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東日本大震災 10 年の軌跡と地域的最適解の探究をめぐって 

浦野正樹（早稲田大学） 
 
1. 研究の経緯と目的 
 本稿は、2019 年度から 5 年間にわたって行われる科学研究費（基盤研究 A）の研究の趣旨や狙いを紹
介するとともに、その着地点やそうした研究の方向性に関する議論を喚起しようとするものである。こ
れまで東日本大震災に関しては、多くの社会学者による調査研究がなされてきたが、それらの蓄積を踏
まえ、とくに東日本大震災 10 年を念頭においた長期にわたる復興過程の検証という観点から、危機的状
況に晒された現場のリアリティを踏まえて脆弱性や復元＝回復力の概念の含意を深めることにより、災
害復興過程に関する新たなアプローチと対策の組み換えを模索する試みでもある。 
研究プロジェクトの目的としては、次の 3 点を掲げている。 

（１）災害復興には地域的最適解があるという仮説命題 1を実証的な調査研究によって検証し、（２）得
られた知見に基づいて、南海トラフ巨大地震、首都直下地震など次に予想される大規模災害からの復興
をどのように進めるべきか、どのような制度設計を行うべきかに関して、政策提言を行い、（３）研究の
遂行と並行して、研究成果の社会への還元を積極的に行うことである。 
この一連の報告は、東日本大震災の復興に関する総合的な研究の準備作業として、復興過程に関する

各地の経験的研究の知見を整理する＜災害過程での時間のステージの捉え方＞や＜地域カテゴリーの設
定＞に関する論点を示したうえで、復興過程の有り様を概観し、「復興の地域的最適解」に関わる研究の
展望を検討するとともに、日本の復興政策がもつ課題とその背景について検討を加えておくことにした
い。 
 
2. 研究成果と研究のパースペクティブ 
災害因と地域の被害の実相と影響の出方の違いから、原発事故による地域社会の変容と津波災害によ

る地域社会の変容の様相は大きく異なるものの、これらを災害過程から復旧・復興過程への展開として、
同一の枠組みを設定しながら相互比較できるようにしていくことは、脆弱性や復元＝回復力といった概
念の含意やその構造の理解を深めるうえで有効である。災害因の違いは、災害が波及する時間軸および
空間軸に大きく影響するとともに、緊急避難から避難生活、仮設的な生活段階、復興段階のそれぞれの
実相とその展開に大きな影響を及ぼす。その実相を理解することは災害現象と人間の営みとの関係をよ
り深く考察することに繋がっていく。（→ 3-A の論点へ） 
また、津波被災地の＜地域カテゴリーの設定＞にあたっても、暫定的に被災地域の環境条件と被害の

実相の違いから、リアス式海岸エリアと平地エリアという軸と、地域の都市度と生業形態の違いから市
街地型と農漁村型という軸を暫定的に設定したが、今後災害の地域諸機能へのダメージの質量や広域都
市圏のなかでの地域のポジションなど、さらなるカテゴリー設定に関する検討が必要になることが明ら

 
脚注1 Wisner の図式のなかで、根源的な原因（Root Causes）、とくに日本の Root Causes の有り様と課
題を把握したうえで、その枠でレジリエンスを目指す地域社会のこれまでの様々な試みを総括しつつ、
より地域社会の動態やニーズに沿った災害対策と復興政策を構想すること、これを＜地域的最適解を求
める＞という表現で表している（これについては、A の論点の後段を参照）。 
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かになった。（→ 3-B の論点へ） 
 ここでは、Wisner の＜脆弱性の進行過程＞図式を念頭におきながら、減災サイクルが中長期的なプロ
セスとして、どのようにそれぞれの地域で実現していくか、また、その背景にある地域力がどのように
形成されていくかに着目しながら、地域の復興過程を捉え、それがどのように地域的最適解への議論と
結びついていくかを考える一助としたい。 

 
図１ 脆弱性の進行過程 

 

 

図２ 減災サイクルに基づく災害イメージ 
（減災サイクル＝災害事象の時空間を越えた連鎖と広がり） 

 

Shin
図タイトルをお願いします。
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図３ 地域の歴史的文脈と磁場の形成 

 
地域の歴史的文脈のなかで、＜地域＞が過去の災害をどのように受け止め、それを礎として地域生活

と地域諸資源の利用を再編していったか、また東日本大震災に直面してどのように＜地域＞が対応して
いったかに関しては、既に上記のようなモデル的な分析図式を示し、地域の対応状況に関する説明を別
の論考（及び研究報告）で行ってきた。ここでは、そうした地域ごとの歴史的文脈を念頭におきつつ、
東日本大震災の復興過程の研究を広域的に展開していくことを想定している。 
今後、「復興の地域的最適解」を探る上での要因に関して、復興過程、復興手法、現在の到達状況、地

域住民の活力度の推移を実証的に調査研究するとともに、住民および地域リーダー層を対象とした復興
達成度調査の結果に基づき復興の評価基準を作成する計画を立てている。その結果は、復興の制度設計
のあり方、復興の具体的政策および復興手法、被災地側での復興への取り組みの支援とは何か、といっ
た次元での問題の整理と、「社会現象としての復興」とその社会の（広義の）社会構造との関係—相互の
規定関係／相互浸透のダイナミズム—の解明に繋がっていくものである。 
 
3. プロジェクトの狙いをめぐるいくつかの論点 
3-A. 災害後の時間の捉え方について---災害過程での時間のステージと主要課題--- 
災害因ごとにその後の時間の流れが異なり、また被災の程度や生活への影響の違いで時間の流れが異

なる。地域のなかで、大きく様相が変わる局面（したがって、それぞれの局面での「ターゲット」[達成
目標や評価指標もそれに左右される]が変わる局面）としては、①震災前の状況を踏まえた直接的な被害
発生の局面、②緊急避難局面、③避難生活局面、④仮の生活（仮設住宅での生活が典型）の局面、⑤復
旧・復興局面に大略分けてみていくことができるだろう。なお、⑤の復旧・復興局面は、前期と後期で
はだいぶ雰囲気や目標が違うかも知れないので、分離する必要があるかも知れない。こうした、①災害
前の状況を踏まえた被害発生の段階、②緊急避難段階、③避難生活段階、④仮設生活段階、⑤復旧復興
段階という時間の流れは、物理的な時間の流れとは異なっており、＜ある物理的時点を設定した、復興
が遅れている、あるいは進んでいる＞という議論を超える枠組みが必要である。また、事業計画に沿っ
た事業達成度やスピードとは違う次元での復興の内実に、とくに注目する必要がある。 
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それぞれの局面での「ターゲット」としては、次のようなものを想定することができる。 
[個人での各ステージの「ターゲット」]2 
①レジリエントで安全安心感を持てる生活の実現 
②命を守れる避難 
③安全で安心感の持てる避難生活 
④生き方を前向きに模索できる生活環境の整備(仮の生活の段階) 
⑤ -1 生活の大枠のかたちを設計し試行錯誤を経た決定と実現 

 -2 個別領域の具体的な課題克服と調整・実現 
なお、ここでは、個人での各ステージと、以下の地域での各ステージを類似した概念を援用して記述

しているが、Wisner のいう根源的な原因（Root Causes）が様々なかたちで圧力として作用していく結果、
個人個人をバラバラにさせていくメカニズムを現出させていく。その際に、鈴木広のいう「たえず全体
化する全体性と、たえず私化する私性」に向けての圧力が、災害過程の各ステージで強力に働くことも
念頭においておく必要がある。なお、「地域」を単位としたときの各ステージの「ターゲット」としては、
次のように想定することができよう。 
[地域での各ステージの「ターゲット」] 
① レジリエントで安全安心感を持てる地域生活の実現 
② 地域社会全体での命を守れる避難の実現 
③ 安全で安心感の持てる避難生活の確保 
④ 地域の人々が自分の生き方を前向きに模索できるような生活環境条件の整備(仮の生活の段階) 
⑤ -1 地域生活の大枠のかたちを設計し試行錯誤を経た決定と実現 

-2 地域における個別領域の具体的な課題克服と調整・実現 
 
 災害過程のそれぞれの局面における社会課題としては、やや理念的な「目的」（簡単には実現できない
理念的な社会の目標に近いものが含まれる）とそれを「事業計画化するプロセス」（明確に事業として数
値化し達成すべき事業計画に落としていくプロセス／事業達成指標としての明示化が含まれうる）が含
まれる。前者では、総体としての「目的」の“実現の程度”が、後者では、事業計画化を踏まえた“事業達
成度”が、評価指標として使われることが多くなる。 
 この場合、社会の目標を、数値化できる達成事業計画に変換していく過程（これは東日本大震災にお
いては、主に行政内部での行政過程として現れた）のあり方こそが、まさに問われるべきである。この
ギャップの激しい事例として、今回東日本大震災の津波被災地域で現れたのは、＜①災害前の状況を踏
まえた被害発生の段階＞を想定した「地域生活の長期にわたる安全安心感を持てる生活の実現」の目的
に向けて、「特定の高さ基準をクリアーした防潮堤の建築度合い」を達成事業計画の達成度指標に据えて
いった過程などがあげられよう。 
 ここで起こった＜目標の置換やすり替え＞に対して、反発したり許容・受容したりするプロセスが、
国・県・基礎自治体・集落・家族・個人に至るそれぞれの次元で起こり、この動態が社会学の各地域の

 
脚注2 ⑤-1 のところでいう「生活の大枠のかたち」とは、「生活を成り立たせている様式、生きていく方
途(収入を得て生活資源を獲得し、それを消費していく様式ことで生を全うする)」を指す。 
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事例研究においてみられたのである。 
 
＜外挿的に埋め込むべき仕組み（基準）＞と＜内発的に熟成させていくべき仕組み＞のベストミックス
としての地域的「最適解」 
社会の目標を、数値化できる達成事業計画に変換していく過程を、従来いわゆるトップダウンとボト

ムアップとして、そのスタイルの違いを説明してきた傾向があるが、それではややもすると誤謬を伴う
単純化が行われる危険があるので、ここでは別の概念に置き換えるかたちで検討してみたい。これは、
このプロジェクトでいう地域的「最適解」のイメージについての説明にも繋がってくる。 
トップダウン式とボトムアップ式との関係でみる＜最適解＞とは？---別の説明概念の挿入--- 
完全にボトムアップ的な見方だけだと、外からの、そして今までの地域内では見られない発想や基準

の挿入に対して、拒否的な固い態度を取ることがあるので、本来装着すべき必要な基準を示しながら一
定の誘導をする仕組みは確かに必要である。それを、ここでは、＜外挿する仕組み＞と解読して考えて
みたい。そのように考えると、地域的「最適解」という問題の提示は、＜外挿的に埋め込むべき仕組み
（基準）＞と＜内発的に熟成させていくべき仕組み＞とのベストミックスとして、捉えなおすことがで
きる。 
 外挿的に埋め込む仕組みの不可避の要素としては、 
a)コミュニティを取り巻く外的環境的なリスクの定置と確認 3、b)その時代の社会において、コミュニテ
ィ内部に一般的に潜むとされる階層上などの社会的課題に関わるリスクの定置と確認(例えばジェンダ
ー的配慮)、等は、[外挿的]に指示すべき事項といえるのかも知れない。また、さらに踏み込んで言えば、
c)コミュニティによる「自主的な決定プロセス」の担保や d)コミュニティの持つ資源や知恵の最大限の
埋め込み等も、そうした基準のひとつになりうると言えなくもない。 
また、とくに復旧復興局面（あるいは平常時）4 での目標に関して、外形的・環境的条件面から、ある一定

 
脚注3  例えば、a)に関係して、それに対する対策をパターナリステックに決めようとすると、一定の高
さと強度による防潮堤の建設といった達成基準になることがあるのではないか？ 
脚注4 「復興期をどこまで続くものとみるか」について 
  なお、地域の復興局面では、地域社会の目標として、それぞれの地域理念と目指すべき方向性を掲げ
ることはできるが、それは地域社会におけるローカルガバナンスの＜長期の展望として見据えるべき理
念＞とも考えるべきであって、復興過程のみで実現できる（すべき）理念と考える必要はない。長期の
地域展望の中で、何度もの災害サイクルを経て、どのように地域が変異してきたか、「ターゲット」とし
ての地域のガバナンスの編成とエンパワーメントが出来てきたのかが、重要な到達点の評価指標であり、
「地域のニーズを的確に把握し、その解決に向けてのガバナンスを編み出しながら、解決に導いていく
力」（＝エンパワーメント）を高めること、そしてそのエンパワーメントを支えサポートしていく仕組み
の充実度と充実化のムーブメントの水準が重要な指標になるとしても、それが復興過程のみで実現でき
る（すべき）理念とする必要はない。復興過程については、そうした理念を持つそれぞれのアクション
グループが一定程度の動きを行った上で、それらが一定の膠着状態に入った時点で復興段階から次の災
害サイクルに入り、前災害期として社会の脆弱性を克服する試行錯誤が始まっていくと考える方がリー
ズナブルではないか。 
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の安全性を担保するための環境整備を、また社会的(産業的)側面から生業・生活を維持するための必要条件や
サポート・メニューなどを、析出できるのかも知れない。これらはいずれも外挿的な基準として導きだせる可
能性がある。これを支えるための財政発動の水準は、トップダウン式に被災地域外の世論の合意をとって被災
地内での条件整備を進めていかなければいけない領域になる。外部から見た、あるいは長期にわたる災害復興
対策の次元から見た、基準の合理性、基準の説得的な受容可能性、といった部分はトップダウン式に進めない
とうまくいかない領域なのかもしれない。これらは、とくに被災地外からの合意の調達に関わる事象ともみる
ことができる。「外挿的」に埋め込む仕組みの根拠としては、法的には、憲法に定められる「健康で文化的な
生活」が最上位の抽象的な概念としてあり、それに災害関連法などが位置づけられ、時代の世論に後押しされ
ながら災害時の目標値が設定されていくメカニズムがある。 
それに対して、ボトムアップ的に地域での計画作りについて熟成させていった方が、地域ニーズに沿

った解決策を導きだせる可能性がある。即ち、地域内での熟慮に基づく合意の形成と地域資源や知恵を
動員した対応という領域である。ここに、＜最適解＞という含意を置く可能性はあるのかもしれない。 
 
「被災の程度や被災の生活への影響の違いで、その後の時間の流れが異なる。」 
 被災地における災害後の推移は、当然のことながら、その自治体（その大枠としての生活圏）の中核
エリアの被災の程度によって、大きな影響を受ける。これは、震災直後にとくに強く現れるが、それ以
降もその影響はかなり長く続き、その後のプロセス全体の推移を大きく左右していく可能性がある。 
ダメージの大きさという点では、行政機能を含めた 4 つの機能（行政機能、商業機能、業務機能、コ

ミュニティ機能に分けてかつて分析した経緯がある）のすべてが壊滅状態に陥っているケースとある個
別の住宅地域におけるコミュニティ機能がダメージを受けたケースとでは、その後の推移が全く異なる。 
 

 
図４ 家族生活を支える諸機能 

 
地域社会全体への被災によるダメージの大きさをはかるひとつの基準として、行政機能を含めた 4 つ

の機能（行政機能、商業機能、業務機能、コミュニティ機能に分けてかつて分析した経緯がある）に照
らして、被災が地域のそれぞれの機能の維持にどのような影響を及ぼしていったのかについて、かつて
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検討したことがあるが、その場合に採用した 4 つの機能について説明したものが、「家族生活を支える諸
機能」の説明である。これらの諸機能が家族・親族ネットワークをどのように支えているか、その関係
を示したものが、次に掲げる「住民生活を支える諸機能（模式図）」である。 

 

 
図５ 住民生活を支える諸機能（模式図） 

 
被災直後からの生活は、基本的には家族の単位（それに緊急避難や短期の避難生活などの局面におい

ては、やや狭い親族ネットワークの範囲での相互互助活動が加わる）で営まれるが、それを外側から支
える諸機能として、行政機能のほか、商業機能、業務機能、コミュニティ機能の 4 つの機能を想定した。
これらの諸機能は、被災直後から、被災した家族（及び親族ネットワーク）の生活の未充足部分を、直
接的（or 間接的）に、限定的にでも補う役割を果たす。これらの 4 つの機能のすべてが被災により壊滅
状態に陥っている場合、被災時の生活は、家族外部からのケアを受けることができず、家族が自力でサ
バイバルを続けざるをえない。その場合、有効資源を多く確保できている家族はサバイバルできても、
そうでない家族は、日常生活用品や食糧の確保もままならず、生活を支える諸資源を獲得する機会も奪
われ、近隣を含めた周辺地域住民の援助も得られぬまま、放置されることになる。したがって、生活を
再構成するためには、それらひとつひとつの機能を自ら工夫して融通し、困難な状況から自ら脱却する
すべを得るしかない。一方、ある個別の住宅地域におけるコミュニティ機能のみがダメージを受けるケ
ースでは、緊急時の食糧補給などは、徐々に行政機能の回復により確保され、それ以外の日常生活用品
なども、機能している商業機能を通して調達でき、生活を支える雇用などの機会もある程度維持されて
いる状況であれば、日常生活の復旧への見通しは比較的容易に立て直しやすい。こうした点を鑑みると、
被害の実相が大きな変数として効くことは無視できない。 
次の「復旧復興ステージでの『ターゲット』--復興前期から後半期への推移」の図は、理念的ではある

が、復興前期での漠然とした生活再設計の段階と、復興後半期での比較的生活領域ごとの個別課題の克
服の段階とを区別し、その際の重要テーマをプロットした図である。復興前期においては、生活スタイ
ルの再構築を全体的にどう図るかが重要になる局面で、とくに家族生活と雇用の確保が密接に結びつい
ている自営業や生業組織などの場合、生業部分の将来像をどのように設計するか、将来的に生活資源の
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調達をどうするかを考えあぐね、基本設計をすることから始めていく必要がある。その段階で逡巡する
と、個別の産業振興や商業振興、住宅再建などの個別の生活領域の支援と結びつくことができなくなる
のである。それがある程度の範囲で決断することができて、個別の生活領域の課題にそれぞれどのよう
に立ち向かい対応していくかを考える段階が、復興後半期ということになろう。 

 
図６ 復旧復興ステージでの「ターゲット」―復興前期から後半期への推移― 

 
こうしたステージを考えていく場合、次の点を考慮する必要がある。 
地域の都市度の違いによって、「生業の再建や生活スタイルの再構築」が極めて重要なターゲットにな

る局面（⑤-1 フェーズ）をもつ地域（とくに三陸リアス式海岸の集落部）と、既に職業生活と居住生活
が完全に分離し広域な通勤移動を前提とした生活圏のなかで、産業振興や商業政策、住宅政策、福祉医
療対策など個別セクターの対応のみしか課題にあがらない（⑤-1 フェーズの意味が薄い）地域（とくに
平野部の広域生活圏にある都市部）とがありうる。これは、さらに個人や家族ベースでみたときには、
同一地域にあっても、職業や家族の収入構造によって、①から⑤-2 への推移がかなり異なる様式であら
われる。原発被災地の場合は、家族のなかでも危険認知の差異などが加わり、さらに差異が増幅するこ
とになっていく。 
 こうした点を考慮すると、地域社会をベースにして、復興段階の長期的課題を克服するためには、次
のパネルに示すような点が重要である。 
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図７ 復興段階での長期的課題から 

 
ひとつは、住民生活を支えるコミュニティサービスを可能にする仕組みの構築である。これまでの近

隣の相互扶助に全面的に依存する仕組みでは、地域社会のかなりの部分が被災した状況に対応すること
はできない。しかも、産業セクターや福祉セクターなど、限定的な領域だけの支援を仮に強めても、他
の領域との連携や連動する仕組みが不十分だと、多様な生活問題を複合的に抱えている被災家族のニー
ズに応えることは難しく、そもそも復興段階での生活再建の最初の出発点での＜生活スタイルの再構築
＞の糸口が掴めない。したがって、ここでは産業セクターやコミュニティセクター、医療・福祉・介護
セクターなどの領域を越境しながら地域社会を支えていくコミュニティ・ビジネス（社会企業）として、
サポートシステムも構築していく必要がある。 
ふたつには、定住地点を一か所に固定するだけではなく、災害局面や生活再建段階のニーズに応える

ために、複数拠点を活用しながら、被災生活のニーズに応えつつ生活再建を実現していけるような仕組
みが必要である。そうしたかたちで生活を成り立たせるライフスタイルの創造とそれを支え許容する社
会的な制度も必要になろう。 
三つには、地域資源や地域施設を、地域課題の解決のために、柔軟に有効に活用できる制度的な枠組

みが必要になる。防災の課題として、そうした資源を非常時に活用するためには、日常的にもいろいろ
な形で日常の生活課題を克服するために地域資源や地域施設を活用し利活用の仕方を熟知しておくこと
が有効といわれるようになってきている。日常的な生活課題を克服する形で、その地域資源や地域施設
と慣れ親しんでおくことが、イザというときの対応にも役立つということである。 
四つには、地元の人間関係をよく理解し、その潜在能力や資源を生かした復興プロセスを構想し、復

興を進めていくことが必要である。 
復興という長期に亘る過程においては、いろいろな局面や課題が被災者に圧し掛かってくるが、それ

らを乗り越えていくためには、こうしたしなやかな社会的仕組みを作り出していくことが重要な手がか
りになる。 

 
3-B. 地域カテゴリーと地域の分析単位について 
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「被災の程度や被災の生活への影響の違いで、その後の時間の流れが異なる」（6 頁）の項で示したよ
うに、被災地における災害後の推移のしかたに、被害の実相が大きな変数として効くことは無視できな
い。また、その後の緊急避難段階から避難生活段階、仮設生活段階、復旧復興段階へと進む過程で「自
治体のマンパワーと資源の配分」政策は結構大きな変数として効くといわざるをえないだろう。したが
って、基礎自治体という単位は、重要な分析単位である。但し、平成合併やそれ以前の合併の余波を未
だ大きく受けていて、同一自治体内であっても地域差によるガバナンスが大きく異なっている場合は、
合併以前の旧市町村辺りの区域が分析単位としては妥当であろう。 
しかし、同時に、災害前の日常的な生活圏の有り様やその後の職場・住宅立地選好などを考慮すると、

自治体域を超えた都市圏や同一生活文化圏など、中心市とその影響下にある自治体・地域社会という枠
組みを通してみていかなければ、平常時のあり方が浮き彫りにならず、復興過程のメカニズムが解読し
がたくなるケースも多くみられる。とくに日常的な通勤通学圏が、多くの住民にとってそもそも広域で
ある都市の平野部の自治体では、その平常時の実態を加味した分析が必要になる（下位カテゴリーとし
て入れるか、それともケースの前提的な記述や指標として分析に入れる）。 
また、実際の復興事業などの進捗をみていくと、どのカテゴリーの場合も、集落単位、行政区単位で、

地域社会関係が異なり、事業をめぐる争点化のメカニズムや運動・調整過程が異なって、それが復興過
程に影響を及ぼしていく様相が散見される。したがって、復興の進み方（最適解の評価に関わる復興の
内実を示す要素？）に関する検討対象事象をいくつかのレベルや項目群に分けたうえで、それに影響を
及ぼす過程やメカニズムを描く必要がでてくる。 
したがって、基礎自治体を中心的なユニットとして設定しながら、基礎自治体を核としてそれとの関

係で、集落などの自治体内地区の位置づけを考えていくべきであろう。 
地域カテゴリーを考えるうえでも、以上の点の扱いは充分意識しておく必要がある。 

また、地域カテゴリーとしては、現在、環境的条件をベースに置いているが、県による政策選択によっ
て決定的な差異が生まれた事象や自治体におけるリーダーシップや政治力によって差異が生まれた事象、 
地域コミュニティの性格やコミュニティ力によって差異が生まれた事象などが散見されるので、同一カ
テゴリーに暫定的に入れられた地域群についても、同一カテゴリーの他の地域の事例に目配せしながら、
そこでの動向を分かつ評価指標を考えておく必要がある。 
 

Shin
補注番号を追記していただければ幸いです。


