2010．5．15．災害復興学会

「災害復興」概念をめぐって
−−一災害の脆弱性（VulnerabiJjtY）／復元＝回
復力（resitien（e）パラダイムを軸として一一一

早稲田大学地域社会と危機管理研究所

1．災害状況をめぐる現状認識の変化
一一1990年代以降の現実の災害体験のなかで
進行する復興段階社会過程への注目一
r常期中でのハ￣ド面の対策と警軒予知＆緊急藍艶 対
◆ 災害の特徴とその影響の現れ方という点でやや異なる災害を経験
（1990年代）
→雲仙普賢岳噴火災害、阪神・淡路大震災など
◆離島や過疎地、地方都市を襲う災害が相次ぐ（2000年以降とくに）
→三宅島墳火災亨、中越地震、能登半島沖地震、中越沖地震など
◆ 海外における大規模災害（→インド洋津波など）
⇒地域の脆弱性の露出、被害経験の多様性や落差、被災を契機にした長期
的な被災体験の累積、度重なる（継起する）災害との共生

浦野正樹
＊こうした災害体験が蓄積するなかで、災害からの復旧・復興段轡こおt抒
社会過程が注目を集めるようになってくる。

〔背景〕
日本は戦争直後の国土荒廃に起因した災害多発ののち、
長い周大 声声 銑辞世ヂた高度経済成長を実現した。関東
大震災の体験はすでに薄らぎ、伊勢湾台風などの風水害に

艶韻哲堀堀
許鵠驚郡部拡封、
ある程度までの予知と緊急避難等の対策の実施が可能に
芸議嵐髭投了三諾警尉対す 戯御舟者の

盛装宕親御讃認識覿譜猛撃翳
てはさまざまな好期配緊急摩の社会劇闘ごて諺志
摩演までユントロールす豚でばれlかdい力醗軌粥級辣野栄
の卓球々ノ二重劫できたように思われる。こうした感覚は
社会全体の最望としてまず現れ、そのなかで極めて屁定き
れ専ノ甲化されね防好セクターの秋しこ好夢の屠岩対す
臓物、その舌と剖玖好助ぜめられ名といった
構図のなかで進展していったように患われる。
→「復旧」というコンセプトは、この枠内に災害問題を収束させ
対策を限定して把握したい（把握でき阜）という願筆拳封きこ
ずった概念ではなかったか？

阪神・淡路大震災（1995年）
災害因である地震の衝撃そのものは短期であったが、被災状況の展開は
実に長期に及んだ。
災害を契掛こしておこる被災状況の展開は、さまざまな社会雲雀や災害
への対処施策を反映して、連鎖的にしかも不可逆的に進み、被災の過程
はまさに人為的・社会的要因に媒介されて大きく変容していく様相が明ら
かであった。
阪神・淡路大震災は、衝撃直後の被災実態の様相と（救出・救護や緊急
避難を含む）緊急対応のマネージメントに並んで、中長期的な生活復旧
や生活再建の様租やその筋道が非常に大きな関心を呼んだ災害であっ
た。被災地域の凱巳・復興問題も、災害に巻き込まれた人びとの生活復
旧や生活再建との関連で明確に位置づけられて論じられることになる。
個別のコミュニティにおける復旧・復興の様相は、そのコミュニティの各住
民層の生活再建の実相と深く関連づけられることにより、より社会に内在

芸頭鴇警告真宗志望色好写経箭甥禁の困難さに研究者

雲仙普賢岳噴火災害（1990年代初頭）
◆災音の長期化
次々と起こる火砕流や土石流に詳弄されながら緊迫した被害状況が続
いて災害が長期化。被青と生活危機の拡大・長期化。
◆災害の影学の多様化と体験の異質化
生活への影響は、被災実態や程度のみならず就業構造や生業形態、
（家族成員の年齢層の分布などに典型的な）家族構造の違いによって異
なり、生活危機への対処方法も同様の違いを見せた。
→★訂好・凛罪に何〝丁の易者イ卿古屋わ玖多層焙LrIlぐ
◆長期災害がもたらす社会的影響への理解

悪讐銃詫讐冤爛措窯だ笥誤野

蚕監蓋甜鰹貨幣讐彗誌
→★社会願の超み蒙雇、＃金紗珊杏伴ってい贈者
災害の長期化は、まさにこうしたダイナミックで、しかも住民階層によって

若要請霊諦誓鮨認諾禦、研究者の恥の動向で

表諸賢祭勝報

→生活r再建」過程への着目
→これらの災害体験を通じて、生活の「再建」という視点が、大
きな災害対策の目標として前面に出てきた。
それ以前（とくに戦後において）は、主として社会的インフラス
トラクチャーのr復旧」に対策の焦点がおかれ、その機能的な水
準を災害前の状態に戻すことまでが主として災害対策領域のカ
バーする範域で、それを超える部分は地域開発や総合計画の
対象とする認識が働いていたのではないか？
★何故、この認識の変化が生じてきたのか？
雲仙普賢岳噴火災害→住民の従前居住地域での生活と火山災害とをど
う調和・共生させるか？（地域単位での存続と地域生活の変質が焦点にな
る）
阪神淡路大震災→社会階層や住民層の違いによる被災生活・体験の落
差や困難性の諷在化。地域ブロックごとの競市基盤の再構築に伴う住民生
活への影響の波及の大きさ。
その他の災害→地域システムの存亡自体が問われ、地域全体痴将索廉
自体が災害対策の中心的テーマになってきた。

その他の近年の災害（2000年以降）
◆ 三宅島噴火（群発地震と火砕流など）による全島避難
（2000年8月）
◆新潟県中越地震（2（）04年10月）
◆能登半島沖地薫く2007年3月）
◆新潟県中越沖地震（2007年7月）
など、離島や過疎地、地方都市を襲う災害が相次ぐ。
三宅島では、人口1700世帯（3800人）余りが大規模な火砕
流を契機に全島避難し4年5ケ月の長きにわたり離島を余儀
なくされた。r火山ガスとの共生」を基本的考え方にした丁村民
の自己責任に基づく帰島」が実現した後も、「何の制約もなく
通常の生活ができる状態とは言い難い」なかで、どのような人
びとがどのような生活条件で島に戻り、離島での生活をどう立
て直しうるかが問われている。（→地域ビジョン、地嘩振舞ふく＿
らしと地域経済の再構築などとの強い関連性）L

鵜
また、新潟県中越地震では、過去の活発な農村活動を

問われるべき問題とは何かが議題にのぼってくる。
去讃誉m蒜茎宣詣裟チ全体の将来鮎それ
た欝莞妄篭法認要言隻蹄㌍翳崇簑呈詭

建議由衰柱石美恵を亭お顔護体重蛙畢賞年型聖琴竜
皇子古語だ諦蘭七かうそ過疎対策として原子
所を受け入れた地域の災害危蔭と脆粛性が浮き彫りにされ
ることになる。

瀾醐蝿、そ

災害現象のもうひとつの側面1

海外における大規模災害

＿＿ハード面の対策と警報・予知＆緊急避難・対応に基づく防災対策では教えない？−

◆インド洋津波など巨大災害の発生（2004年12月）
◆ハリケーン・カトリーナ（2005年8月）
◆四川地震（2008年5月）
◆ハイチ地震（2010年1月）

糟慧許諾u認浩志璧押詰恕岩辟加ね陀nCe
聖霊蒜謡蒜緩雲禁詣詣豊富完亡霊Cdr側
＊ハリケーン・カトリーナとこユーオリンズ水害とのつながりでいえば、災
害史としてのみならず、アメリカの災害研究史にとっても、いわば重要な

議嘉誤認動感媚幣

◆地域の脆弱性（とくに社会的脆弱性）の露出
◆被害経験の多様性やその落差
◆被災を契線にした長期的な被災体廉の累積
◆度重なる（継起する）災害との共生
こうした側面は、必ずしもそれ以前の災害において社会現象と
してあらわれなかったわけではないが、日本の災害研究の文脈で
は、『高度経済成長の中でのハード面の対策と警報・予知＆緊急
避難・対応に基づく防災対策』が強調されたあまり、防災研究の直
接の研究対象とされることが少なかったように患われる。

いる。

災害現象のもうひとつの側面

2

むしろ、そうした視点は防災研究とは別の文脈で、原爆被
災者や戦災被災者の生活動態、河川行政などと絡んだ集落
移転に関する個別の調査研究のなかで部分的に取り入れら
れてきた。しかし、1990年代以降の災害をめぐる状況は、災
害の特徴とその影響の現れ方のゆえに、也好を会の嵐看る
厨房鱈ととるにj姐歓か＃会疲産に磨むき撤格差とそ
れぞれの庄屋屠磨喘つ彪紳二目を向けさせることになる。
それはまたその脆弱性を与件として受け入れたうえで、そこ
からどのよタをプわたスご何菩差掛＝Lながらどのよタに皇
居吉β訝させて11くカー、その厨房を腰的ガそうとする災害研
究の視点に繋がっていった（浦野他．2007）。

災害現象のもうひとつの側面3

、惑拝辞醐潤鎧
研究においてもいろいろな形で顕在化してきた。

遠望照監琵照準モ思
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2．災害概念の問い直し

災害＝人間集団×災害因

，，，「脆弱性」及び「復元＝回復力」概念への着目，，，

（basedon脆弱性のパターン）

災害研究のフレームや社会学の頼点からの災害事象の
捉え方の見直しは、柑80年代後半以降、「災害とはいったい
何なのか？（WhatisadisaSter？）」「何故、災害はこのような
かたちで起こるのか？」という問いかけが繰り返し行われてく
ることに象徴的にみられる。
そのなかから、．好善箸その．好嘉厨たとえば観露穿家、庚
ィ水ノとの願でとらズ名の甜なく．好声がこのよラ甜細
をきっかけ／ごんをオ唱名、それに産金の脚鹿家が者を
グ倉島＝よこよ少、挽拡筋に拡オL脚−ジ仁つ

◆讐最遠諾覧蒜袈撼讐詣警
たところに起こるJとし、「これら2つの要因は、歴史
㌍禦焉甜震窒毘芯毘脇主

産分寵体制・イデオ白ギ二痴なかや明らかになる一一
一をもつ社会的文脈のなかに埋め込まれているJ
（OJiver−Smith，1998）。
◆ここでは、視点が、被害拡大のメカニズムからさらに

なからていく：メカニズムに焦点を置く研究が注目を集めてくる。

密会・腰済・文化度者の≠朋好

ルbhe帽b〟曙yノの好卿こ向けられてし ＼るのであ
る。

→これに並行して／認好・級〟既倉のβ瓢l軌へ

上記の健会の臓の改変？が蒼虐

脆弱性（VuInerability）
◆「脆弱性の進行は、卿一一貧困、権力構造や資
源への限定的なアクセス、イデオロギー、経済システム、そ
の他一般的でグローバルな要因一一一が、②タイプミックを圧■
カー一一＜地元の諸施設、教育、訓練、適切なスキル、地元の
投資、地元市場、報道の自由など＞の欠如、及び＜人口増
加、都市化、環境悪化など＞のマクロ・ファクター一一一として影
響を及ぼし、それがさらに、触箸膨一一壊れやす
い物的環境（危険な立地、危険な建物やインフラストラク
チャーなど）、脆弱な地元経済（危機に瀕した暮らし、低い収
入水準ト一一として、具体的な生活場面に顕在化していく。こ
れが引き金となるイベント（地震、暴風、洪水、火山噴火、地
滑り、別儀、化学災害など）と錆びつくことで災害が発生す
る」（Wisner．2004）

災害脆弱性の露出：潜在的な恐怖が現実的な災害現
象として露出し顕在化していくプロセス
◆地域の文脈での自然環境と人間の社会生活との関係の再確認
日常生活のなかでは長い間顕在化せずに覆われていた関係の再現（ex・
火山噴火の村を壊滅させた退去の出来事とその教訓を伝える伝承など）
により神話的な記憶が呼び覚まされるプロセスなど。
例えば、
☆ かつて砂丘に埋めてあった廃棄物が、長い時間を経て海に侵食されて露出し

鳥腰製讐旨協議謹皇慧謎己遠雷言語望空碧る時点で塁

淵爛鑑避盟『開発により崩内や胆
◆また、そうした有毒な産業廃棄物の埋め立て地区の近くは、経済的に貧
困なマイノリティが居住する傾向が強く、そこでのリスクの高さが李均等に
あ臆念フレームと窟く蘭係しあっており、問題意識を共有してい
れる。

▼▼▼＿＿＿

＿宰
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⇒働／の確定善どのよう仁者虐名かア

脆弱性（Vulnerab呵）を踏まえた災春の軽減への模索
◆しかし、この説明は、一方で、社会構造の脆弱性への問題関
心を高め、その改善が災害対策にどのように接続しうるかを

藍諾菟嘉媚誠監諾
詣労好袈雷雲莞誓す寄対超や調印＝

◆競漕貯若殿誓奮撃禦岩館瞥昆熟の
長期的災害の影響に差がみられるのは何故か？太状況に
▲札797lJJJ噂．ロtr′れ′1−▼−庄〝−rr￣一′Jl t′1リり′′1く■t ■1■−・〟
■ ′ヽ

蛋誕悪筆芦

◆脆弱性（Vulne帽bHity）を促進させる根本原因（Rpot
Causes）に焦点をあてて、その除去をf復興jの目標設定に
しようと考えたら、実質的に達成不鹿で．仮にそれが一部達
成できたとしても、根本原因（RootCauses）から現実の災
書に至るすべての経路を改変していくことは至難であり、＜
復興＝革命＞といった議論になる…・（→昨年の日本復興学会
での顎林生氏の発音）
◆一方、従来使われてきた人口学的指標、軽済的指標などで
は、縮小社会への歩みや世界同時不況など日本全体の社
会変動とその影響が、中長軌的にはきいてきて、過疎の中
山間地などでは永久に復興はないという議論にもなる・＝・
（→他の地域から理解をどのように得るか？）
⇒それでは？Key地域や社会層ごとの違い 多様性への琴

慮、時間を超えた連鎖（社会的時間の捉えかえし）
回復力概念

えることが難しいなどの欠点も指摘しうる
＿

rJ−．．■ロ．一．▼＿

′・・・T．▲−j肌｛＿■．J◆一■ヽ

L

⇒倭動の首席設定箸どのよ

ナ′−＿」d

復元＝、回復力（Res甜ie什Ce）概念
◆こうしたなかでクローズアップされてきたのが、復元＝回復力

碧欝誓蒜膀恕忘漂謝裟競栗
過程では見送しがちな、密度棚の棚に削た好
協表裏紛、翳配鶴書措産乙妄

災害事象の時空間を越えた連鎖と広がり

◆云誠繍覧競漕慧腰部連装
のなかでの理論的な問いかけとして、時空間埋り隠＿

頚鮎祭閻
露語諾詰鴇皐翁
階になっているのだといえよう。

いく原動力をその地域に埋め込まれ育まれていった文化や
社会的資源のなかに見ようとするものである。

◆喜芸蓋罪竃菜禦曇諾意鮎
語数望琵鰍裟毎夏
脚離好であ少、そラした彪成層
にまで至るか、それとも一定の結束力を発揮してある程度ま

露議撞藍慰説

露語掘替姦評定潜
◆「500年を越える長い文明の営みのなかで（植民地支配下
の開発とひずみのなかで）災害に際弱な鱒治・経済・文化構

が1回限りの出来事ではなく＿、長く
豪語籠躍慮るヂシソ三二二オリバ二・スミスの刺
あり、かつ
琴雲脚競箭鑑設管家茂
を轟く印象づけているのである

Res‖ence

、盲■幽l t＿与．LA′1ヽ止閏′rヽナナ

コミュニティ論入門』第1章第2

1災害事象の時空間を越えた連鎖と広がり→減災サイクル
◆

減量サイクルに基づく災害イメージ

災害事象の時空間を越えた連鎖と広がり→応用
応急対応⇔復旧1復興⇔被害抑止⇔被害軽減の連鎖

農拙窟警務謂親，
◆

課題の克服に向けた取り組みを進め、しくみを構想する
試み
その他、発災対応訓練、図上演習、DIGなど、日常課
題の克服と発災時の課題を繋げて防災活動の枠を広
げようとする試み・日
震災時の区画整理事業一段階的で柔軟な区画整理事

◆

粘二習鵬錯簡薫製葦
約
・…・その他

⁚
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地域や社会層ごとの違い・多様性への配慮

復旧と復興？一一一ラフなイメージ

例．中越における「復興デザイン」一→集落ごとの復興ビジョンと目横設定、地域ごと
の課題析出と地域性に基づく活性化に向けでの筋道の模索

【

◆復旧とは、いわば前出の脆弱性のパターンには基本的 …
な変更を加えずに、従前の状態を回復しようとすること。r

◆それぞれの社会単位、社会範疇・領域でのSelf−gOVerning
の重要性と尊重
基礎自治体といった地域的広がりに着日すれば、それぞれの地域で白

◆復興は、復元三回復力をそれなりに働かせながら増強

琵是認藍諾艶憲鴛崇嘉轡琴憩

鉛管許指蒜詣雷雲黒岩撰讐過
られないか？その恒常的なしかけが、一応安定的に構

→過疎地などの条件の悪い部分に対するサポートの基準としくみをどの
ように構想するか？
時間連関については、その当該社会のニ＝ズやリズムを尊重したサ
ポートシステム。社会的脆弱性の低下〜復元＝回復力の向上を考えな

築できた状態を「復興」と考えていくことはできないか？
但し、脆弱性のパターンに、どのような異なるメカニズムを生
起させれば正の連鎖を生み出すのかの判断は、それぞれの社
会単位によって異なりうるや復元〒回復力は、時空間＿の広がりと

転褒讃雛霹竃通運窟

連鎖の根源にあり、共通する要素ではなのではないか？

それぞれのr事業／プロジェクト」が、社会的脆弱性一復元＝
のような影響を及ぼすかをみていく？

−

− −

−

−

−

r

、

l

3．「復元＝回復力」概念の射程と意義
災悪態紐旛碧猷宗法畠品パラダイム
◆ 災害の脆弱性概念の深化

◆窮賢哲慧誌緑野儲惣指姦籍㌘
ご三男雷簸癌禁欝溺詔誤電屠髭吾謹言讐く酎つ

◆要覧晋禦瓢㌘数瑠踏越欝濃艶真野

慧慧皐隻皇腰営琵鼎￡

そのうえで、何故、復元＝回復力（resilience）か？

災害からの復旧・復興局面では、社会構造だけが決定的
な要素になるのではなく、さまざまな資源や知帯に加え、地
域住民のアイデンティティや誇り、生き残ろうとする執念など
を含めた人的な営為が、それと同様（ないしそれ以上）に大
きな力となってくるのである。それが人々を結束させ動かし、
さらに社会関係の変化を内包した組織化tネットワーク化や、
さらには諸資源の動員力などに結実させていく。ここに社会
的脆弱性では問い切ることができない、人間社会のもつ災
害対応力〜回復＝復元力の問題が指摘できるのだといえよ
う。

チへのシフトが必要になる。

Resilience概念
◆ レジリアンスの概念は、これまで次のように多くのやり方で定象されてき
た。
回復力や機能を絶境しうる力、起こりうる周題を予測し避ける力、新しい
やり方で資源を即興的に割り出し繋ぎ合わせる力、危険に対する集合的
で共有されたビジョンを発達させる力、脅威をもたらす状況を恒常的にモ
ニターし続ける力などが．それに当たる。
◆ レジリアンスを、r内部・外部からの尋常でない災害時の要請を効果的に
吸収し、対応し、そこから復旧しようとする＜物理的、生物学的、パーソ

右等禁こ哲跨莞諜豪雪話手諸緒空空震祭儀と
数の重層的なシステムに由来するものである。しかもそれぞれのシステ
ムのレジリアンスの程度は異なり．しかも異なるシステムの間には相互
作用やそれによる内部への影響がみられるのである。

◆ レジリアンスは、完全には予測しえない危機的状況に対するシステム
の適切な対応能力に加えて、危機的状況を予測し、計画や復旧を通して
システムを改編して被害を軽減する能力でもある。レジリアンスは、寧戒
に対するシステムの認識的・社会的・文化的適応である。

◆譜鮎套某書籍幣肝詔書訟思昆詮讐鴇i藷穿
ていくらとの重要性が指播できる．
→社会的脆弱性の程度は仮に同水準だとしても、ここから回復していく

軽豪放
◆拝琴完琵琶匪墓語数
躍麗譜髭真髄語逮豊 穣鎧鈷凄班賢腎
崇塩諜潟紀宝袈嘉碧舘真言撃熱演繋詳説
智恵の蓄積（例えば、祭りなどに凝縮された退去の記憶が、危機状況の
翳錨忘酌恕豊吉きるなど）も・レジやアジス
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