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１．グループ・ダイナミックスの視点	

私の専門はグループ・ダイナミックスだ。ある集団

が特徴的に帯びる性質、「集合性」に関心がある学問

である。「集合性」とは、「あいつは空気が読めないや

つだ」というときの「空気」のことだとさしあたって

理解していただければよい1。私たちは、自分自身の

意思で行動しているように見えて、結構その場の「空

気」に従っているのにすぎないことも多い。意識的に

も、無意識的にも、私たちは、暗黙の裡に「これが妥

当だ」という「空気」に流されている。実は、この「空

気」こそが、究極的には心理学が明らかにしようとし

ている「心」の正体だ、という立場をとるのがグルー

プ・ダイナミックスである。さらに、グループ・ダイ

ナミックスの祖と言われるクルト・レヴィン2は、ア

クションリサーチの創始者ともいわれている。だから、

私はこれまで災害復興研究を、集団の「空気」に関心

を払いながら、現状を理解するだけでなく、当事者の

人たちと一緒に現状をよりよいものに変えていく実

践として行ってきた。災害復興の「空気」の研究なん

て、そんな実体のない、曖昧なものが研究になるのか

と思われるかもしれないが、復興の現場では物理的被

害からいかに回復するかだけでなく、このような人々

                                                   
1 本稿の論題は、もちろん山本七平氏の名著「空気の研究」（山
本, 1983）から拝借している。実は、私が学んできたグループ・
ダイナミックス（杉万, 2013）では、「集合性」の成り立ちを、
社会学者の大澤真幸氏による「規範」の生成プロセス（大澤, 
1990/1992）から論じるのだが、大澤氏も「規範」を説明する
のに、最近はしばしば山本氏の「空気」を例に出すので、こ

こでもその方法を拝借することとする。 
2 最近、いくつかのレヴィンの古典が新しく邦訳されている
が、レヴィンが行ったアクションリサーチについて知るなら、

やや入手困難だが、マローによる伝記がよい（Marrow/望月他
訳, 1969/1972）。事例も豊富だし、何よりなぜレヴィンがアク
ションリサーチを行ったのかがわかる。本書を読めば、アク

ションリサーチは研究者の生きざまだと言われる所以を理解

することができるはずだ。 

の心の構えの問題が重要になってくる場面が少なく

ない。特に、人々が当たり前のものとしているような、

物事の見方の前提となっている「空気」に、案外ボト

ルネックがあったりするのだ。 
本稿では、このような災害復興をめぐる「空気」を

テーマとして、これまでの私の研究をふりかえってみ

たい。とはいえ、「私の災害復興研究」といっても、

紙幅は限られているし、そもそもふりかえるほどの蓄

積も、残念ながら私にはまだない。そこで、本稿では、

「私がこれまで考えてきたこと」、「私がいま考えてい

ること」、「私がこれから考えたいこと」の 3つに分
けて、それぞれについて災害復興の「空気」の問題を

簡潔に考えてみたい。 
 
２．「よりよい未来を」の空気	

最初に「私がこれまで考えてきたこと」として取り

あげたいのは、「よりよい未来を」の空気だ。よりよ

い状態を目指して、被災地の現状を変えていこう。こ

れは災害復興や、復興支援では、まさに当たり前の前

提中の前提である。ところが、「よりよい未来」に向

かって現状を変えていこうという「空気」が、ときに

かえって現状を閉塞させたり、被災者を苦しめたりす

ることがあるのだ。それは、どのようなときだろうか。 
舞台は、筆者が主なフィールドとしてきた 2004年

の新潟県中越地震の被災地である3。被災地は、地震

前から過疎高齢化に悩まされてきた地域だった。そこ

で、復興にあたり、ただ地震前の状態に戻すのではな

く、過疎高齢化の問題を克服した、よりよい地域をめ

ざすことが課題とされた。ところが、被災地に入り、

「どんな復興をめざしましょうか？」、「どんな地域に

                                                   
3 ここから先のエピソードは、宮本（2016）で、より詳しく
論じている。 
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なりたいですか？」という質問をしても、「年寄りば

かりの村に未来なんてない」、「バカだから復興なんて

難しいことはわからない」、「大体復興なんて役場の仕

事だろう」という答えばかりが返ってきて、話が前に

進まなかった。復興支援をすればするほど、諦め感や

無力感、依存心を引き出してしまったのである。なぜ、

よりよい状態をめざすことが、現状を悪化させること

があるのか。実は、「よりよい未来を」という「空気」

には、よりよい未来に対して、今は十分ではないのだ

という「現在の否定」が暗黙の裡に含まれている。だ

から、もし「よりよい未来」が求められる当事者が、

すでに何らかの理由で自分のことを無力な存在とし

て受けとめていたとしたら、「よりよい未来」をもと

めるかかわりは、かえって当事者の無力感を強めるよ

うに働いてしまうのである。 
災害によってかけがえのないものを奪われ、目の前

の未来について、被災者が無力感でいっぱいになって

しまうことがある。あるいは、被災地を、地震以前か

ら進んできた過疎高齢化によって、ほかの地域と比べ

て魅力のない地域、なにか欠けている地域として被災

者がとらえていることもある。このとき、「よりよい

未来をめざそう」という「空気」にもとづいて行われ

る支援が、かえって被災者の無力感を強め、被災者が

主体的に復興や地域の問題について取り組む力を奪

ってしまうことがあるのだ。ではどうすればいいのか。 
実は、現在には、変化していった方がいいものもあ

れば、変わらなくてよい、かけがえのない価値もある。

だから、被災者が無力感を強めているときは、現在の

欠如ではなく、現在の価値に目を転じてみるのがよい。

「よりよい未来をめざそう」ではなく、「変わらなく

てよい」というように、一度、空気を入れかえてやれ

ばよいのだ。この「空気の入れかえ」には、ボランテ

ィアのように、被災地外からやってくる人たちの視点

が参考になる。すでに存在している価値というのは、

しばしば足元に何げなく存在していて、当たり前すぎ

て当事者には気づかれていないことも多い。だから、

地域の外からやってくる人たちの新鮮な視点を借り

ることで、気づいていなかった足元の価値をともに発

見していくことが可能となる。このことが、結果的に

被災者が力を取り戻していくことにつながり、主体的

に復興にむかって取り組むことを可能にするのであ

る4。 
何らかの解決すべき問題が存在するとき、その問題

があまりに深刻すぎて簡単には解決できないように

思えたり、そのような力は自分には備わっていないの

だと当事者が感じてしまったりするとき、「よりよい

未来を」という「空気」に基づいたかかわりは、現状

をさらに悪化させ、当事者の主体性を弱めてしまうこ

とさえある。災害復興において、「よりよい未来を」

というのはいかにも常識的な、問題ない「空気」のよ

うに思われるが、そうとも限らないのだ。「よりよい

未来を」という「空気」に基づくかかわりは、言い換

えれば、問題解決アプローチだ。それに対して、「か

わらなくてよい」を前提に当事者の現在にそなわる価

値を承認し、当事者がもう一度問題に向き合っていく

力を回復させていくかかわりは、主体形成アプローチ

といえる。問題ではなく、人に焦点を当てることで、

結果的に問題の乗り越えが可能となるのだ。 
 
３．「見なかったことにしよう」の空気	

次に、「私がいま考えていること」として挙げたい

のが、「見なかったことにしよう」の空気である。近

年、災害から時間がたっても、被災地の風景があまり

変化しなくなってきたと思われることはないだろう

か。被災した建物が解体されても、新しく再建される

ことがなく、更地になった状態が続いていて、という

意味ではない。それも問題なのだが、それ以前に、そ

もそもくずれた家屋がそのままになっていたり、浸水

による泥が入ったままの状態で放置されていたり、屋

                                                   
4 ここでの議論は、宮本（2015）で、復興支援における「め
ざすかかわり」と「すごすかかわり」の関係として整理して

いる。注意しなければいけないのは、「すごすかかわり」は「変

わらなくてよい」ことを前提としているが、当事者がすでに

もっている力を肯定することで結果的に「めざすかかわり」

につなげようというもので、問題含みの現状をただ肯定して

しまおうというものではない。 
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根の上にブルーシートが広げられたままの光景が続

いたり、被災直後の様子からあまり変化しないことが

多いのだ。つまり、どうも「復興しない被災地」が増

えてきているような印象がある。一説には、その原因

は、東京オリンピックを前にした人材や資材の高騰、

不足だとささやかれている。しかし、東京オリンピッ

クが終われば、すべては元通りになるのかと言えば、

そうとも思えない事例もある。 
例えば、災害前に「避難行動要支援者」の名簿を整

備していても、それに基づいた安否確認がなされなか

ったりする。水害の被災地では、地区の集会場の前に

石灰が置いてあるだけで、積極的な情報提供がないた

めに、浸水後の処置が適切に行われないまま放置され

ている。あるいは、床下浸水は、水が引いてひとまず

住めるのであれば、被害の中には入っていないことに

する。災害ボランティアセンターを経由していないボ

ランティアに厳しい視線をおくる割には、センターの

設置には時間がかかり、設置しても早々にボランティ

アの募集範囲を縮小し、閉鎖してしまう。これらは、

そもそも「復興しない」のではなく、「復興させよう

としない」事例である5。 
この背景には、あまりに大きな災害が頻発し続けて

いることもある。しかし、それだけでなく、行政機能

の縮小により、これまでのように行政が被災した人々

を支援することが難しくなってきていることもある

ようだ。何とかしたいのはやまやまなのだが、行政の

現状を考えると手に余る被災を前にして、思わず目を

つぶってしまいたくなる。「復興しない被災地」の背

景にはそんな事情もないだろうか。 
つまり、人口減少や行政機能の縮小等で、復興に必

要な社会資源が少なくなってきているにもかかわら

ず、大きな災害が頻発するのを前にして、そもそも被

                                                   
5 これは行政だけの責任ではない。行政機能を縮小させていく
政策を、多かれ少なかれ選択してきた私たち全員の責任であ

る。被災地の行政職員はむしろ少ない人員の中で、被災者の

ために限界を超えて業務に取り組まれている方が多い。実際、

被災後に、行政職員が業務に忙殺され心身に失調をきたし離

職する例は近年少なくなく、有能な職員が長期的な復興に関

わることができなくなっていることは問題になっている。 

災という事実を「見なかったことにする」動きが出て

きているのではないかという懸念があるのである。被

災という事実を「見なかったことにする」のなら、こ

れまで日本災害復興学会を中心に議論されてきたよ

うな、どのように復興すればよいのかという議論の蓄

積そのものが成立しなくなってしまう。 
フロイトに端を発する心理学では、自分にとって、

目の前の現実があまりに受け入れがたいものである

ときに、その現実そのものを見なかったことにして受

け入れない態度のことを、否認（denial）と呼んでい

る。近年の被災地では、被災した現実を前にして、そ

こから目を背けてしまう「集合的否認」とでも言える

態度があるように思う。 
社会全体が縮小していくときに、これまでのように

復興できなかったり、被災前の水準を取り戻すことが

難しいことは、生じていくだろう。ここでとられるべ

き態度は、元通りに戻せないという不都合な事実を

「見なかったこと」にしてごまかすのではなく、その

事実を受けとめながら、被災した人々の生活を確実に

保証しつつ、縮小していく未来に合わせて、身の丈に

あった豊かさを被災者とともに探っていくことだろ

う。もちろん、これはそう簡単なことではないだろう

し、手間もかかるプロセスである。ところが、近年の

被災地では、このようなプロセスに最初からコミット

しないような「見なかったことにする」空気が蔓延し

ているように思われる。今後の社会状況を考えると、

「見なかったことにする」空気は、ますます勢力を強

めそうだ。この空気をどのように乗り越えるかが、縮

小社会における災害復興の新たな課題になるのでは

ないだろうか。 
 
４．「オンリーワン」の空気	

最後に、「私がこれから考えたいこと」、研究の萌芽

としたいのが、「オンリーワン」の「空気」について

の問いである。これは、それぞれの人をかけがえのな

い存在として尊重しようという「空気」で、私自身、

これまで何より大事だと思ってきた価値観である。問
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題は、この価値観が間違っているのではないか、とい

うわけではない。私の問いは、かつてないほど「かけ

がえのなさ」が尊重され、「ナンバーワンよりオンリ

ーワン」が賞賛される一方で、なぜ人々が依然（ある

いは、これまで以上に）同調的であるのか、まさに本

稿で取り上げてきた「空気」を読むことにますます敏

感になるのかという問題である。つまり、よりよい状

態をめざすことが、かえって現状を悪化させたのと同

じロジックがここでも働いていないか。「オンリーワ

ン」な存在であることをめざそうとして、かえって同

質的な存在を増加させていないか、ということだ。実

は、お互いをかけがえのない存在だとみなす社会には

ある傾向が生じるという指摘がある6。 
お互いがかけがえのない存在であることを認めあ

うということは、互いにどちらもかけがえのないとい

う意味で、自分も他人も等しい存在だ。これは、きわ

めて平等な社会であることを意味する。しかし、同時

に、自分も他人も等しいのなら、自分は他人と比べて

何ら特別な存在でもないことも意味してしまう。互い

をかけがえのない存在として尊重しようという平等

社会に生きる人々は、同時に、自分が他人と比べて特

別な存在ではないという不安にもさいなまれてしま

うのではないか。不安にさいなまれた人々が次にとる

行動はこうである。具体的な他人はあくまで自分と等

しい存在だ。そのような人間が頼りにするのは、自分

でもなく他人でもない、他の具体的な誰にも帰すこと

ができないような「みんな」の声にすがるようになる

のではないか。「オンリーワン」を称賛しながら、ま

すます人々が「空気」を読んで、災害復興の現場で前

例にとらわれずに目の前の被災者に何ができるかと

いう視点で行動することが難しくなっている背景に

は、このようなロジックが働いていないだろうか。 
	

５．おわりに 

「空気」は実体がなく目に見えない。しかし人々の

                                                   
6 ここからの議論は、アレクシ・ド・トクヴィルの研究から現
代社会を分析している宇野重規（2010）の指摘による。 

ふるまいに暗黙の裡に影響を与えることで、災害復興

のあり方に決定的に重要な働きをしている。実は、目

に見えないからこそ、そこに身をおいて、その空気に

浸っている人々と一緒に時間を過ごし、コミュニケー

ションを重ねないと、それが何なのか、それがどのよ

うに人々のふるまいに影響を与えているのかがわか

らない。集団の空気に関心を持つグループ・ダイナミ

ックスは、だからこそ、その集団とともに過ごし、一

緒に問題解決にとりくむアクションリサーチを重視

してきた。 
このような被災地における「空気」が存外重要で、

これをどのように変えるのかについて関心がある人

も増えてきたし、「空気」を変化させるための手段と

なる文化も制度も成熟しつつあると思う7。じっくり

と被災地に身をおいて、短期的で表層的な研究成果を

見出すのではなく、もはや自分の人生の一部として、

災害復興に参与する人も増えてきた。そんな希望的観

測とともに、本稿で掲げたような、未来の災害復興に

ついての問いを、被災地の「空気」を吸いながら探求

していきたいと思う。 
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