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より実り多き対話のために 

 

木村周平 

筑波大学  

 

 

本誌 86 巻 4 号掲載の竹沢尚一郎氏の論文

「被傷性＝脆弱性の生 -政治――東日本大震

災後の人類学的災害研究」［竹沢  2022］は、

氏の著書［竹沢  2013］でも展開されている被

災当時の大槌町の状況と、大槌町および別の

地域で氏がどのように関与したかがあらため

て記述し直され、それをいわば再理論化する、

意義深い論文である。災害の人類学の流れの

整理［木村  2005 など］と脆弱性概念の捉え

直しにもとづく当事者の取り組みへの注目

［木村 2006 など］は筆者も関心をもって進

めてきたことである（氏はとくに言及してい

ないが）。氏と筆者の間には、アプローチや文

献・概念に対する解釈や位置づけなどに関し

てスタンスの異なる点が少なからず見られる

が1、多様な立場の存在は、学問の発展におい

てきわめて重要である。その意味でも、この

論文は、これまで災害をテーマに研究してき

た（おそらくこれからもそうである）筆者に

とって、学ぶところの多いものである。  

本稿では一点についてのみ見解を示したい。

それは、氏が注１において強い口調で述べる、 

 

木村周平は私やギルの試みを「ファスト・

サイエンス」と呼んでいる［木村  2016］。

生産的な批判は望まれるが、他者の著作を

揶揄することは研究倫理の観点から許され

るものではない。  

 

という筆者への非難が妥当かどうか、これを

どう考えればよいか、という点である。  

氏の言及する拙稿［木村  2016］において、

筆者はどのように書いたのか。当該文章で氏

に言及した２か所のうち、該当するのは「「フ

ァスト・サイエンス」化？」と題された節で

あろう。長くなるが、議論に必要であるので、

この節全体を冒頭から最後まで（他の文献に

言及している数行のみ省略して）引用する［木

村 2016：36-8］。 

 

「ファスト・サイエンス」化？  

 

まず言えるのは、エスノグラフィの質的

な記述スタイルは、災害に巻き込まれた

人々の多様で複雑な状況を、過度の一般化

や、既存のイメージへの還元を避けながら

描き出すことを可能にするということであ

る。それゆえ、別稿でも紹介したように（木

村、2014）、災害をテーマとするエスノグラ

フィはいくつも公刊されており、その数は

着実に増加している。その多くは、被災者

の長期にわたる苦闘をドキュメントしたも

のである。  

しかし他方で、前節で触れたように、一

般にエスノグラフィを書き、公表するには

時間がかかり（発災後 10 年以上というもの

も少なくない）、そうした書き物はまず被災

者の生活を直接的に助けることにはならな

い。エスノグラフィのこの「遅さ」は、人

類学者にとって避けがたい事実であり、弱

点であると同時に価値でもあると考えられ

てきた。そのため、災害に直面した人類学

者のなかには、当面の研究発表を避けて支

援活動に専念し、事態が落ち着いてから調

査と執筆を行おうと考える者や（清水

2003）、調査活動と並行して支援活動を行う

者もいる（Oliver-Smith, 1986）。 

しかし、近年、フィールドワークやエス

ノグラフィについての考え方が多様化し、

社会的な問題に反応
レスポンス

する（応答
レスポン

責任
シビリティ

を果

たす）べく、人類学のスピードは上がって

いる。例えばアメリカ人類学会の学会誌で

は 2005 年のハリケーン・カトリーナについ

て、すぐ翌年に特集を組んでいる（Paredes, 
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2006）。東日本大震災でも、発災ちょうど 2

年後に、論文集（ギルら、2013）とモノグ

ラフ（竹沢、2013）が刊行されている。こ

れは上述のような「遅さ」による時間的な

ギャップを、支援活動ではなく、研究自体

によって埋めるようとする試みである。今

後もおそらくこの傾向は強まるだろうが、

それによってエスノグラフィのあり方はど

のように変化していくのだろうか。  

おそらく公開までのスピードが上がるこ

とで、エスノグラフィはジャーナリストに

よるルポルタージュと同様のニュース性を

帯びるようになる。より多くの人の手に取

られる、また動きつつある状況により直接

的に関与できる可能性が出てくる一方で、

調査の時間は必然的に短くなり、長期であ

るからこそ見えるもの（例えば、いわゆる

社会的文脈）をショートカットせざるをえ

なくなるだろうし、体系的・包括的な理解

よりも断片的な事例からいかに議論を展開

するかに力点が置かれるようになるだろう。

その際にあえてエスノグラフィを差異化す

るためには、ルポルタージュのようなリー

ダビリティと同時に、ルポルタージュを越

える問題提起を行うことが必要になるはず

である。もちろんエスノグラフィの書き方

は一つに絞られる必要はない。しかし災害

という問題に取り組み、災害に関わる多様

な層の人々に届かせるためには、人類学者

は研究の集大成としてのエスノグラフィを

出すだけでなく、複数のタイミングで、複

数の書き方から選択して書くことが必要に

なるといえよう。  

これに関連して興味深いのが、高倉浩樹・

小谷竜介らによる宮城県下の無形民俗文化

財についての調査（高倉・滝澤、2014）で

ある。（中略）つまり、災害というテーマは、

様々な仕方で、エスノグラフィを従前のあ

り方とは異なる方向に展開させていきつつ

あり、それが人類学全体におけるエスノグ

ラフィというもののあり方や意義をめぐる

議論を喚起しつつある、ということである。

この機会を前向きに捉えるべきだと筆者は

考える。  

 

以上である。これは揶揄だろうか。研究倫

理の観点から許されない書き方なのだろうか。

むしろこの文章は、氏が今回の論文で展開し

ている議論と方向を同じくしていると言える

のではないだろうか。  

少なくとも、筆者には揶揄の意図はなかっ

たということを、まずは明確にしておきたい。

そして、今回この節を読んだ読者の多くも、

本文から明確に揶揄の意図を読み取ることは

そうそう無いだろうと筆者は考えている。  

氏の糾弾を受け、一体どういうことなのか

と考えて筆者が到達した仮説は、氏が節タイ

トル（のみ）に注目し、「ファスト」という語

に「ファースト・フード」などの語との関連

から、氏の言う「揶揄」的な含意を読み込ん

だのではないか、ということであった。しか

し、本文から「ファスト」が従来の（氏も言

及する）「スロー・サイエンス」と対置させる

言葉だと読み取ってもらうことを読者に対し

期待するのは、無理な要求なのであろうか。  

筆者は拙稿を、言及した文献への揶揄と捉

える読まれ方が妥当だとは全く考えていない

し、想定してすらいなかった。また今もって

ファストという言葉一般に否定的なニュアン

スがあるとは思えないし、また万が一否定的

なニュアンスをもつ言葉であったとしても、

そうした言葉を換骨奪胎し、意味を変化させ

て使うことは人類学を含めた人文・社会科学

ではごく一般的に行われていることである。

それゆえ、上記の仮説も立ててはみたが、氏

の読み方はいまだ筆者には納得しがたい。  

しかし、妥当ではないとしても、拙稿をそ

のように読む読者がいることを否定してよい

と考えているわけでは当然ない。それゆえ、

揶揄であるとの氏の受止め方を排除するもの
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ではしない。また、もしいったん自著を揶揄

するものとして拙稿を受け止めたとしたら、

筆者のことを罵倒したくなるだろうというこ

とも想像できる。氏の論文から筆者は、今後

は誤解を招かないよう、「ファスト」ではない

言葉を使った方がよいのではないか 2という

学びを得たし、研究の時間性の問題について

も、あらためて議論してみたいと考えている。 

とはいえ、氏が筆者の文章を読んで感じら

れたのと同様、筆者からしてみれば、氏の書

き方は、謂れのない非難、罵りだと感じたの

も事実である。筆者も氏同様、自分について

の批判をすべて防ごうというつもりはなく、

建設的な批判は大いに歓迎する。しかし、学

会誌に「研究倫理の観点から許されるもので

はない」とまで書かれてしまうことは、通常

の批判を越えている。この断罪的な文章が査

読付きの論文として学会誌に掲載されたのを

読み、正直なところ、筆者は日本文化人類学

会会員として今後も研究を続けていても大丈

夫なのだろうか、と不安になりもした。もし

筆者が身分の不安定な若手研究者であれば、

その不安はより大きなものであっただろうと

も想像する。強い非難の言葉は、その後の生

産的な議論を困難にしてしまうどころか、研

究人生に大きな負の影響を与えかねない。  

この点について、読者の注意を喚起するこ

とで、本稿を閉じたい。今回の出来事は、氏

と筆者の間で生じたすれ違い（ほとんど衝突

 

1  筆者自身の立場や議論は別稿で改めて論じ

ることとして、２つだけ挙げると、市野澤

ほか［2011］の強調点は「悲観的な詠嘆」

［竹沢 2022：544］ではなく、災害に対し

て「人類学者「にも」できることがあると

いう考えを、主にそれほど被害を受けなか

った人と共有すること」［市野澤ほか  2011：

92］であり、実際にこの稿を書いたメンバ

ーも含む形で、氏の著書［2013］と同年に

事故に近いが）であろう。解釈や読み、アプ

ローチの違いからくるすれ違いは、もちろん

どこででも起きうるし、そうしたズレが創造

的な営為になっていくこともありうる。しか

しそのすれ違いの表明の仕方によっては、二

者の間の問題にとどまらず、様々な人々を巻

き込み、負の影響を及ぼしうるだろう。そう

だとすれば、こうした負の出来事は、予見可

能な範囲で、やはり避けられるべきであろう。 

こうした出来事を避けるためにできること

は、まずもって文献を丁寧に読むことが必要

になるだろうが、加えて、査読や編集のプロ

セスのどこかで、そこに関与した人々が、今

回の氏のような、通常の批判を超えた強い表

現が妥当なのかを確認することも可能だった

かもしれない。もちろん本誌の査読者も編集

委員も、対価の明確でない、きわめて負担の

大きなボランティアであり、さらなる過剰な

負担を強いることはできない。とはいえ、査

読や編集という善意のボランティアが、「人類

の文化を研究する文化人類学、社会人類学、

民族学などの発展と普及を図る」（学会定款よ

り）という目的に連なるものであるのなら、

査読や学会誌の編集・刊行において、会員同

士の不要な諍いを生じず、生産的な議論を喚

起するように導くことも、重要な役割である

だろう。この点を本論文からの学びとして、

他の読者と共有したい。  

 

 

『文化人類学』に特集を組んでいる。  

 もう 1 つは、氏はオリヴァー＝スミスを

批判する形で「さまざまな社会的アクター

が、どのように協力・競合・対立しながら

被災後の社会を築いていくかを「厚く」記

述したいと考えた」［竹沢  2022：547］と書

いている点である。筆者の理解では、オリ

ヴァー＝スミスは、まさにそれを行ってい

る。  
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2  本稿執筆に際して検討した結果、スローと

の対比は分かりにくくなるが、アージェン

ト（urgent）という語が使いうるかもしれな

いと考えている［cf. Balzer 2019］。 
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