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圧縮された災害マネジメントサイクル



４つの光景

今からお示しする４つの光景
（写真）はすべて、
２００８年１０月中旬のある日、
四川省の被災地に見られたものです



４種類の光景…その１

•「新家園成都市災後重建規劃成果展」
•【復旧・復興】バラ色の復興未来予想図



その１は・・・バラ色の復興未来像

 「新家園成都市災後重建規劃成果展」
 成都市内の「天府博覧中心」にて
 2008年10月～12月

 被災諸都市（都江堰市など）の復興計画の展示（イラ
スト、ジオラマ、CGなど）

 「都江堰市復興グランドデザインプロジェクト」の成果
の一部（慶応大、東大など参画）

 都江堰市と「対口都市援助」の相方である上海市の
上海同済大学チームが諸プランを統合

 バラ色の復興未来予想図、住宅展示場、1970年大
阪万博、関東大震災「帝都復興計画」（後藤新平）



４種類の光景…その２

•「汶川震憾：5.12-6.12日記」
•【被害抑止・軽減】あの時の回顧と教育的メッセージ



その２は・・・「あの時」の回顧

 「汶川震憾：5.12-6.12日記」、成都郊外の「建川博物
館集落」

 2008年6月12日！オープン

 人防の数倍の規模。おびただしいモノ、紙、写真＋生
物（奇跡のブタ朱堅強）

 灰色の世界、「そのとき」、「実物」、「毎日」の迫力

 「美談・哀話」と「民族・組織・指導者」による「抗抗震救
灾・众志成城」の日々を回顧

 未来の災害に備える教育的メッセージの体現



４種類の光景…その３

•都江堰市内（5ヶ月後）
•【応急対応】あの時のまま



その３は・・・「あの時」のまま

都江堰市内

 ５．１２当時のまま、少なくとも前回訪問（５
月末）時のまま

崩れたビル、立ち入り禁止のショッピング
センター、がれき

 「修繕」「修復」「修旧」中の文化財

 「その時」、「この場所」のまま



４種類の光景…その４

•シーファン：高齢者福祉施設
•【応急対応→復旧】1ヶ月後開所、先進的



その４は・・・先端的な復旧

 都江堰市近郊の高齢者向け仮設住宅、阪神大震災よ
りも先進的。

 開所は、地震から１月後！

 「30年は大丈夫」という半恒久のプレハブ住宅15棟（概
数）、各所に椅子が置かれ高齢者数名が談話、ゲーム。
ただし、表情が硬く呆然としている方も。子どもをすべて
亡くし、おじいさんと孫というペアも。

 受け入れ可能人数は130人程度、スタッフは15人。入
居者は高齢者。最高93歳。平均69歳。

 各居室は2人部屋か1人部屋。トイレ、シャワー有り。

 食堂、主任室、会計室、宿直室、医務室、リクレーション
室、マッサージ室、ボラ控え室もあり。



「圧縮された近代化」

近年の中国社会一般の特徴を反映

園田（2008）の「圧縮された近代化」：「中国
の近代化や経済発展があまりに早く、圧縮
されているため、以前であれば一世代かけ
て起こるような現象が、ほぼ同時に起こるよ
うになった

 「圧縮された災害マネジメントサイクル」、
「圧縮された災害復興」

時間軸での圧縮→空間での拡散・並存→
「（地域）格差」、「温度差」



「関東大震災復興記念館」

許可：（財）東京都慰霊協会
横綱町講演管理所
撮影：ＮＨＫ近藤誠司

いいも悪いも10年前の「未来予想図」が
ほんとうになる社会

日本GDP：40兆円（60年）→110兆円（70年）
中国GDP：140兆円（98年）→360兆円（07年）
2008年は「北京五輪」そして「改革開放30年」



成都＠2018年5⽉12⽇

環球中⼼成都
Global Center Chengdu
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成都＠2018年5⽉12⽇
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2000    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10 
四 川 省  9.0   9.2   10.6  11.8   12.7  12.6   13.3  13.8   9.5   14.5   15.1 
中国全体  8.4    8.3    9.1  10.0   10.1  11.3   12.7  14.2   9.6    9.1  10.3 
日  本  2.86   0.18   0.26  1.41   2.74  1.93   2.04  2.36  -1.17  -6.29  3.94 

２０１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

四川省 １０↑ １０↑ １０↑ ８．５ ７．９ ７．７ ８．１

中 国 ９．５ ７．９ ７．８ ７．３ ６．９ ６．７ ６．８

⽇ 本 －０．１ １，５ ２．０ ０．４ １．３ ０．９ １，７

経済成長率の推移



災害復興における

「立て直し」志向と
「世直し」志向
（2008/11/22）

京都大学防災研究所

矢守 克也



背景：理論と現実



 「立て直し」
 「これまで」の加速・増幅＝価値基準の残存
 未来：「想定内のこれまでのつつがない延長」
 〈ポスト・フェストゥム〉＝「祭りの後」
 過去拘泥的→鬱病（中年期）、役割への「遅れ」感
 「計画」と地道な実践、タイムスケジュール
 事前に予測し予定し計画し実行しチェックする
 地域防災計画、事前復興計画：現代社会の基幹的心性

 「世直し」
 「これまで」の転轍・変革＝価値基準の転換
 未来：「期待と怖れに満ちた純粋に未知なるもの」
 〈アンテ・フェストゥム〉＝「祭りの前」
 未来先取的→統合失調症（若者）、自己の崩壊
 抜本的な「新規まきなおし」、未完の夢の再来
 これまでとの断絶を基礎にカタストロフ大変革を試みる
 リスボン地震（1755年）→ポルトガル覇権喪失＆大英帝国の

時代へ、安政南海トラフと江戸地震（1854-55年）→江戸幕
府崩壊＆明治新政府（1868年）、チェルノブイリ（1986
年）→ソ連邦崩壊＆ロシア連邦成立（1991年）、



プラス＋とマイナス－

 「立て直し」／「世直し」志向、双方にプラス
／マイナス両面あり

 通常、社会・文化・時代差を反映しながらも両
者のバランス保持されている

 両極に走ったとき、社会病理的な現象が発生
（個人レベルでの統合失調症、鬱病もまったく
同じ理屈）

 バランシング・アクト：大局的見地から（文
化・社会を超えて空間的に／過去・現代・未来
を超えて時間的に）バランスの現状診断とカウ
ンターバランスへ向けた介入。



「立て直し」＋：「事前復興」

たとえば、饗庭・市古・中林（2007）



「立て直し」－

 「元に戻った」、「まだ目標に達していない」、
「おくれている」との表現に含まれる負の効果

 「とりかえしがつかない」

 何が「つつがない延長」なのかを指定する計画、
マニュアル、復興カレンダー等々の固定化、既存
の価値との整合性

 役割への固着（被災者役割、支援者役割）

 「富はさらに富に、貧はさらに貧に」。

 「世直し」要素の注入→「あせらないでくださ
い」（渥美, 2008）、「価値観の軸ずらし」（宮
本～室崎, 2007）



「立て直し」＋or－？
■ 「これまで」の加速・増幅＝価値基準の残存、だった

■ ということは、往々にして、プラス基調だったものは、加
速・増幅がかかって、もっとプラス（上げ潮）に、マイナス基
調だったものは、同じく加速・増幅がかかって、もっとマイ
ナス（下げ潮）になりがち。Over-heat vs. Over-depressed

■ 「環球中心」vs.「旧北川」のコントラストほか

■ 鉄道復興に見る「立て直し」

近鉄名古屋線広軌改軌工事
（伊勢湾台風、1959年、9/26→11/27）

高千穂鉄道廃線
（台風14号、2005年→2008年



「世直し」＋：変革
「鯰絵」厄神から福
神へ～まったく新し
い社会の到来を告げ
るかすかな兆候

「災害ボランティア」
これまでの社会制度・
防災体制への「否定
性」（渥美, 2007）



「世直し」＋or－

「延長された災害ユートピア」

「非常時だから」実現でき
たことを、ずっと、日常に…



「世直し」－

 反社会的な野心を「一発逆転式」に成就するた
めのルートとしても機能しうる →「終末論」
「待望論」

 「見果てぬ夢」と現実との乖離：たとえば、大
方のコンセンサスを欠いた大規模なハードウェ
ア事業をめぐる対立・葛藤

 伝統的にも『世直し』路線は、二宮［二宮尊
徳：引用者］のような骨太なイデオローグにし
て実践者をもたなかった。…（中略）…これに
対して『立て直し』路線は、『世直し』路線の
人をたえず『立て直し』路線にくり込み、つい
にくり込みえない者を極端な破滅的幻想のなか
に追いやるだけの強力性をもっている」（中井, 
1982）
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