しいようだ。 

LAYEUN 村には、援助機関があまり入っていない。援助といえば、加工業用の網や販売

袋の提供に限られていた。もし、LAYEUN 村にマイクロファイナンスなどの具体的な経済

活動を志向する女性グループがあれば、I さんにも自立の道が開けたかもしれない。 

J さんは、援助関係者が LAYEUN 村を訪問し、住宅を提供する際に、J さんは避難キャ

ンプにいて、LAYEUN 村にもどっていなかったため、住宅を貰いそこねていた。援助が入

る場合には、情報の共有のネットワークも必要となる。 

復興の際には必ず外部からの支援が必要となる。女性のなかでも、さらに弱者の女性た

ちを支援する活動（精神的なケア、経済的なサポートを含む）、彼女たちが貧困の悪循環に

陥らないために、資金支援やトレーニング等の外部からの支援が入ることで、現状を打破

できる可能性もある。 

J さんや I さんのような弱者がいることを把握すること、そして、適切の支援をどのよ

うに行っていくのかが課題である。 
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③ 女性特有の仕事と家族関係 

東海岸と西海岸で援助の機会に関する違いはあるが、いずれの地域でも女性が現金を獲

得する手段は限られている。 

加工業や食料雑貨店、菓子製造・販売は、家事や子育てをしながら収入を得ることがで

きるという利点がある。菓子製造・販売では、小遣い稼ぎ程度であるが、それでも自分の

自由になるお金をもつことは女性にとっては喜びにつながる。A さんから H さん、K さん

から M さんは、働くことや、仕事を通して誰かと関わることを生きがいにしているように

も見受けられた。 

魚介類の加工業は女性としての環境や能力を発揮できる機会となっている。加工業では、

繁忙期は一時的な雇用を行う場合もあるが、基本的には家族経営である。LAYEUN 村の G

さんや H さん、LAYEUN 村周辺の道路沿いの K さん、L さん、M さんは、いずれも加工

業の家族経営を営んでおり、家族の親密な関係が商売にいかされている。家族経営の加工

業が、女性のエンパワーメントや家族関係強化に大きな影響を与えている。L さんや M さ

んは、加工業と店の経営の双方にかかわっており、リスク分散をしている。加工業にかか

わらなくても、元手があれば、Ｂさんのように店の経営に着手することもできる。 

このときの「家族」には必ずしも同居ではなく、近所に住んで支え合っている親族関係

も含まれることもある。事例が少ないので断定はできないが、近所に居住する姉夫婦や娘

夫婦との関係性が強い傾向がある。一方で、C さんのように、実の母は遠方で居住してい

る場合は、夫はもちろんのこと、近くに住む義理の母との関係を大切にしている。友人や

義姉などの年代が近い人々との社会的紐帯が強くなっている。 

L さんや M さんは、加工業と食料雑貨店の経営の双方にかかわっており、リスクを分散

させている。加工業にかかわらなくても、Ｂさんのように、アリサンという貯蓄回転金融

講の資金を元手とすれば、店の経営に着手することもできる。 

 

④ 女性リーダーの存在 

2009 年 12 月の調査では、D さんのように、積極的にプロジェクトを受け入れ、自分自

身が自立し、遠くの親族よりも近くの友人とのつきあいを重視し、コミュニティの発展に

貢献したいという意見をもつリーダー的な女性が存在していた。しかし、2012 年の調査の

際、彼女の訃報に接することとなった。彼女に代わるリーダー的存在はいない。 

D さんは、実家で洋服のお店を手伝っていたが、約 30 年前に LAYEUN 村に結婚してす
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み始めてきた。当時、夫は日雇い労働者であったため、Ｄさんは商店を始めた。開業して

も客が来ないので、Ｄさんは自転車で戸別訪問で売り歩く営業を行った。その営業方法が

軌道にのり、商店も順調に繁盛した。商店経営に加えて、17 年前に魚介類の加工・販売を

始めた。 

夫と協力して課題を解決しながら人生を切り開いてきたＤさんは、経済活動を通して、

村の人々の信頼を得ながら自信をつけていった。津波という大きな災害においても、自分

の力で再建してきたという自負をもっているため、誰かに頼ろうという考えはない。娘夫

婦が近くに住んでいるが依存心はない。自立しているといっても、隣人関係を大切にして

いて、周囲からも信頼されている。シニアの女性リーダー的な存在であった。Ｄさんは、

「家族よりも村人や隣人が大切。なぜなら、家族は結婚したら離ればなれになるけど村人

や隣人はそうではない」と話していた（2009 年 12 月の聞き取り調査）。 

D さんの店は道路沿いにあり、漁師や女性、通行者など、いろんな人が集まる場になっ

ており、D さんは村の情報にも精通していた。D さん、G さん、I さんが一時的であった

としても、海外の援助を得られた理由の一部として、D さんが外部者のエントリーポイン

トとなっていたこと、G さん、I さんは同年代で、D さんのお店をよく訪問する隣人関係

であり、情報共有ができていたことがあげられる。 

アチェ社会において D さんのこれまでの活動や考え方は、特別なケースであるといえる

が、外部と接触をすることができる女性リーダーが存在していたことは重要な要素となる。 

 

⑤ 将来への希望  

アチェでは、津波後に、再婚する人々がみられ、ベビーブームが起こった。子供の成長

が女性たちの生きがいにもなっている。C さんの夫のように津波のトラウマから脱するた

めに、子供の誕生は大きな要因になった事例もあり、新しい未来を担う子供たちの存在は

将来への希望につながっている。 

一部を除いて、学校を中退した女性たちは、子供たちには教育を受けさせたいという気

持ちが強い。近い将来は、教育費の支出が見込まれるので、貯金をしておかねばならない

という意識が母親たちに芽生えていた。さらに、娘たちの将来の職業、つまり次世代の職

業として「看護師」が憧れの職業となっていた。津波の人々を救いたいという気持ちと女

性としての安定した職業であるからである。 

家族や親族の将来計画に限定されているが、津波から９年が経つことで、将来の夢を語
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ることできる女性たちも現れてきた。特徴的なのは、家族や親族の生活の安定のみが視野

に入っているだけで、地域社会の発展について構想をもつという傾向は D さんを除いては

皆無であった。 

D さんは、「嫁」であっても村の馴染みの顔（特に女性リーダー）となり、遠くの家族・

親族よりも、村人との社会的紐帯が強く、地域住民のニーズを考慮しながら、商店を経営

していたため、地域社会の発展が視野に入っていたといえる。しかしながら、D さんは、

ある意味、特殊な事例であって、多くの女性たちは、地域社会が日常生活の場となってい

ないため、地域社会の発展が視野に入ることは少なく、家族・親族が優先順位の高い社会

関係となる。 

 

⑥ グループ活動の可能性 

これまで女性の経済活動に焦点をあててみてきたが、既存のグループが女性たちの経済

的・社会的活動としても機能している。アリサンという金融講と、「WIRIT」というイスラ

ム教徒の女性グループである。 

アリサンは、女性に限定されないが、定期的にお金を積み立てる貯蓄回転金融講である

13。「WIRIT」は、週に一回、女性たちが茶菓子代金を出し合って担当者の自宅に集まり、

菓子や茶を飲みながら、情報交換を行う井戸端会議を開く、社会的なグループ活動である。

このような暮らしのなかのグループ活動は、彼女たちの居場所をつくったり、精神的な拠

り所となっていたりする。 

アチェの女性たちは、家族・親族関係、友人・近隣関係がベースとなって、人間の尊厳

の回復という意味での復興が進んでいる。しかし、次の段階として、目的志向的なグルー

プ活動が、女性たちのさらなるエンパワーメントを促すひとつの鍵になってくるのではな

いだろうか。 

なぜなら、誰かと協力して現金収入を得る喜び、そのお金を自身の夢（たとえば子供の

教育）や地域の夢（たとえば集会所の創出）に使い、夢を叶えていくことを経験すること

が、女性性の自立・自律だけでなく、家族や地域社会の発展にもつながるからである。 

13吉原（1997）は、インドネシアのジャカルタの研究を通して、個人をエンパワーする装置としてアリ

サンが機能していることを指摘し、アリサンが社会化機能をもつ媒介装置として、社会の基層において

根強く存続していることを明らかにしている。ギアツは、輪番制クレジット組織の通底する基本的性格

として、経済的に性的な社会から動的な社会にむかう『中間段階』で伝統的な社会関係を利用して非伝

統的な経済的機能を遂行すると強調している（Geertz1962）。 
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3 東日本大震災(2011)の津波被災地における女性の活動－岩手県の事例－ 

 

(1) 調査対象地域の概要 

調査対象地域は、岩手県の陸前高田市（2015 年 8

月 31 日時点の人口 20,604 人）と大槌町（2015 年 8

月 31 日時点の人口 12,822 人）である。 

陸前高田市の最南端に位置する広田半島は、三陸

のリアス式海岸に囲まれた半農半漁の地域で、米や

野菜などの山の幸に加え、東京の築地で評価の高

い、わかめやほたて、カキなどの海の幸が豊富であ

る。広田半島は、被災当時、津波によって本土と半

島が分断され。孤島になってしまい、支援物資が届

かず、町全体で食べ物や水を集め、暖を取ってしの

いでいた。 

大槌町は、震災により最も大きな被害を受けた自

治体の一つである。震災前の人口約 1 万 6000 人の

うち、1 割近くが死亡もしくは行方不明となった。6 割の家屋が被災し、6000 人以上が

避難した。町役場そのものが津波の直撃を受け、町長を含む職員の約 4 分の 1 を失っ

た。大槌町の基幹産業は水産業である。ワカメやホタテの養殖、名産サケのふ化場放流、

アワビ漁の水揚げ等があげられる。津波は、水産業にも大きな損害をもたらした。漁港や

漁業・加工関連施設は壊滅し、漁船や漁網が流失した。新たな漁船は再起を期す漁師の元

に行き渡りつつあり、漁港施設の復旧も進むが、漁協の再興や担い手の育成、加工業の働

き手確保など乗り越えなければならない課題も多い。 

 

区分 人数 備考 人数

死亡者数(震災分) 1,735 市民で身元が判明、又は死亡認定と

して死亡届の出された人数
死亡届受理数 1,230

〃 （その他） 464 病死、事故死など 身元判明者数 801

行方不明者数 14 安否確認要請のあった人数 行方不明者数 429

確認調査中 15 行方不明者数（死亡届未受理） 4

市内での遺体発見数 1,555 関連死 50

計 3,783 計 1,284

（出典）陸前高田市役所2012年10月23日現在（市民以外を含む） （出典）大槌町役場（2013年8月1日現在）

　

表４  人的被害状況（陸前高田市） 表５　人的被害状況（大槌町）

図９ 岩手県内の市町村 

（出典）Mapion
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       （出典）国土地理院（http://www.gsi.go.jp/common/000063903.pdf） 

年    第  版 
（出典）国土地理院（http://www.gsi.go.jp/common/000063920.pdf） 

  

図１１ 大槌町吉里吉里の浸水範囲概況図 

  

図１０ 陸前高田市広田半島の浸水範囲概況図 
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(2) 女性たちの復興経験 

① グループ活動に着目した理由 

 本研究では、陸前高田市の広田町と竹駒町、大槌町吉里吉里における 3 つの女性グルー

プの活動をとりあげる。 

グループ活動に着目した理由は、以下のとおりである。前章でみてきたように、インド

ネシアの事例では、女性の目的志向的なグループ活動はほとんどなく、家族・親族関係の

支え合いが重要な機能を果たしていることがわかった。日本の事例では、あえて、友人関

係を基盤としたグループ活動をとりあげることとした。復興において、グループ活動が女

性個人に対してどのような影響を与えているのか、営農組合組織、任意組織、生活研究グ

ループなど、組織形態は異なるが、震災後に失望感や脱力感などから抜け出す際にグルー

プ活動が大きな役割を果たすのではないか、という問題意識から岩手県の女性たちのグル

ープ活動を考察し、アチェへの示唆を導きだしたいと考えた。 

当然ながら、インドネシアの事例と同様に、日本の女性の社会関係も家族・親族との信

頼関係が強いと考えられるが、現時点では確認する時期ではないと判断した。ある人は、

「亡くなった娘のために毎日毎日仏壇に花を供えていたが、三周忌になって初めて供えて

いる花の色が認識できるようになった」「グループ活動は突っ走ってきて、活動自体は元気

にやっているけど、あのときああだったね、という話はまだできていない」という声があ

るからである。これらの言葉は、ひとりの思いだけではなく、同様の経験をした人々にと

って共通することであると思われる。 

 

 

  

場所 名前 経済活動 運営母体 再開年月 備考

②-1
陸前高田市

広田町
めぐ海

味噌・菓子・

惣菜工房

広田半島営農組合

女性部（10名弱）
2012年6月

海鮮おやきが看板商品、ほ

かにがんづき（蒸しパンのよ

うなお菓子）も販売

②-2
陸前高田市

竹駒町

小さな

やさい屋さん
直売所

小田日出子さんを中

心に出品者10名弱
2011年7月 新鮮な野菜等を販売

②-3
大槌町

吉里吉里

よってん

たんせえ

仮設食堂・

加工販売

マリンマザーズきり

きり（6名）
2011年8月

復興店舗第一号食堂、地元

産品をつかった料理、わか

めかりんとうや佃煮の販売

（出典）現地調査し、筆者作成（2013）

表6　岩手県の女性たちの活動
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② 女性たちのグループ活動 

②-１．「めぐ海（めぐみ）」－味噌・菓子･惣菜工房 

陸前高田市広田地区では、点在する湿田等条件不利農地の整備と併せ、年々耕作放棄

となる水田が目立つようになってきたことから、効率的な営農を行うために 2009 年 12 

月に広田半島営農組合が設立された。組合では、整備後の圃場で地区ぐるみの集落営農を

展開し、農産物の加工にも取り組むために、広田半島営農組合女性部が 2010 年 10 月に

加工組織として工房「めぐ海」を結成した。 

女性部の村上豊子さんが提案した食品加工品を軸に据えた営農事業の一環である。農

協の加工場を譲り受け、自分たちの活動拠点をつくった。地産池消にこだわり、地元産の

米粉とわかめやホタテを使用したおやきの「海鮮焼き」や地元大豆を使った「味噌」など

の製造・販売を始めた。「おやき」は開発するまでには 1 年間の年月をかけた自信作であ

る。地域のイベントや近隣の黒崎仙狭温泉、コンビニや町内食料品店からの注文に加え

て、陸前高田市の特産品としても扱われるようになっていった。 

軌道に乗り始めた矢先の 2011 年 3 月 11 日、広田半島は太平洋と広田湾からの津波の挟

み撃ちを受け、工房の建物も道具もレシピも全て流されてしまった。11 人の工房仲間のう

ち 3 人は自宅を流され、1 人は命を落とした。震災によって何もかもを失ったという失望

感が襲い、代表の村上豊子さんは「これで終わった」と全てを諦めていた。ある時、「わか

めの水揚げが再開された」という知らせが届いた。周囲からは「あのおやきをもう一度食

べたい」「あんないいものを開発したのにやめるの」との声があがってきた。村上さんは、

被災でそれどころじゃないかもしれないと迷いながら、他のメンバーに声をかけたところ、

「やっぺし！」との反応があった。 

2011 年 5 月に再開を決意した。次節で紹介する藤原りつさんや大船渡農業改良普及セ

ンター上席農業普及員の及川しげ子さんの支援や、陸前高田市の力添えもあって、東日本

大震災農業生産対策交付金に申請し、資金が届くことが決まった。 

それだけでなく、寸胴鍋、フライパン、フードプロセッサー、キッチンスケール、冷蔵

庫内温度計、タッパー、ピーラー、おしぼりタオル、餅つき機、ホットプレート、丸型蒸

し器など補助金対象外の必要物品がボランティア団体や支援者から届き、着々と再開への

準備が進んだ。 

決意から約１年後、2012 年 6 月 1 日、工房「めぐ海」は再開した。おやきは「海鮮焼

き」から「めぐ海焼き」に改名した。おやきは、米粉を使った生地がホタテやわかめなど
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の具を包んでいる。ほかにも、小倉、白あん、かぼちゃ、地元産のリンゴなどの甘めの具

もある。再開を機に、菓子・味噌加工に加えて、惣菜と仕出しの許可も取得し、そのほか

に、がんづきや漬物などの新しい商品開発にも取り組むようになった。 

 

＜代表 村上豊子さんの夢＞ 

 代表の村上豊子さんは、東日本大震災だけでなく、これまでいろんな苦労を乗り越えて

きた。「おやきは自分にとって、生きる証」というくらい、「おやき」をおいしいと食べて

喜んでもらえる仕事をしているのは、これまでの経験の積み重ねからくるものと豊子さん

は話している。以下、豊子さんのライフヒストリーの一部を紹介する。 

 

 定位家族 14における役割 

豊子さんは、広田町の隣にある小友町の出身である。半農半漁の貧しい家族で育った。 

豊子さんが子供の頃、両親はイワシの煮干しを加工していた。自宅に釜がなく使用後の

釜を借りなくてはならなかったため、作業は釜の所有者の作業の後になった。夜遅くまで

仕事をする両親のそばで、仕事が終わるのを待っていた。ムシロの上で寝ることもあった。

両親は、23-24時頃に自宅に戻り睡眠をとっても午前2時ごろに起きだして浜に向かった。

イワシを干す場所を競争で確保しなければならなかったからである。 

豊子さんの役割のひとつは、小さな弟をなだめることであった。両親に甘えたい盛りの

弟が泣くのを何度もなだめた。そのほかにも、朝早く起きて、人糞をリヤカーに乗せて畑

まで運んで、炊事をして、ご飯を食べて、小学校にかよっていた。 

 母親は病弱で、毎日毎日、「頭が痛い」と言いながら薬を飲みながら仕事をしていたが、

明るい家族で、いつも人が集まる家であった。男女問わず、いつも誰かがやってくる場所

となっていた。  

豊子さんにとって、小学校 3～4 年生の時、忘れられない出来事があった。潮が引いたと

きに、よくツブをとりに行っていた。頻繁にとっていると浜をかえなければならないので、

あっちこっちに出かけて行った。ツブをとって帰ってくると、ツブを茹でて、ジャガイモ

と一緒によく食べていた。そうすると、近所のおばあちゃんたちが「豊子のとってきたツ

ブは、うめぇな～、うめぇな～、ありがとなぁ～、ありがとなぁ～」と何度も言ってくれ

14 定位家族とは、その人が生まれ育った家の家族のことであり、その人が結婚して新たに作った家族

を、生殖家族という。 
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た。  

豊子さんは、この時の近所のおばあちゃんたちの顔が今でも心に残っている。人が喜ぶ

顔をみて「嬉しいな～」と感じた気持ちが今でも忘れられない。人に喜ばれることが、こ

んなにもうれしいものなのかと豊子さんは感じた。「私はいいんだよ、みんなが喜んでくれ

れば、それが嬉しいんだよ」という気持ちでいっぱいだった。 

 

 職業選択 

 当時のこの地域では、中学校を卒業したら、クラスの半分の生徒は高校に進学し、残り

半分は集団就職で出稼ぎにいくような状況であった。高校進学の際、豊子さんは、看護師

になりたいと思っていた。しかし、家計事情と弟への影響を考慮にいれると断念せざるを

得なかった。その時、豊子さんは、「私の能力はどれくらいだろう。能力に幅があるならば、

少しでも上の方がよいな」と思い、保育士になることを決意した。 

普通科に進学したので、保育士になるため科目の取得には苦労はしたが、高校卒業後は、

ある保育園に用務員として臨時で勤めることとなった。勤めながら、ピアノを習ったりし

て技能を高めて、用務員から保育士になることは当時よくあることで、豊子さんもそのル

ートをたどった。 

本採用については紆余曲折あり、予定の保育園ではなく、他の保育園で働くこととなっ

たが、充実した日々を過ごしていた。2 年ほど勤めたとき、広田町に住む男性との結婚の

話が飛び込んできた。 

 

 生殖家族における役割 

保育園の仕事は楽しかったので、結婚後、豊子さんは、広田町からその保育園に片道 2

時間かけて通った。朝早く起きて、草を刈って、朝食を作って出かけていく日々が続いた。 

1 年間務めたときであった。義理の母から「保育園をやめて農業に携わってほしい」と

いう相談があった。農家と結婚したのに、息子の妻が農業をやらないのはよくないとの理

由もあり、豊子さんは決断を強いられた。考えに考え抜いた結果、「今、選択するのは、職

業ではない。家族の輪が大事」であると決意し、保育園を辞めた。いとこからは、「おまえ

も百姓に落ちたのか」と言われたが、豊子さんは負けず嫌いなところもあり、「ただの農家

じゃおわらないよ」と心の中で叫んでいた。 

5～6 年が経った時、義母から豊子さんに家の農業を任されるようになった。豊子さんは、
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農業においてもいろいろな挑戦に出た。たとえば、トマトの裏作に水仙を栽培するという

取り組みを始めた。当時は、1 本 40 円で、ビニールハウス 1 棟に 4 千本ができていたか

ら、大きな成功をおさめた。村上家および豊子さんの熱心な取り組みの成果もあって、試

験農家４軒のうち１軒に選ばれた。ほかにも、豊子さんは、5～6 反の畑で安心・安全な野

菜をつくって給食センターにおさめる「にんじんクラブ」の活動を始めた。同じ畑で同じ

方法でつくって、遊休農地を解消する試みであった。 

 

 地域社会における役割 

その後、高田市の農業を考える農政懇話会（20 名程度でうち女性 4 名）にも声がかかる

ようになった。このような公の活動に参加するにつれて、豊子さんは、この地域の市民だ

という意識が強くなっていった。そして、はじめての女性の農業委員に選ばれたのである。

夫も協力的で「やってみろや」と背中を押してくれた。実際、農業委員を務めてみると、

第 1 期のときは、見るもの聞くもの全てが初めてであった。 

農業委員会は、第 1 期で辞めるつもりだったが、第 1 期の終わり頃、「女の農業委員に

なにができる。女を増やしたってなにもならない」と言われた。委員のなかには、「にんじ

んクラブ」の活動を評価している人もいて、「気にすんなよ。あんたがやっていることは大

事なことなんだから」と声をかけてくれた人もいた。 

この時、農業委員の議会推薦が 5 人から 3 人に減らされることとなった。誰が辞退する

かという話し合いがもたれた。長い沈黙が続いた。沈黙を破ったのは男性であった。ある

男性が「ほんじゃあ、あれだ。誰を辞めさせるということではなく、全員、女性にしたら

どうですか」と言った。誰からも反対はなく、議会推薦を受ける農業委員の 3 名は女性と

なった。結局、豊子さんは、10 年間農業委員を務めることとなった。 

広田半島営農組合の準備会の際に、夢を語ったことがある。「広田半島の海産物のすごさ

は築地市場の評価で明らかである。これを何かに加工して、ここから広田の生産物をつく

ることはできないだろうか。広田には温泉はあるが、それだけじゃない。総合的に広田を

アピールしたい」という夢であった。これは、豊子さんのひとりの夢ではなく、広田がよ

くなるというみんなの夢であることを示したのであった。これを機に、みんなが賛同し協

力するようになり、地域が動くようになった。そして、営農組合の副会長に抜擢された。 
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 自己を肯定できる社会関係 

豊子さんの人生で、幼い頃から一貫していたのは、人に喜んでもらえるということであ

った。他者に喜んでもらうという感覚の心地よさを幼い頃に感じた経験が今の夢の実現や

生き方の姿勢につながっている。 

豊子さんは、これまで、定位家族、生殖家族、保育園、農業委員会、営農組合、女性加

工グループ等で、それぞれの社会に対応して自身の立ち位置を確認し役割を担ってきた。  

確かに、看護師の夢は破れ、保育士の夢は道半ばであったが、農業・漁業に従事するこ

とによって、自身の夢をみんなの夢に変換しながら、みんなと歩み、困難を乗り越えてき

た。役割を担い、周囲からの役割期待に応えることで自信やアイデンティティを確立する

ことができ、「おやきは自分にとって、生きる証」と公言している。 

工房「めぐ海」のグループ活動は、豊子さんにとっては特別な社会関係であるといえる。 

男性が中心になって作った米を、粉にして、皮をつくり、広田半島の海産物が具になる「お

やき」は、豊子さんの人生が凝縮されたものである。「おやき」を食べてもらい、「豊子の

つくったものは、うめぇな～、ありがとなぁ～」と母親以外の人々にも言われること、さ

らに、「豊子さんと一緒に仕事していると、楽しいなぁ～、ありがとなぁ～」と仲間から言

われることは、なによりも豊子さんの喜びであり、自己肯定のひとつである。 

 

工房「めぐ海」の事務所の受付（2014 年 1 月撮影） 

 

代表の村上豊子さん（2013 年 8 月撮影） 

 
工房「めぐ海」の加工室の様子（2013 年 8 月撮影） 

 

工房「めぐ海」の加工室の様子（2014 年 1 月撮影） 
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復活した工房「めぐ海」（2013 年 8 月撮影） 広大な被害を受けた広田半島（2013 年 8 月撮影）  

 

②-２．小さなやさい屋さん－直売所 

1999 年晩夏、陸前高田市竹駒町で会員 30 名の小さな直売所がオープンした。この会員

は、農業従事女性を対象としたフラワーランドレディスセミナーの修了者が中心となって

いる。 

代表の小田日出子さんは、1998年度に開催されたフラワーランドレディスセミナーの参

加者である。この時の大船渡農業改良普及センターの農村生活の担当者が、次節で紹介す

る元岩手県職員の藤原りつさんであった。このセミナーは、月 2 回の講習があり、約 20 名

の女性が参加した。セミナーを通して、日本家庭園芸普及協会が認定する「グリーンアド

バイザー」の資格を取得することができた。小田さんにとって、このセミナーは大きな転

機となった。いろんな人との出会いがあり、たくさんのことを学んだ。セミナーの最後、

参加者全員が決意表明をしなければならなかった。この発表の際、小田さんは野菜を余ら

せて捨てる農家が多かったため「直売所を開きたい」とのセミナー参加者の前で夢を語っ

た。 

その夢の実現が、「小さなやさい屋さん」であった。プレハブ店舗の壁面に描いてある絵

は、セミナー修了文集の挿絵を拡大したものであり、この店舗のシンボルとなっている。

この直売所は、農家に少しずつ声をかけていきながら出品者を増やし、30 名程度になって

いった。当初、無人市を行っていたが、盗難等もあったため、直売所に販売員を常駐する

方法に変更した。 

2011 年 3月 11 日、竹駒町は、海から数 kmも離れていたにもかかわらず、気仙川を遡っ

てきた津波で、直売所が流された。建物が流されて絶望的になっていたが、5 月、瓦礫の

中から、プレハブが、入り口サッシのガラスも壊れず、ほぼ無傷の状態で発見されたので

ある。この奇跡的なプレハブの発見を機に、再開を決意した。藤原りつさんの支援もあり、
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農林水産省公募事業「女性・高齢者起業活動等活性化事業」に採択された。 

営業再開は、7 月 1 日であった。休憩しながら買い物ができるよう屋根のあるスペース

を増やすなどの環境整備を少しずつ行っていった。2012年 3月には、物置を設置した。改

善費用は、補助金や支援金を活用している。 

 震災前は、30 名ぐらいの人々が出品してくれていたが、高齢であることを理由に農業を

やめたり、津波で亡くなられた人、やる気をなくした人もおり、現在の出品者は 10名弱と

なっている。以前出品していたが現在は農業をやめて仮設住宅に住んでいる人のなかには

時々買い物に立ち寄って雑談をして帰られる方もいる。出品をやめた数名の人々との関係

も続いている。 

小田さんが、「いいの、私たちはそれなりにやっていくの。そうしていれば道は開かれて

いくの」と言っているように、生計の軸は農業にあり、直売所は副次的なものであるため、

身の丈に合った小さな経営体で進めていく方針をとっている。小規模といえども、売り上

げは、年間 1000 万円前後である。 

 

 
小さなやさい屋さん（2013 年 8 月撮影） 

 

小さなやさい屋さん（2013 年 8 月撮影） 

 
代表の小田日出子さん（2013 年 8 月撮影） 

 

セミナーの友人が描いた絵（2013 年 8 月撮影） 
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②-３．よってんたんせえ－仮設食堂 

岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里の生活研究グループ

「マリンマザーズきりきり」（漁家女性の会員 6 名）は、

2000 年 4 月からわかめ、ベビーホタテなどの加工品を

製造販売していた。マリンマザーズきりきりとは、農産

物に付加価値をつけて加工品をつくって販売するなど

の活動を通して農山漁村の生活改善を担うために女性

たちによって構成されたグループである。 

2011 年 3 月 11 日、津波は「マリンマザーズきりき

り」の活動拠点を襲った。養殖わかめのいかだや、商品

製造の拠点や材料などをすべてが流失し、メンバーの半

数が自宅を失った。地域漁業の壊滅で失業者もでた。そ

んななか、5 月には、会員は、グループ活動再開を目指

して、大船渡農業普及センターに相談した。普及センタ

ーの所長は、次節で紹介する元岩手県職員の藤原りつさんに「寄り添って欲しい」という

依頼をした。 

藤原さんとの相談を通して、「マリンマザーズきりきり」は、震災前と同じことをやって

も仕方ないから、加工品の製造販売だけでなく、食堂経営へ挑戦したいという意思を固め

た。藤原さんは、岩手県職員の元生活改良普及員という専門職であったため、その経験と

ノウハウを生かして、食堂申請を早急に行うよう支援した。県の事業への申請支援や岩手

大学の産学連携事業推進など、様々な手続きを進め、一日も早い開業を目指した。グルー

プの代表者や事務局長とのやりとりも迅速に進んだ。 

2011 年 8 月 19 日、大槌町内の復興店舗第一号として仮設食堂「よってったんせえ」が

開業した。会員の生計のための経済活動であるが、地域の人々やボランティアの人々が食

事をとる場所を提供し、人々の集う場をつくり、地域の元気回復に貢献することも目的で

あった。多くの人々に立ち寄ってもらえる場所になればという希望をこめて、お店の名前

は「よってったんせえ」（寄っていってください）と名付けた。 

ラーメンや焼きそばなどの地場産品を活用したオリジナルメニューもあり、お土産物に

は、浜っ娘母さんの「わかめかりんとう」「ばぁーらー漬け」「しおさい漬け」「茎わかめの

南蛮漬け」「吉里吉里若芽煮」などである。2012 年 9 月には、新商品「岩手大槌のうまい

「岩手大槌のうまいもん浜っ娘母さ

んセット」（2013 年 10 月撮影） 
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もん浜っ娘母さんセット」の販売を開始した。通信販売も行っている。 

マリンマザーズきりきりの会員からは「仮設住宅ですごすよりもうんといいの」という

言葉があった。つまり、仮設住宅での生活において、環境が変わり、どうしていいのかわ

からない、一日をどのようにすごしてよいのかわからない状況におかれていた女性たちは、

やれることがないことがいや、なんとなく生きるよりは何かに向かって動き出したいとの

強い意向からグループ活動を再開させ、自身の立ち位置をつくりだしたといえる。 

 

③ 寄り添う支援者 

 これらの 3 つのグループを支えてきた人々がいる。「大津波にも負けず頑張る母ちゃん！

応援隊」である。ここでは、「応援隊」の幹事長であり、元岩手県職員（生活改良普及員 OG）

の藤原りつさん（岩手県職員 1971 年度採用、2008 年度退職）への聞き取り調査や手記な

どから、寄り添い方や支援のあり方を検討していきたい。 

 

③-１．岩手県の農業普及事業 

 藤原さんは、大船渡市在住の元岩手県職員である。県職員のなかでも、藤原さんは、生

活改良普及員 OG である。生活改良普及員とは、戦後復興の際、農山漁村の女性たちに寄

り添いながら、生活改善の支援を行うことを専門とする県の職員である。 

戦後、日本政府は、共同農業普及事業を創設し、1948 年に「農業改良助長法」を試行し

た。そのねらいは、農民の自発性をいかし、能力を引き出し、それを生産と生活の改善に

結びつけ、農業の発展と農家の福祉向上に寄与することであった。よって、農業技術改良

普及と並行して農家生活の改良・改善を目的とする生活改善普及事業が実施された。この

普及活動を現場で推進する県の専任職員が、生活改良普及員である。 

岩手県の普及事業は、食糧増産に始まり、1961 年に制定された農業基本法に基づく自立

経営農家の育成に向けた農業構造の改善、1970 年からのコメの生産調整の実施に伴う収

益性の高い水田農業の確立、1980 年の大冷害を契機とした寒冷気象を克服する園芸作物

等への作目再編、2002 年に制定された食料・農業・農村基本法に基づく食料の安定供給や

農村の活性化など、常に農業者と密接にかかわりながら、時代の要請に的確に対応した普

及活動を展開してきた。 

これらの取り組みの結果、岩手県の多彩な気象条件や立地特性を生かした全国有数の園

芸や畜産産地からなる「多種目複合産地」が形成されたり、大規模農家が中心となり、小
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規模・兼業農家も参画する「岩手型の集落営農組織」の育成も進んだ。さらに、伝統行事

や食文化等の資源を生かし、地域の「結い」の精神に支えられた「活力あるむらづくり」

が進められるようになった。 

このような変遷において、組織的な再編も進められた。1998 年度には、岩手県行政改革

大綱を踏まえ、岩手県内にある 17 の農業改良普及センターが、12 普及センター4 地域普

及所という体制になり、2006 年には 12 普及センターから 9 普及センター（中央、盛岡、

八幡平、奥州、一関、大船渡、宮古、久慈、二戸）に再編された（岩手県 2008）。 

2004 年の農業改良助長法の大幅な改正により、岩手県では、2005 年に、専門技術員と

改良普及員を農業普及員という呼称に一元化することとなった。これは全国的な傾向であ

るが、研究代表者は、生活改良普及員が培ってきた地域に寄り添いながら生活改善を推し

進めるアプローチは、制度改革や組織再編、職員の退職によって消滅するものではないと

考えている。 

 

③-２．寄り添うスタンス 

生活改良普及事業の目的と手段は二本立てであった。目的は、①生活をよりよくするこ

とと、②「考える農民」を育てることである。前者の目的を果たす手段が個別の「生活技

術の改善」であり、後者の手段が「生活改善グループ育成」と位置付けられている（片倉

2011）。 

グループは、普及員の指導のもと、農家女性を中心につくられた女性組織であり、その

ときどきの問題を女性たちが自ら認識し、合理的思考にもとづいて自主的に改善し、実行

していく住民主体の集団である。「考える農民」とは、自ら考え、自ら判断し、自ら行動し、

自らの行動結果に対し責を負い、仲間と一緒に夢を見る人間像である（小倉 1951、1952）。 

生活改良普及員は、生活技術の改善を行いながら、女性たちの自主性を促すために、ほ

どよい距離感を保ちながら、地域に寄り添い、女性を取り囲む環境や地域社会の問題を解

決するアプローチをとってきた。言うまでもなく、この「ほどよい」寄り添い方について

は、マニュアルはなく、その場・その時の状況に合わせて判断しなければならない。普及

員には、生活技術の知識だけでなく、状況を把握し判断し実行する能力も求められていた

のである。 

藤原さんは、普及員時代を振り返り、寄り添うスタンスについて以下のように話した。 
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最初に出会った上司に「普及員の仕事は地域の課題解決をすることだ。専門性で見る

前に一般市民の目線で考えること、最初から自分の専門項目の視点でモノを見ないこと

が大事だ。いよいよ課題解決が実践レベルになった時点で専門特技を発揮するものだ」

と教えられました。ずっとそのことを忘れず、「常に地域と共にある」ということを心が

けてきました。 

 

藤原さんは、岩手県を退職したとしても、生活態度として、このスタンスを心がけてい

る。このような生活改良普及事業に根ざす哲学やスタンス、問題解決型アプローチは、事

業に限定されることなく、個人の生き方や家族・親族や地域社会のあり方をより良くする

という意味での普遍的な姿勢であり、復興に取り組む女性たちや復興支援においても通じ

る要素である。ゆえに、普及員も農山漁村の女性たちも、自ら考え、自ら判断し、自ら行

動し、自らの行動結果に対し責を負い、仲間と一緒に夢を見る「考える個人」なのである。

この点は、藤原さんのこのこと言葉に象徴されている。 

 

「ただ、なんとなく生きるのが嫌だったから…」 

 

 藤原さんは、予定よりも一年早く、岩手県を退職した。諸事情が重なって、早めの退職

という選択をしたが、根底には上記の思いがあった。 

この思いをもつようになったのは、県職員時代の後輩の普及員の言葉であった。当時、

藤原さんが指導していた中堅の普及員は、「普及員の仕事は農家の人生を変えるのだから、

毎回、命懸けなんです。いつも辞表を覚悟でやっています」と言ったのだ。 

藤原さんには、この言葉が今でも心に残っていて、この姿勢を貫きながら普及の仕事に

携わってきた。だから、家族のことや地域のことなどで次にやるべきことを見出した時点

で、職場から去る決心をしたのであった。 

 

③-３．震災直後の支援 

藤原さんが 2009 年 3 月に退職をして、家族や地域にどのように寄り添っていこうかと

模索して 1 年が経った頃、2011 年 3 月に東日本大震災が起こった。 

藤原さんの家は大船渡市在住であるが、津波の直接的な被害を受けなかった。津波直後

は、地震で家屋が壊れ、居住できなくなった親族など数人が避難してきて、このお世話や、
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地区婦人防火クラブの一員として避難所や消防団員のための炊き出しを行った。 

おにぎりを握るとき「いつ食べることになるかわからないので軽く握るように」と言わ

れ、藤原さんは大変な驚きを覚えた。温かみのあるものが食べられない、被災者の大変さ

を思い知らされた。よって、おにぎりは、すぐ食べられるとは限らないため、軽く握る、

塩をつけない、梅干しを入れる、という決まりになっていた 15。藤原さんは、悲惨な状態

を目の当たりにし、被災した人たちに対して申し訳ないような気持ちをもっていた。一刻

も早く何かしなければとの焦るような思いで、はじめの頃は、炊き出しや、親族・知人を

訪ねて水や食料を届けたり、家に招いてお風呂に入ってもらったりと、自分にできること

を探し、支援を行っていた。自分にできることから始めよう、ということで単発的な支援

を続けていたが、もう少し体系的で継続的な支援ができないものかと考えるようになった。

ちょうど、岩手県職員の OB 会がボランティアを募集していたためすぐに応募した。 

 

③-４．普及センターの組織的な対応 

その際に所属したのが、OB ボランティア気仙地区第２班「大船渡農業普及センター管

内支援チーム」であった。先述したように、普及センターは、地域に密着した普及事業を

行う拠点機関であったため、震災において即時に組織的に対応することができたのである。 

 大船渡農業改良普及センター所長からの藤原さんへの依頼事項は、津波で製造拠点を流

失した大槌町の女性グループ「マリンマザーズきりきり」が加工活動を再開したいと言っ

ているので、寄り添って欲しい、というものであった。藤原さんは、このグループに寄り

添うことを決意したほか、陸前高田市の 2 つの女性起業グループ「めぐ海」や「小さなや

さい屋さん」も、岩手県職員時代に支援してきた経緯から、震災後、改めて寄り添うこと

となった。具体的な支援は、資金手当、調理用器材などの調達、商品開発、支援者との交

流である。 

資金については、普及センターと連携をとりながら、情報収集から申請書作成等、国や

県、団体からの補助金の獲得のための支援を行った。当時は、申請書を作成する余裕など

誰にもなかった。国への補助金事業に対して、被災地からの申請が全くない状況をみて、

「これではいけない」と藤原さんは感じ、率先してその役割を引き受けた。県の職員であ

った経験から、書類作成のノウハウをもっていたこともあり、各グループの担当者と連携

15 後日、公平にするため、梅干しは入れないことになった。 
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しながら、申請にこぎつけた。これによって、人件費や建設費、研修費、付属施設の充実

が可能となったのである。 

 すべての道具が津波で流されてしまったため、起業するためには、調理用機材などが必

要となった。まず、再開に必要な物資のリストを出してもらった。それぞれの希望に合わ

せて各方面に打診をしたところ、多方面の支援者および支援団体からの物資が届き、これ

らを貰い受けて届けた。多方面というのは、藤原さんの県職員の仲間であったり、現役時

代に出会った人々との人脈であった。生活改善に関するシンポジウムや岩手県独自の取り

組みである「食の匠認定事業」推進で出会った講師陣（調理師、料理家研究家、大学教員、

NPO 関係者等）などである。鍋や丼、コップなどの一応の調理用機材等がそろうにつれて、

みんなが元気になってくるのを藤原さんは実感した。 

商品開発においては、震災前から製造していたもののブラッシュアップや、地場産品を

使った新たな料理・産品の開発、保存技術の改良、パッケージの工夫、ホームページ上で

の情報公開等の支援を行っている。現在は、通信販売を開始し、消費者層の拡大に努めて

いるところもある。 

 

③-５．支援者との交流 

『3・11 女たちが走った―女性からはじまる復興への道』（日本 BPW 連合会 162012）に

は、多くの女性たちの声が寄せられている。それぞれの立場の女性たちが「何ができるの

か」「何をすべきなのか」という支援者の戸惑いも描かれている。この本に描かれているよ

うに、多くの方々がどのように支援をすればよいのかと迷った経験を持っているのではな

いだろうか。 

支援者にはさまざまな立場がある。大船渡市に在住していて津波の被害がなかった藤原

さんは、申し訳ないような気持ちと何かしなければという気持ちをもちつつも、模索する

なかで、藤原さんにしかできないことを見出している。藤原さんですら迷った経験をもつ

のだから、他にも「支援したいけどどのようにしてよいかわからない」という人々が多く

いるであろうことは想像に難くない。ゆえに、藤原さんは、支援者との交流が重要である

16 日本 BPW 連合会(National Federation of Business and Professional Women’s Clubs of Japan)
は、働く女性たちの国際組織、BPW International に加盟する特定非営利活動法人（NPO）であり、下

記の項目を主な目的としている。①女性の社会的地位と職業水準の向上、②働く女性の社会環境の改

善・整備、③国内外で働く女性間の親交と理解の促進、④国内外の組織・団体との協力連携、⑤世界平

和への寄与、である（http://www.bpw-japan.jp/japanese/index.html、2014 年 2 月 11 日アクセス）。 
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と認識していた。 

「『現地訪問は迷惑をかけるのでないか』と考えている方もあるようですが、私の数少な

い経験では、遠くから心配しているよりは直接訪ねて見て、聞いて、言葉を交わして労い、

そして商品を買うことが、大きな復興の力になると感じています」と言っている。 

藤原さんは、OB ボランティア気仙地区第２班「大船渡農業普及センター管内支援チー

ム」としての班員であるほか、（社）農山漁村女性・生活活動支援協会の「交流サポーター」

として役割も担っている。2011 年 11 月 4 日、OB 会や県内の交流サポーターの協力を得

て、復興支援フォーラム「大津波にもまけず頑張る母ちゃん応援ツアー」を開催した。ツ

アーの趣旨は、「大津波にも負けず頑張る母ちゃん」たちが、震災を受けて何を考え、どの

ように行動し、これからどのような希望をもって臨もうとしているのか、そして、私たち

はどのような支援ができるのかについて、現地を見て、話を聞いて、食事をいただきなが

らともに考えること、立ち上がった母ちゃんたちにエールを送ること、そして、このツア

ーが、他の被災地で後に続こうとする母ちゃんたちの応援にもつながっていくこと」であ

った。訪問中にカンパを募る人が出てきたり、訪問後、各グループの商品を何度も買う人

が出てきたりした。なかにはイベント用といって 200 個ぐらい大量に購入する人もいた。

訪問を受け入れた各グループにとっては、「私たちの商品を必要としてくださる人がいる、

だからがんばろう」と大きな励みとなっていった。応援隊ツアーは、遠くから心配してい

るよりは、直接訪ねて、みて、聞いて、言葉を交わして労い、そして商品を買うというこ

とが、大きな復興の力になることを示している。 

 

③-６．継続的な支援のかたち 

2011 年 11 月 4 日の「大津波にもまけず頑張る母ちゃん応援ツアー」を機に、参加者の

意向もあり、2011 年 12 月 1 日に、任意団体として「大津波にも負けず頑張る母ちゃん！

応援隊」が立ち上がった。 

会長は、OB ボランティア気仙地区第２班班長の宮下慶一郎さんであり、幹事長は、藤

原りつさんとなった。2012 年 3 月 3 日にブログを立ち上げ、全国に向け支援の活動を発

信した。2012 年 7 月 31 日の時点では、隊員 41 名、支援金約 80 万円であり、資金は、各

グループの研修費、補助事業の自己負担分への補助、建物補修費などに使われた。そして、

第 2 回目の応援隊ツアーが、2012 年 10 月 17 日に開催された。このツアーのほかに、県

職員時代の仲間が主催をして、隣人を誘っての応援ツアーを独自で企画するという動きも
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あった。岩手食文化研究例会や各種シンポジウムでの活動紹介、日本農村生活学会関係者

の調査の受け入れなどを行った。また、大船渡地方生活研究グループでは、被災者のため

のフリーマーケットを定期的に開催しており、常に研修や交流を行い、集団として課題を

解決する力を養うなどの取り組みを行っている生活研究グループとの連携ももっている。 

 

(3)  女性たちの役割と今後の課題 

① 女性のしなやかさと力強さ、そして脆さ 

 本章では、東日本大震災の復興に携わる当事者と支援者の立場を岩手県の事例をとおし

て考察してきた。女性たちが、それぞれの立場で、何ができるのかを模索しながら、状況

をみながら判断し、行動を起こしている。藤原さんは、3 つのグループの支援活動を通じ

て、多くのがんばっている女性たちに出会い、改めて、「女性の力は大きい」と困難な現実

に立ち向かう時の女性のしなやかさと力強さや、大変ななかでも「何かしなければならな

いことがある」ということが救いにもなっていることを実感したという。 

今、最も懸念されるのは、東日本大震災が風化していくことである。藤原さんは、「被災

地の人々が一番恐れていることは、次第に関心が薄れ、忘れ去られていくことです。私に

聞こえるのは『私たちのことを忘れないで』という「かあちゃんたち」の心の声です。遠

くにいてもできることは何らかのかたちで『忘れていない」というメッセージを発信し続

けることではないでしょうか」と言っている。 

さらに、藤原さんは、「ここは、3.11 までは、住宅地でした。瓦礫の山になっていたとき

は早く片付けてほしいと思っていました。しかし、瓦礫が片付いて雑草に覆われると、そ

れが当たり前の田舎の風景のように見えて、そこに人々の生活があったことが想像もして

もらえなくなって、それがとても恐ろしいです」（『天野寛子フリー刺繍画展-東日本大震災』

(2013)に掲載された藤原さんの言葉）とも言っている。 

復興は道半ばである。地盤沈下によって、塩水に浸かったままの農地、大潮のたびに海

水が上がってくる道路や施設、なかなか進まない住宅建設など、まだまだ時間のかかる課

題は山積みになっている。仮設住宅での仮の暮らしから抜け出せるのはいつになるのかは

見当もつかない。仮設住宅での暮らしに期限がついて、目処がついても、予定どおりに進

まない住宅再建により、さらに延長となり、住民の溜息が流れる。補助金にも期限があり、

焦る気持ちと、新たな資金繰りを始める不安とが交差する毎日を送っている人たちもいる。 

現地は復興など決して達成していないのに、マスコミ等を通して、「がんばっている」姿
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ばかりが映し出されると、第三者には復興したかのように思えてしまう。ニュースの断片

が耳に入るたび、「かなり復興しているのでは」と思う人も多い。 

本研究で紹介した岩手県の 3 つの女性グループの事例においても、活動自体は成功例に

みえるが、とにかく活動に集中して走り続けているだけで、実際には、「『あのとき、ああ

だったよね』『こういう思いをしていたの』などという振り返りの会話はまだできる状態で

はない。3 年目に入った現在、そろそろ、そういうことが話せる時期になりつつあるのか

もしれない」と藤原さんは言っている。 

たとえば、ニーズを把握するためという名目で実施されるアンケート調査も、人々の不

安を駆り立てる要因になることもある。仮設住宅にひとり暮しており、震災後のショック

でいまだに体調を崩している女性からは、「あと何年仮設住宅に住みたいですか」というア

ンケートの質問をみただけで、「あと何年ここにいることができるのだろうか」という不安

に苛まれるという話を聞くことができた。仮設住宅にひとりで住んでいる女性も少なくな

い。些細なことが彼女たちの不安を駆り立てている側面もある。 

岩手県のグループ活動では、常に自己肯定をし合っている社会関係をもつ人々に焦点を

当てて考察してきたが、アチェの J さんや I さんのような弱者が東北にもいることを看過

してはいけない。 

 

② がんばりすぎることの怖さ 

留意しなければならないのは、がんばりすぎることの怖さである。がんばり続けなけれ

ばならない状況であることも事実だろう。がんばっておかないと折れてしまうかもしれな

いという不安もあるだろう。次から次へとやるべきことがあり、休んでいられないのも現

実であろう。期待に応えようとする気持ちも沸いてこよう。 

しかしながら、当事者や支援者にかかわらず、原因不明の体調不良を起こしている現象

もみられる。さまざまな被災状況があるなかで、「私は大丈夫。もっと大変だった人がいる

のだから」「あの人もがんばっているんだから、私が弱音を吐くわけにいかない」、と相対

的に刺激をしあう関係を女性が力をつけていく過程と評することもできるが、このような

緊張した関係が続けば続くほど、何かの契機で個人においても組織においても継続的な活

動が途絶えてしまう可能性もないわけではない。「がんばる」に象徴されるような言動と同

時に、「誰かがそばに付いているよ、と感じられる環境が必要」（日本 BPW 連合会 2012）

という優しさとのバランス感覚が必要である。精神的な側面の体制的なケアが必要である
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と同時に、互いが癒しを与え合う関係の構築も視野に入れる必要がある。 

 

4．復興における女性たちの役割 

 

(1)  社会的存在としての女性たちの変化 

これまでアチェと岩手県の女性の復興における活動と変化をみてきた。スマトラ沖地震

を経験したインドネシアのアチェと東日本大震災を経験した岩手県の事例を一概に比較す

ることはできないが、さまざまな社会との接触によって女性自身が変化し、その周囲にも

影響を与えていることは共通していると思われる。 

個人は、家族、親族、友人、隣人、既存の組織、目的志向的な組織、地域社会、国家等

に多重に属し、それぞれの社会における自身の地位と役割を意識しながら、多面的に個人

は生活を行っている。その社会が自身に対して、どのような役割を期待しているかという

「役割期待」を認識してそれに応えようと自身の社会的行為が生まれてくる。自身に対す

る肯定・承認が行われると、個人は自信をつけアイデンティティを確立していく。このプ

ロセスは女性がエンパワーメントしていく経緯のひとつであると考えられる。 

一方で、自身に対する否定が繰り返されると、アイデンティティがゆらいでいく。すべ

てをさらっていった津波は、多くの人々のアイデンティティを崩壊させた。喪失感で「す

べてが終わった」と感じた女性、トラウマでもう海には出ていきたくないという漁師、過

去ばかりを振り返る人々、今でも少しの揺れでパニック状態になる女性や子供など、津波

は個人へ大きな影響をもたらした。 

このような状況を的確に表現するものして、日本 BPW 連合会（2012）は、「失った悲し

みと生き残ったことを喜べない人の姿、さらには劣悪な環境で生きるための戦いなど」「生

きながらえてしまった苦痛」「あの日、多くの人々の心の時計が止まってしまった」「打ち

上げられる花火や川に流される灯籠は、亡き人に届いているでしょうか」「これからどうな

るのだろう」という言葉をあげている。 

スマトラ沖地震を経験したインドネシアのアチェ州と東日本大震災を経験した岩手県

の事例を一概に比較することはできないが、地震・津波は、これまでの家族・親族、友人・

隣人などとの社会関係を改めて再認識させてくれる機会となった。 
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家族であろうと友人関係であろう

と、アイデンティティや誇りを取り戻

すために、個人が立ち上がる時には、

必ず、他者か存在していた。「とにかく

生き残った人は生きねば」「折角、助か

った命を、これ以上失うことはできま

せん」「諦めてしまったらそこで終わ

ってしまう」という気持ちは、他者と

の関係によって生まれてくる。 

家族・親族はいうまでもなく、家族

のように親しい人、グループ活動を行

ってきた友人、そして、支援者などの

これまで関わることのなかった新しい仲間（その地域に住んでいなくても寄り添う支援者

や、遠くから応援している支援者）、それらの関係性は、多重で動態的な社会関係とネット

ワークを作り出している。 

夢を語ろう、未来を語ろうというとき、私たちは自身の強い社会関係を意識しているの

である。なぜなら、自己実現は社会的に規定され、それが実現したときに社会から評価を

受け、その承認のプロセスにおいて個人の「エンパワーメント」が促されるからである。

社会関係の再構築は、震災後の女性たちの自立・自律を促している。 

 

(2)  アチェへの提言－グループ活動の重要性－ 

ここでは、岩手県の女性たちのグループ活動を踏まえたうえで、アチェへの提言を行い

たい。 

図１のインドネシアの復興庁の復興戦略の概念図では、震災から 4 年目ぐらいに、生計

基盤の強化と産業の復興と自立に向けての住民のエンパワーメントが重要になると示され

ている。 

しかしながら、村レベル、個人レベルで調査を進めてみると、この概念図の流れに乗り

遅れている LAYEUN 村のような地域や弱者が存在していることがわかる。地域の状況を

把握し、ニーズを明確にする調査と適切な援助が必要である。 

限られた情報ではあるが、本調査を踏まえて提案のひとつとしてあげられるのは、

図 12 社会関係のなかで生まれてくるアイデンティティ 

（出典）筆者作成 
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LAYEUN 村において、女性たちが家の周辺で活動できる加工グループを結成することで

ある。 

加工の意味は、「原材料に手を加えて製品を製作すること」であり、手を加えて付加価値

のあるものにつくりかえる作業をグループで行い、互いに助けあい、それらの過程を共通

の体験として位置づけるのである。LAYEUN 村の多くの女性たちは、社会的・宗教的な集

まり、家族経営による取り組みはあっても、機能組織を構成するような明確な目的のもと

で組織化されたことはないと思われる。 

現時点での加工は、魚介類を塩干しにして販売するだけであるが、工房「めぐ海」や「マ

リンマザーズきりきり」のように、加工品開発の支援が可能であれば、このポテンシャル

は小さくない。加工だけでなく、「小さなやさい屋さん」のように家庭菜園をして余った野

菜を販売したり、「マリンマザーズきりきり」にように食堂もしくは喫茶店を開くというこ

とも不可能ではない。これらは女性たちが家事や育児を行いながら家の周辺でできる活動

である。商品やサービスに対価を払ってもらうことは、お客という第三者によって自己を

肯定されることである。 

さらに、グループ活動と並行して重要なのが、女性リーダーと地元のファシリテーター

の存在である。地元の生活改良普及員のような指導者・寄り添う支援者の存在は欠かせな

い。アチェの D さんのように地域内の女性をまとめる女性リーダーの存在も重要である。 

人材が揃っても資金が必要であるため、外部資金と内部資金をどのように確保するかと

いう制度をアリサンのような既存の取り組みから考え出すことが可能である。 

 必要事項を列挙してみると以下のとおりとなる。 

① 地域の現状把握（文化的背景も含む） 

② ニーズに適したプロジェクト（具体的な目的、たとえば、加工品の開発・販売） 

③ 女性のリーダーの存在 

④ 地元のファシリテーターの存在 

⑤ 資金（外部資金と内部資金の共有制度） 

⑥ 家族（特に夫）の理解と協力 

⑦ 販売ルートの確保（商品購入という支援を促すための支援者との交流も含む） 

⑧ 収入の資金使途（夢の実現、共有使用と個人使用） 

商品開発の段階から、自ら考え、自ら判断し、自ら行動し、自らの行動結果に対し責を

負い、仲間と一緒に夢を見るプロセスを経験することである。一度、アイデンティティの
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崩壊を経験した被災者にとっては、グループ活動は、復興という特別な過程においてひと

つの重要な機能を果たしてくれるものと考えられる。 

なお、「考える農民」とは、岩手で活動している女性たちのように、常に属している社会

における自身の役割を遂行しながら、それぞれの社会関係を良好にし、夢を実現していく

社会的存在であった。グループ活動を通じた女性の自立は、アチェのイスラム的な家族観

に逆らうことではなく、共存することでき、よりよい夫婦関係が築かれていく契機となる

ことと思われる。 

 

(3) 日本への示唆－家族関係の再認識－ 

次に、アチェへの調査を踏まえたうえで、日本への示唆を整理したい。 

さまざまな社会関係の中でエンパワーしていく女性たちであるが、アイデンティティや

誇りをもつために最も短な人々とは誰なのか。それを一番明確に示してくれたのが、イン

ドネシアの事例である。アチェでは津波で多くの人が家族を亡くした。打ちひしがれる中

でも新しい出逢いを通して、再婚し、子供ができ、新たなる家族関係のもとで復興しよう

としている。 

岩手県の事例では、時期尚早であることと、ラポールの形成が不十分であることから、

エントリーポイントを女性グループの活動やグループの会員、グループに寄り添う人への

調査を行ったが、家族・親族の調査をすることはできなかった。家族の重要性を実証した

とはいえないが、グループ活動を復活させているということは、それぞれの女性たちの背

景に家族や親族からの温かい社会関係や支援があるからであると考えられる。 

多くの場合、復興の支援者は、「支援をしている側」と「支援されている側」が明確にな

っていて、ボランティア活動などがクローズアップされ「絆」「つながり」「支え合い」な

どという言葉で表現される。しかしながら、被災の際の一番の支援者は家族である。徳野

（2012）が、現在一緒に住んでいる「世帯」と他出者も含めた「家族」は異なる、と指摘

しているように、津波を知り、真っ先に電話をかけたり、駆けつけたり、物資やお金を送

ったのは、ある意味大きな枠組みの「家族」である。 

家族は、目的合理的な機能組織ではなく、人格的関係によって形成されているからであ

る。いわゆる NPO 等が行っているような「支援」という感覚をもたない。「支援をしてい

る側」にも、「支援されている側」にも、そういう感覚がないため、家族が支援者として根

底に存在していることが看過されることがある。 
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これを改めて示してくれたのがアチェの女性たちであった。さらに、アチェの事例は、

地域社会の再生が二の次であることを示している。復興においては、「地域社会の再生」と

いう視点が必ずと言ってよいほど入っているものであるが、地域社会の再生を考える際に

は、地域社会を構成する個々人および家族を認識することが欠かせない。また、家族が人

格的関係によって形成されているがゆえに、女性にとっての負担が増えることもあるため、

目的合理的なグループ活動というものを位置づけていくことが重要である。現時点では結

論は出せないが、もう少し長い時間をかけて、個人、家族、組織の活動が地域社会の変化

にどのような影響を与えているのかを考察していく必要がある。 

 

(4) 相互啓発・手本交換の可能性 

このたび、アチェでの調査において、個人的な聞き取り調査が可能になったのは、何度

もかよったこと、震災から時間が経過していたことが大きい。さらに、日本で東日本大震

災により、津波の膨大な被害が発生したという事実を、アチェの人々が知り、お悔やみの

気持ちを持つと同時に、自身の経験が日本に役に立つならお話しましょう、とこれまで以

上に心を開いて話してくれた。 

復興というのは、非日常的な出来事であるがゆえに、本来のあり方が問われる時なのだ

といえる。それは、従来の心なき形式主義を問い直すことでもある。震災を通して、「想定

内」「想定外」「考慮」「配慮」などの言葉が頻発されているが、いずれも人間の認識による

ものである。震災を機に、私たちはこれまでの認識を問い直すきっかけを得たのではない

だろうか。「普段全く目に見えていなかったものに対して、しっかり目を向けるべき勇気と

きっかけ」を得たはずであり、「大切なものだけを残して、無駄なものを削ぎ落し、本当の

意味で豊かな社会を一から作り直す覚悟（日本 BPW 連合会 2012）」が必要であることを

痛感せざるをえない。 

2013 年 7 月 28 日、山口県と島根県の県境で大雨が降り災害が発生した。住宅の全壊、

床上浸水、床下浸水が発生し、土砂崩れや土石流によって複数の道路が全面もしくは片面

通行止めとなったり、鉄橋が流されたりレールが曲がるなどの鉄道の運行にも影響が出て

いる。 

これらを踏まえ、山口県阿武萩地域では、10 月 23 日に、阿武萩農山漁村女性連携会議

および山口県萩農林事務所・山口県萩水産事務所主催の「平成 25 年度阿武萩地域農山漁
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村女性フォーラム」（於 萩市むつみ農村環境改善センター）が開催された 17。目的は、豪

雨災害からの復興が当地域の緊急な課題となっている今、阿武萩地域の女性が連携し、次

世代の人たちと共に夢と誇りを持って暮らせる農山漁村を実現するため、これからの絆づ

くりについて語り合い、新たな支え合いや連携活動、起業に取り組むきっかけづくりとす

ることであり、阿武萩農山漁村女性連携会議を構成する 6 団体（農協女性部、生活改善連

絡協議会、生活改善士会、林業女性部、和牛女性部、漁協女性部）から 180 名が参加した

（全参加者は 222 名）。 

このフォーラムのなかで、岩手県の「めぐ海」の事例が紹介され、「わかめのおやき」の

試食会があった。参加者の中には、豪雨による被災者も含まれており、以下のような声が

あった。 

・ 一年がかりで開発されたおやきへの思い入れ、また、津波で受けた被害を乗り越えて

の活動開始、大変感動しました。 

・ 震災にもめげず、すぐ活動再開されたのにはとても驚きました。 

・ 災害にあわれてもめげずに頑張っておられ、すばらしいと思う。 

・ 大変な中で皆が仲間づくりを大切に頑張っておられる姿に頭が下がります。 

・ 皆様のおもいやりに涙が出ました。有難うございました。 

・ おやきおいしかったです。昨日より今日、今日より明日。まいた種は日々成長し、き

っと花は咲きます。うつくしく咲くはずです。私達もいつも見守りつづけています。

共にがんばりましょう！ 

・ おやきをいただき、とても海の香りがしおいしくいただきました。まだまだ大変でし

17 このフォーラムの写真撮影は宮下裕史氏が撮影した。なお、それ以外の写真は、研究代表者が撮影し

たものである。 

わかめおやきの試食（2013 年 10 月 23 日撮影） 工房めぐ海の紹介（2013 年 10 月 23 日撮影） 
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ょうが頑張って下さい。 

・ とてもおいしかったです。災難にあわれてもこんなおいしいものが出来る食の力はす

ごいと思います！遠く山口で試食出来て感激です。 

・ とてもおいしくいただきました。東北の方もがんばっておられるので私達もがんばら

なくては…元気をいただきました。 

・ 先の水災で私達の所も大きな被害を受けました。被害の状況が重なり、涙が出ました。 

・ 災害にあわれても頑張っておられ感銘しました。今の自分はどうか？これからどうし

ようかを少し考えました。すごく何かを感じました。 

 この会は、農林業に関わり「食」にこだわっている女性たちの集まりであり、災害を経

験した女性たちもいたことから、「めぐ海」の活動を知ることによって啓発される要素が

大きかったといえる。 

現在、世界各地で自然災害が起きている。アチェ州の津波被害、岩手県の津波被害、

山口県の集中豪雨被害など、それぞれの状況は異なるが、図 1 の比較研究の視座で示し

た③のベクトルのように、類似した課題に直面した当事者同士が交流を行うことで、互い

が手本交換し、相互啓発ができる双方向の関係性を構築していくことは課題解決のための

一助となる可能性が高いといえる。 

 

(5) 今後の研究における留意点 

宮本・安渓（2008）は、『調査されるという迷惑－フィールドに出る前に読んでおく

本』という本を出している。この本の筆頭には、旅する民俗学者、宮本常一の「あれでは

人文科学ではなくて訊問科学だ」という言葉が登場するように、調査地被害に関する警告

書である。通常のフィールドワークでさえも調査地被害が起こりうる可能性が高いのであ

るから、被災地調査はさらなる配慮が必要となる。 

アチェ州でも岩手県でも、被災地では多くの調査が行われている。ニーズ把握という

名目で実施されるアンケート調査が数多く実施されているが、アンケート用紙をみるだけ

で、被験者には動揺をもたらしていることも考慮すべきである。岩手の事例のように「あ

と何年仮設住宅に住みたいですか」という質問は、「あと何年ここにいることができるの

だろうか」という不安を駆り立ててしまう。 

アチェ州の事例のように、被害状況への聞き取り調査をすると「あなたはどんな援助

をしてくれるのですか」と多くの場合尋ねられるのは、調査がある種の期待をもたせてし
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まうことを象徴している。にもかかわらず、何の援助もなければ、調査者に対して不信感

を抱くようになる。次なる調査の時には消極的になったり、協力しなかったり、という現

象が起こる可能性が高くなる。 

いずれにしても、被調査者には、必ず心の動揺が生じることを、調査する側はしっか

り認識しなければならない。今回、被災地で調査を行うことで、調査者として、改めて姿

勢を正し直すことができた。 

さらに、今回は、固定の枠組みを問い直すこともできた。 

岩手県の調査に入る前は、エントリーポイントとして「生活改善」を掲げた。これまで

の山口県での調査研究の延長線上で女性の活動を捉えた方がよいと考えたからである。つ

まり、復興の活動の中に生活改善が生かされているという仮説をもって入ったが、それが

覆させられることになったのである。 

藤原さんは、復興支援においては、「生活改善」を敢えて意識してやっているのではなく、

やれることからやっている、できる範囲でやっているだけであり、「生活改善」を前面に出

して何かやれているという状態ではない、と答えた。 

たとえば、めぐ海の村上豊子さんの人生は、「生活改善」によって彼女の人生がつくられ

ていったのではなく、ご自身が自ら考え、自ら判断し、自ら行動し、自らの行動結果に対

し責を負い、仲間と一緒に夢を見る経緯であり、本来の人間があるべき姿であった。つま

り、「生活改善」が先にありきではなく、本質的なことが「生活改善」に凝縮されているだ

けなのである。 

枠組みをもって入ることは重要であるが、逆にそれに固執しすぎると、大事なものがみ

えなくなることを認識した。藤原さんが、「ご期待に添えなくて…」と言っていたが、調査

対象者にそのように構えて対応してもらうということ自体が、調査する側の失態であった

といえる。 

以上の事情から、本研究の比較研究は試みの段階であるが、今後も継続調査を続けてい

く所存である。 
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