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北大文学研究科紀要 135 (2011)

環境破壊から社会の復興再生へ

―集合的ストレス状況の社会学的分析

金 子 勇

１．環境と電力問題の知識社会学

かつて知識社会学に触れて，マートンは「現象は限りなく多様であること，

一つの概念図式をもとにしてどうしてもそこから選択せざるを得ないこと，

この図式と問題の定式化にとって価値と社会構造が関係する」（マートン，

1957＝1961：462）とのべ，「もし知的虚無をさけようとすれば，種々な一面

的解釈を統合するための何か共通の広場がなければならない」（同上：464）

と主張した。

この論点としての「共通の広場」もまた，「知識が社会的存在に制約をうけ

ている」（マンハイム，1931＝1973：152），ないしは「理論および思考様式の

社会的被制約性」（同上：152）の中でしか見出せない。この知識社会学の根

幹を活かして「共通の広場」を求めるために，「存在制約性」として私が長ら

く親しんできたパーソンズによる科学的知識の基準を借用しよう。それは，

①経験的妥当性，②論理的明晰性ないし個々の命題の正確さ，③命題間の論

理的一貫性，④いくつかの原理の一般性，を取り込んで作られている（パー

ソンズ，1951＝1974：334）。

加えて私は，ホワイトヘッドの「学説の衝突は好機であって不幸ではない」

（プリゴジン＆スタンジェール，1984＝1987：287）を大原則として，

①イデオロギー思考は旧式化した概念で現実を誤解する危険性をはらむ

②ユートピア思考は現実離れが甚だしい将来的願望仮定法だけに止まる
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③全体を考慮して包括的展望に立脚する

④視野の中心を鮮明にさせ，徐々に周辺まで拡大する

⑤社会の全体的計画における漸進的改革

などを「共通の広場」の柱とする 。

それらを活用して，現象の部分的な観察に依拠しても，将来に向けての全

体的な構想へと結び付けると同時に，複合する現象のなかで比較的有効と判

断できる説明要因を見つけ出して，特定のパラダイムのなかに新しく位置づ

けることになる 。この際に，デュルケムが指摘した「科学は諸原因からどの

ようにその諸結果が生じるかを教えることができるが，いかなる目的が追求

されるべきかについては語ることができない」（デュルケム，1895＝1978：

122）への配慮は当然である。加えて，「同一の問題についてさまざまな角度

から光をあて，問題の理論的定式化をもっと確実なものにしていく」（マンハ

イム，1936＝1979：154）方針も堅持しておきたい。

しかし「学問は結局世のため人のためでなくてはならぬ」（柳田，1976：145）

という科学の実践的有効性を強調する観点からすれば，目的の追求に役に立

つ科学という性格付けも求めたい。

これらの古典に感銘を受けて，社会学を通して個人と社会のそれぞれの「生

活の質」（QOL）の向上に寄与しようと考えてから35年が経過した（金子，

2008a）。都市化とコミュニティの研究が10年，同じく高齢化と地域福祉の研

究に10年，そして少子化と子育て支援研究にも10年かかった。それ以降は

「環境と社会」を念頭にして，５年ばかり環境の機能分析の観点から二酸化炭

素地球温暖化論について調べてきた（金子，2008b）。

それらにおいて，一定の方法で対象の一部を切り取り研究した成果を，真

理の追究過程として既存の体系的知識に組み込みながら，新たに総括する科

学の最終目的は，全人類への貢献すなわち「生活の質」（QOL）の向上にある

という素朴な信念の支えがあった。そして３月11日に発生した東日本大震災

（「3.11東日本大震災」，以下「3.11」と略称）を目の前に見て，全ての科学や

学問の目的は国民のためにあることを改めて実感した。

自然科学，社会科学，人文科学などの成果は，①長期にわたる歴史に沿う

北大文学研究科紀要

― ―90



（many years）事実を基に観察された結果から，②広い範囲を覆う（large
 

area）③大半の国民（most people）に対して提供される。

その意味で，科学の基本的な姿勢は現実の研究対象をその全体像のなかに

位置づけて考慮し，可能な限り包括的視点に立脚するところにある。「学問は

いずれの科学を見てもわかる通り，事実を基礎とする」（柳田，前掲書：

146-147）から，事実の観察や調査はきわめて重要な実践になる。この指摘は

コント以来一貫して社会学では共有されてきた。そして分野は異なりながら

同じフランス科学の伝統にあるベルナールにも，「『事実』は必要な材料であ

る。真に科学を構成するのは，実験的推理，即ち学説による『事実』の活用

である」（ベルナール，1865＝1970：51）という指摘がある。収集された事実

によって研究を進める視野の中心が鮮明になるから，そこを拠点にして周辺

領域にまで研究射程を拡大することになる。

ここでも「可能な限り理論は単純で，自己矛盾なく説得的である」（クーン，

1970＝1971：210）は当然である。また，科学の漸次的で部分的な発展を心が

けるピースミールなアプローチの有効性も不変である（富永，1986：57）。

私が長年継続してきた一人暮らしの高齢者支援の研究では，別居している

子ども夫婦との交流の現状，一人暮らし高齢者が近隣のなかで保有するソー

シャルキャピタルの現状，地域集団への関与の仕方，行政サービスの受容頻

度などの分野が視野の中心になり，その周辺には要介護支援の高齢者の存在，

その多種多様なサービスの購入，ボランティア活動者による支援の実情，民

生委員や町内会での支援活動などが，周辺領域として位置づけられる（金子，

1993；2006a；2006b）。

一方，環境分野における二酸化炭素地球温暖化論では，視野の中心にはク

ルマや火力発電所からの人為的二酸化炭素濃度の上昇による温暖化効果の測

定がある。同時に黄砂など他の原因による大気汚染や水質汚濁や騒音振動な

どの環境被害への目配り，環境問題としての自然的二酸化炭素濃度の増加も

またその周辺に存在する（金子，2009a：166）。

これらの問題意識とささやかな調査体験から，ここで課題とするのは

「3.11」で破壊された自然環境や社会環境の復旧・復興・再生過程について，
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社会学が果たせる役割の点描である 。そこでは社会システムの再生，調和，

均衡，発展を目指す社会学の知的営為が試されることになる。文字通り「人

びとは危機から学ぶことを知らなければならない」（マンハイム，1935＝

1976：23）。

この場合の留意事項は，社会システムの日常性と非日常性の区別である。

たとえば，災害直後の非日常的なコミュニティの発生は時代や国を超えて普

遍的に認められる。そこでは，愛他（利他）主義 ，相互扶助，臨時の自己組

織システム，ボランタリズム，即時対応，絆，団結，協力，自然な業務分担，

共感などコミュニティの要件が垣間見てとれる。しかしこれらは災害直後に

おいて，それまで連綿として続いてきた日常を越えたコミュニティ（extraor-

dinary community）がもつ瞬間特性である。したがって，非日常的大災害に

期待するだけでは，日常的なコミュニティの構想はできない。

逆に大災害は，アメリカでもエリートパニック，個人主義の消失，官僚制

とシステムの機能不全，被災者への偏見差別，社会的混乱，窃盗，マスコミ

の誤報，安全の概念にとらわれた人命に無関心な役人，役所仕事の公的対応

抑圧，連邦政府の無能と冷淡さと愚かさなどを鮮明にした。これらは日常性

の中に埋没していたが，緊急時には社会システムの大きな負荷となった（ソ

ルニット，2009＝2010）。

自然災害が発生すると，それに付随して非自然災害が生まれ，次には社会

的破壊が行われ，被害者が罪人にさせられ，被災地が監獄の町に変えられる

という「言語道断の大惨事」（ソルニット，同上：324）にならないという保

証はどこにもない。

現状分析から政策提言を行う際にも，また大災害の二側面であるこれら日

常性と非日常性の問題に取り組む場合にも，とりわけ以下の科学的精神の６

原則は不可欠である。

①知的廉直性

②観察された事実に基づく認識

③系統的な懐疑心

④疑問への正確な応答
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⑤利害の超越

⑥首尾一貫性

これらは，いずれも従来から，自然科学だけではなく人文・社会科学でも

科学的精神の要素として活用されており，相互に関連が深い内容を持ってい

る。かりに首尾一貫性がなければ，系統的な懐疑心は生まれないし，観察さ

れた事実がなければ，寄せられる疑問への正確な応答は不可能である。

たとえば毎年夏に全国で広く見られる熱中症（日射病を含める）の英語表

現には，‘heatstroke＝sunstroke＝insolation’がある。このうち，insolation

は①日光浴と②日射病という全く正反対の意味をもつ。

太陽光が少なくビタミンＤが欠乏するとクル病の原因になるが，そのよう

な状態では骨の形成不良も進み，高齢者には骨軟化症の危険が大きくなる。

もちろん，行き過ぎた日焼けが皮膚ガンの原因になり，太陽エネルギーの強

さは熱中症を引き起こし，命に関わる最大のリスク要因になることも周知の

通りである。

この対応として，夏場に水分を多めに摂取することは熱中症の予防として

大きな効果をもつ反面で，水分の取りすぎは胃液を薄めて消化機能を低下さ

せ，夏バテしやすくなる。このように，観察された事実には多くの功罪があ

るので，状況に合わせて，「過ぎたるは猶及ばざるがごとし」という大原則が

浮かんでくる。したがって，観察された事実のうち任意の断片の分析だけで

は一般化はできない。「木を見て，森を見ず」の姿勢は，科学的営為とは無縁

なものである。

ところが，少子化対策では「保育重視のための待機児童ゼロ作戦」，環境問

題では「地球温暖化防止のための二酸化炭素の削減」というまさしく「森で

はなく木しか見ない」傾向が20年近く続いてきた。その結果，ともに事態は

改善されなかった。

科学的営為とは，実験や調査や観察によって，既知の事実から未知の事実

を論理的に推測する行為である。もちろん全体像はまるごと掴めないから，

全体の中に位置づけてその一部の個別的対象に取り組むしかない。

実験，調査，観察した事実の整理が終われば，他の類似の事実と比較した
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うえで，多くの事実による命題を含む学説に修正する。ここで必要な試みは，

マートンが完成した機能分析の適用である。社会現象の「正機能と逆機能」

に「顕在性と潜在性」を加えて４象限を作成した表１を使って，私は少子化

研究や二酸化炭素地球温暖化の研究で機能分析を何回か行った。

原発エネルギーと自然再生エネルギーを含む電力問題でも，機能分析は応

用可能である。これまでの火力発電と原子力発電の電力源は化石資源の塊で

あった。しかし，太陽光発電や風力発電などの自然再生エネルギーは分散し

た環境を資源としており，加えてこれらは面積エネルギーだから，原則的に

は効率性をもちえない。面積が広くなければ発電資源としては有効ではない

ので，それらからの電力は必然的に割高になってしまう。

さらに，たとえば風力発電の顕在的逆機能としては，①発電量を人間がコ

ントロールできない発電システム，②巨大風車の法定耐用年数は17年，③落

雷や強風でブレード（羽根）がちぎれて飛散することがある。④メーカー２

年保証が切れた後は修理も放棄されて，単なるオブジェになるなどが，指摘

できる。

一方，石炭や石油や液化天然ガス（LNG）は地球数百万年単位の資源の塊

であるために，集中的な発電用にも適しているし，発電資源としての塊には

なりえない太陽光や風力とは性質を異にする。

世界史的に見ると，産業革命以降の歴史の中で，各国の発電は最初こそ水

力という自然エネルギー依存ではあったが，徐々に石炭火力に第一位の座を

奪われ，次いで石油火力にその座を譲り渡した。

ちなみに日本近代化過程における総発電量の推移は表２の通りである。日

本では長い間「自家用」ではなく「電気事業用」のみの電力であり，1920年

になって「自家用」が登場する。それ以降は1960年まで「水力」が「火力」

表1 機能分析の４象限

顕在性 潜在性

正機能 A  B

逆機能 C  D
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を凌駕した。1965年になるとこれが逆転して，「原子力」もこの年にようやく

登場する。とりわけ高度成長期には発電量が飛躍的に増大した。水力発電と

石炭火力発電から出発した高度成長期の後半には石油火力発電と原子力発電

が揃い，年間5000億KWHの時代を過ぎて，1985年前後には8000億KWH

を達成して，21世紀初頭では１兆KWHを超えた。

図１は2000年から09年までの総発電量の内訳である。この10年間の内訳

の比率を算出すると，日本では水力が10％程度，火力が65％前後，原子力が

25％前後になり，2009年段階でも自然再生エネルギーの比率は１％に届いて

いない。火力発電が石炭，石油，液化天然ガスなど集積した天然資源を利用

して行なわれ，産業と国民生活で活用されてきた近代化した日本の現代史が

うかがえる。

原子力の場合も天然資源であるウランを主原料とするから，今日までの基

本的な発電は地球の長い歴史で集積された複数の天然資源を発電源としてき

たことになる。これは水力発電率が60％近いカナダなどをのぞけば，世界的

にも例外はない 。

ところが，「3.11」福島原発の被災以降，原発の持つ負の側面としての顕在

表2 発電源別総発電量
（単位 百万KWH)

年次 水力 火力 原子力 地熱 風力

1920 3166 649

1950 37784 8482

1960 58481 57017

1970 80090 274868 4581

1980 92092 402838 82591 871

1990 95836 559164 202272 1741

2000 96817 669177 322050 3348 109

2008 83504 798930 258128 2750 2942

2009 83832 742522 279750 2887 3613

（出典)1960年までは矢野恒太記念会編『数字で見る日本の100
年』2006：171。1970年以降は矢野恒太記念会編『日本国
勢図会2011/12』（第69版）2011：130。
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的・潜在的逆機能性がマスコミを筆頭に各方面で強調されているように思わ

れる。とりわけ，被爆，被曝，被ばく，ヒバクの意図的混用がマスコミだけ

ではなく，政治でも行政でも行われているので，その印象が強い。同時に，

ヒロシマ，ナガサキ，フクシマという表現も浸透した。そこには，原発が1990

年からの20年間，全発電量の25％前後を占めてきたという顕在的正機能と

しての事実が忘れられたうえに，いわゆる住宅のオール電化を行政も産業界

もマスコミも煽ってきたことへの反省がまるで見られない。

歴史的に見ると，産業革命が蒸気機関の発明による動力源のイノベーショ

ンに負うところは周知の事実である。その延長に発展した発電所が近代社会

の根幹になってきたこともよく知られている。石炭の使用が産業化＝近代化

を促進させた時期もあり，鉄は国家なりの時代もあった。製鉄所はまさしく

近代化日本の象徴であり，七色の煙による大気汚染を始めとする公害 もま

た繁栄のしるしであった（金子，2009a：38-41）。

その後はマイクロチップが産業の米と称されて久しい。そしてそれを動か

すのも電力である。電力は文字通り近代社会システムの中心的推進力である

が，日本語では電力会社の発電所という表現でしかなく，製鉄所や造船所と

図1 発電源別総発電量

（注）火力には石炭，石油，LNGを含む。自然再生には地熱，風力を含む。
太陽光発電の比率はまだ計数値には出てこない。
矢野恒太記念会編『日本国勢図会2011/12』（第69版）2011：130。
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いう所（電力をつくる工場）の位置づけにとどまってきた。しかし，たとえ

ば英語では stateと同じ語源であるpower stationが普通に用いられてい

る。フランス語でも le centraleになり，発電所は文字通り国の中核となる施

設であり，社会システムの中心に置かれてきた。

産業社会がいくら高度化して情報社会になっても，その推進力の一つとし

て電力は大きな役割を果たす。それどころか，情報社会の主役の一つである

ICT（information and communication technology）機器の年間消費電力は，

2006年には全体の５％程度であったが，2025年には全体の20％を超え，2050

年には全体の半分になると予測されている（小柴，2011）。ポストモダンでも

脱工業社会でも「第三の波」（トフラー）の世界でも，膨大な電力消費が前提

になっていたことを私たちは忘れている。

加えて1960年代の日本の高度成長が，豊かさの象徴として各種家電製品を

各世帯に届けえたのは電力の支えがあったからである。もちろん時代により

主要な発電源は水力から石炭火力を経由して，石油火力と天然ガス火力と原

子力の併存が見られることが多くなった。完成までの難工事で多くの人命を

奪った「黒四ダム」は，まさしく水力発電時代の象徴であった。たとえば「黒

四ダム」の高さ（堤高）は186mで日本一を誇り，現在でも破られていない。

総貯水容量は約２億 tで北陸地方屈指の人造湖黒部湖（くろべこ）を形成す

る。総工費は1963年建設当時の費用で513億円であり，これは当時の関西電

力資本金の５倍という金額である。作業員延べ人数は1,000万人を超え，工

事期間中の転落やトラック・トロッコなどの交通事故等による殉職者は171

人にも及んだ。

このように，一見クリーンな印象がある水力発電でも，そのダム工事では

多数の労働者が命を落としたという顕在的逆機能が指摘できる。水力発電は

水という天然資源に依拠するが，その活用には大規模工事を伴う重厚長大型

の施設建設が付随する。

一方，石炭火力の時代の石炭は国内の大手炭坑から採炭されたものであっ

たが，夕張でも大牟田三井三池でも繰り返し発生した500人規模の炭塵爆発

の記憶は，団塊世代にはしっかり残っている 。1960年代までの国内石炭採

― ―97

環境破壊から社会の復興再生へ ―集合的ストレス状況の社会学的分析



掘時代のリスクとして炭塵爆発やガス爆発や落盤事故があった。機能分析を

使えば，これら繰り返された大事故は石炭を採掘するという事業に内在した

リスクであり，これもまた顕在的逆機能の典型になる 。

自家用車やトラックの使用を普遍化させたクルマ社会は効率的であるか

ら，国民「生活の質」を支える有力な要因でもある。自動車産業はすそ野が

広く，自動車修理，ガソリンスタンド，自動車保険など関連産業まで含むと

全業種の１割を超える人々が働いている。しかし，交通事故死は多い年で１

万人を超えて，平均しても長期間で毎年8000人前後が亡くなってきたという

顕在的逆機能が働いている 。

リンド夫妻がミドルタウンの調査をした1920年代のアメリカでも，自動車

購入のために家族が一致団結したり，自動車が個人に行動の自由を与える顕

在的正機能が強調される反面，家族全体での行動が乏しくなり，解体すると

いう危険性が潜在的逆機能として指摘されていた（リンド,R.S.&リンド,H.

M.,1929＝1990：184-190）。

時代が変わって，「3.11」の大地震大津波で被災した東電福島原発の人災に

より，残りの50基あまりの日本全国の原発が「脱，廃，卒，さよなら」とい

われるようになった。一般的には原発が発電量全体に占める比率は25％から

30％である。原発廃止を主張するのは自由だが，廃止派の大半が25％程度減

少した年間総発電量8000億KWHであった1990年前後の社会を指向して

おらず，むしろ希望的観測を交えて太陽光発電，風力発電，地熱発電，潮力

発電などに過剰なまでに期待する。つまり，現実的な原発廃止論と希望的な

自然再生エネルギー論が共存するという構図である。そのタイムラグは20年

を超えるであろう。

これら自然再生エネルギーが十分に手にはいるまで，節電しようというわ

けだが，とても本気だとは思われない。なぜなら，具体的な節電にまで踏み

込んだ主張が見当たらないからである。たとえば年間を通して１日の消費電

力が最大値を更新する日時は，８月下旬の甲子園高校野球決勝戦の中継時間

帯であることはよく知られた事実である。

本気で節電をいうのであれば，大会主催の高野連，その報道をするマスコ
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ミあるいは監督官庁の文部科学省は，人間が決めた年中行事にすぎない甲子

園高校野球期間をなぜ９月に延期しなかったか。あるいはエアコンとテレビ

視聴により，電力使用がピークになる午後１時からの試合を早朝６時からや

午後６時からに移して，午後１時から５時までの試合を中断する方法をどう

して採用しなかったのか。

脱原発や廃原発の主張と平行して，甲子園の高校野球期間を変更して，一

日の試合時間帯で午後の１時から５時までを別の時間帯に移すなど，短期的

に可能な真夏の節電方法があるのに，仮定法の世界で10年や20年先の自然

再生エネルギーだけに期待しても，現状は好転しない。

個人も集団も企業も政党も自治体も国家さえ，「一つにのみ頼るのは危険

だ」は真実である。機能分析を使えば，グリーン・エコノミーや風力発電賛

歌論では，予想可能な顕在的逆機能も潜在的逆機能も無視されることがよく

分かる（吉田，2011）。個人も企業も行政も等しくグリーンワッシュ（環境に

優しいふりをすること）ではなにも解決しない。

産業化＝近代化の歴史が教えるように，現在は過去の延長とともに未来の

先取りであり，先取りされた未来の一部が，過去の名残とともに現在を形作

る要素になっている。このような観点で，「3.11」の実情を見ていこう。

２．「3.11」被災の実態

未曾有の犠牲者を出した「3.11」の全貌が少しずつ明らかになるにつれて，

この世で最優先されるべき人命の尊さを思い，同時に自然の計り知れぬ力に

慄然とする。行方不明者を含む死者のご冥福を祈り，10万人を超える被災者

の日常に心を痛めつつ，時間ばかりが過ぎていく。

大震災からほぼ１ヶ月後の警察庁集計を共同通信がまとめた結果によれ

ば，亡くなった方で年齢が確認された9362人のうち，高齢者は5132人に上

り，全体に占める比率は54.8％になった。2010年12月末の高齢化率は，岩

手県が26.8％，宮城県が22.3％，福島県は24.5％であったが，被災地のうち

陸前高田市や釜石市や宮古市などはすでに高齢化率が30％を越えていた。高
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齢の犠牲者が地域高齢化率の２倍を越えたことは，午後２時46分という大地

震・巨大津波の発生時間に在宅されていたからであろう。

また，「3.11」の大地震・大津波発生から４月11日までに警察庁が検視を

終えた遺体13135人のうち，水死が12143人（92.5％）に達したことが明ら

かになった。岩手県の水死の割合は87.3％，福島県が87.0％，宮城県は

95.7％になっていた。年齢が判明したのは，60～69歳が2124人（19.1％），

70～79歳が2663人（24.0％），80歳以上が2454人（22.1％）であり，この

統計でも高齢者の犠牲者が目立った。もちろん，避難生活をされた被災者の

中でも高齢者比率は高かった。

被災から３か月後の６月13日現在で，行方不明者を含む死者総数は23356

人とされた。マグニチュードは9.0，震度６弱以上を記録したのは８県に達し

ており，大津波は相馬で9.3m以上，宮古で8.5m以上の観測値が記録され

た。災害救助法の適用は241市町村に上った。地震と津波の規模，被災地の

広さ，被災者の多さ，死者の多さの点で，史上空前の大災害であった。

警察庁調べによると，５ヶ月後の８月10日現在の死者は15689人であり，

１ヶ月前から142人増加したが，不明者は600人減の4744人になった。合計

すれば20433人になる。依然として死亡者と不明者の確定は難しい。法務省

の集計では，７月29日時点で不明者2830人分の死亡届が出ている。また，

内閣府が７月28日時点でまとめた避難者数は，47都道府県すべてを合わせ

て87063人に達している。１ヶ月前に比べると，約12000人減ったが，まだ

公民館や学校などに12905人が身を寄せ，19918人は旅館やホテルで暮らし

ていた。

国土交通省によると，仮設住宅は８月９日現在，必要戸数の約88％に当た

る46081戸が完成して，うち73％で入居が済んでいた。

「3.11」から100日が経過して，復興構想会議が「復興構想７原則」も含ん

だ復興に関わる全体構想をようやく発表したが，半年経ってもその方向での

動きには乏しい。ここでは復興再生を論じるに先立って，東日本大震災の概

略を1995年１月に発生した阪神淡路大震災と比較しておこう（表３）。

名目GDPを除いて，被害額，国と地方の長期債務残高，社会保障給付費な
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どは，阪神淡路大震災時に比べると東日本大震災時のほうがほぼ２倍になっ

ている。被害が大きく，国の借金は大幅に増え，高齢化率が９％も高くなっ

たことを受けて社会保障給付費の純増が目立つ。そして長引く経済的低迷の

ために，名目GDPでは今日の方が10兆円も少ない。これらのデータが示す

なかで，被災国日本で出された「復興構想７原則」は表４の通りである。希

望的にせよ，未曾有の大震災と大津波による大災害からの復興が，高らかに

謳いあげられている。

そこには医療，福祉，介護，保育への目配りを伴うコミュニティへの配慮，

緊急雇用からはじまる雇用全体の回復，企業支援による産業復興，農林水産

業の再生，観光需要の回復，交通・物流基盤の強化，人を生かす情報通信技

術の活用などが指摘されている。復興のための財源は次世代に先送りせずに，

今を生きる世代で負担を分かち合うとされた。

かつて「計画化社会」について，マンハイムは社会の全体的計画をめざす

漸進的改革について配慮したい要件として，①平等性，②機会均等と無制限

競争，③欲望の無限性と所得制約，④勤勉性と大量失業，⑤技術の高さと低

級趣味，⑥思考は「診断と治療」を統一させるとして，「統合そのものが諸学

にまたがる社会学の課題である」（マンハイム，1950＝1976：xvii）とした。

②③④⑤に集約された矛盾する要件をどのように統合するか。

この復興会議の提言と被災の現実に，社会学の計画理論と環境理論とを相

互往来させる試みのなかから，今後の災害復旧復興過程を概観しよう。

まず理論的には，自然災害は社会システムへの外的ストレスとして位置づ

けられる。東日本における巨大地震と大津波はまさしくその典型であり，き

表3 東日本大震災と阪神淡路大震災の比較

東日本大震災 阪神淡路大震災

被害額 16兆9000億円 ９兆6000億円

名目GDP 479兆円 489兆円

国の長期債務残高 869兆円（GDPの181％） 368兆円（GDPの75％）

65歳以上の人口 2958万人（全人口の23％） 1759万人（全人口の14％）

社会保障給付費 105.5兆円 60.5兆円
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わめて短時間で地域社会やそこで暮らす住民に大災害をもたらした。

社会システム論からみると，これは「便益性」（facilities）の破壊に直結す

る。便益システムとは行為にたいして特別の意義を有するものであり，資材，

設備，土地家屋などが該当する。「便益とは，なおいっそうの『効用』の『生

産』に捧げられる所有物」（パーソンズ，前掲書：82）であるから，効用の増

加に向けて，便益システムに力をいれることは合理的選択とみなせる。

そして便益を効用につなげるには，一人の行為ではなく複数の行為者の協

力（cooperation）が有効であり，この協力関係の体系が組織化されて，最終

目標として個人の欲求充足と社会システムの安定が位置づけられる。「災害に

さいしてつねに問題となるのは，人間行動の組織化にあり，そこでの未組織

な大衆の部分とフォーマルな組織の部分との関連にあ」（秋元，1982：20）り，

社会システム論による貢献もまたその組織化の点にある。

表4 復興構想７原則

原則１ 失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ，私たち生

き残った者にとっての復興の起点である。この観点から鎮魂の森

やモニュメントを含め，大震災の記録を永遠に残し，広く学術関

係者により科学的に分析し，その教訓を次世代に伝承し，国内外

に発信する。

原則２ 被災地の広域性・多様性を踏まえつつ，地域・コミュニティ主体

の復興を基本とする。国は，復興の全体方針と制度設計によって

それを支える。

原則３ 被災した東北の再生のため，潜在力を生かし，技術革新を伴う復

旧・復興を目指す。この地に，来るべき時代をリードする経済社

会の可能性を追求する。

原則４ 地域社会の強いきずなを守りつつ，災害に強い安全・安心のまち，

自然エネルギー活用型地域の建設を進める。

原則５ 被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。この認識に立ち，

大震災からの復興と日本再生の同時進行を目指す。

原則６ 原発事故の早期収束を求めつつ，原発被災地への支援と復興には

より一層のきめ細やかな配慮をつくす。

原則７ 今を生きる私たち全てがこの大災害を自らのことと受け止め，国

民全体の連帯と分かち合いによって復興を推進するものとする。

― ―102

北大文学研究科紀要



理論的にストレスを社会システムへの緊迫，困難，危険などを引き起こす

特大の力とみなせば，それは次の６つの軸に整理できる。すなわち①ストレ

ス原因は，社会システム内部としての人間世界―外部としての自然世界，②

ストレス衝撃力は，強い―弱い，③衝撃の発生速度は速い―遅い，④被災の

程度は，大規模―小規模，⑤被害の範囲は，広い―狭い，⑥衝撃の持続期間

は長い―短い，に整理できる 。

社会システムを取り巻く環境における好ましくない大きな変化としての集

合ストレス原因には，産業化によるエネルギー革命に伴う資本主義化，マル

クス主義思想運動や軍事力行使によるクーデタなどの革命運動，ウィルスに

よる感染症の世界的蔓延，人口面での少子化する高齢社会への変動などが想

定される。また，社会システム外部からのストレス原因には，地震，津波，

火山爆発，台風などの大規模自然災害があげられる 。

「3.11」規模の巨大地震を類型化すれば，衝撃は強い，速い，大規模であり，

広い，長いが特徴となる。この観点によれば，東日本大震災とその巨大被害

は，人間社会の外部にある自然界としての地球自体の地殻変動を要因として，

エネルギーは強力で，影響は広範囲にわたり，規模は限りなく大きいもので

あった。さらに震災と津波被災は，極めて短時間で発生した自然災害そのも

のによる部分と，被害を受けた福島原発からの放射能汚染と風評被害に代表

される社会的災害の象徴となった。

被災者の救出，復興，再生，被災地の再開発などは，これから何年かかけ

て世界からのそして日本全国からの精神的支援，物質的支援，金銭的支援，

人的支援などの複合によって，着実に進むであろう。復興会議の「７原則」

提言もまた生かされる内容が多い。

ただ，全国民や全世界から被災後２ヶ月間に日本赤十字に寄せられた義捐

金2514億円が，速やかに被災者に届かなかった。また４ヶ月後の義捐金総額

3053億円のうち届いた分が32％しかなかった（厚生労働省の発表による）。

これらは反省しておきたい。実際には85％の2595億円が日本赤十字から被

災の都道県に，うち2228億円は市町村に送られていた 。

このような義捐金の配分遅れと被災者向け仮設住宅の建設が地元業者に回
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らなかった理由も，ともに被災した自治体の「人手不足」といわれる。８月

11日の総務省発表では，被災した青森，岩手，宮城，福島，茨城，千葉６県

への自治体の一般職員派遣は７月１日までの延べ人数で56923人に達したと

いう。ただし警察官と消防士は含まれない。多くの場合，被災した自治体と

の災害時相互応援協定や姉妹都市提携があったから，派遣に踏み切っている。

派遣された職員は，避難所の運営や被災者の健康管理に従事した。

総務省発表によれば，これらの派遣主体は全国の都道府県と市区町村であ

り，都道府県で送り出しが多いほうから東京都2722人，埼玉県1547人，北

海道864人となっていた。また，政令指定都市では，大阪府1677人，横浜市

1412人，神戸市1006人であった。市区町村では，姫路市442人，埼玉県加須

市427人，秋田県大仙市341人がトップ３になった。

受け入れ延べ人数が一番多かったのは宮城県で30295人，岩手県が14996

人，福島県が9991人となった。これだけの人的支援を受けても，自治体経由

での被災者への義捐金配分が遅れ，仮設住宅建設が地元業者に発注が回らな

かったのである。

この背景に，マスコミや中央地方を問わず議会議員によって主導され，国

民もまた概ね支持した長期にわたる「行政改革とは公務員削減」キャンペー

ン効果が存在するのではないか。すでにいくつかの先行する災害研究では，

「正常な地域社会の役所の構造は，余分な仕事を取り扱うことができない傾向

を持っており，災害時には特別な機関を創設しなければならない」（バートン，

前掲書：44）と指摘されていたし，「日常的な機能と並行して，災害のための

業務遂行に必要な人員その他の対応能力に欠ける場合」（ラファエル，1986＝

1995：463）もあげられていたが，今回の「3.11」ではこれらの学術的な教訓

が活かされなかったのである。そして対応の遅れの中で，この学術的な成果

に学ばない政治，行政，マスコミの体質が鮮明になった。

現代日本の政治，行政，マスコミでは，二酸化炭素地球温暖化問題でも外

国からの情報を含む幅広い知見を取り込めないまま，原発の人災に端を発し

た放射能汚染や被害についても非科学的な信念と思い込みが先行した。

合わせて，公務員比率が30％前後で消費税が25％である北欧諸国を目標と
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して，５％程度の公務員比率をまだ減らそうとする日本型行政改革のなかで，

北欧並みの福祉国家を達成せよという魔法的言説も残っている。これらを総

合的に見直さない限り，「日本ならきっとできる」「上を向いて歩こう」と繰

り返されたテレビCM のようにはなりえない。

かつてバートンが行った指摘に「災害に遭遇したコミュニティに現出する

利他的な部分，相互の同一視，社会的親密さといった規範は，必ず消えてな

くなる」（バートン，前掲書：277）がある。これは経験則からも正しい面を

持っている。いずれ消えてなくなるのであれば，繰り返し日常的に再生でき

る方法を探究するしかない（金子，2011）。

バートンから30年後の研究でも「災害はわたしたちに別の社会を垣間見さ

せてくれるかもしれない。だが，問題は災害の前や過ぎ去ったあとに，それ

を利用できるかどうか，そういった欲求と可能性を平常時に認識し，実現で

きるかどうか」（ソルニット，前掲書：431）とまとめられていて，日常的な

愛他主義，コミュニティ，プロシューマー（生産＝消費者，トフラーの用語），

ボランタリズムの定着の困難性は変わっていない 。

日本復興再生のための人間集合力を結集して，期待される風力発電施設増

加が引き起こす土地問題の実態，解体した被災地の再生に不可欠なコミュニ

ティづくりとコミュニケーション拠点の新設などに人間集合力を結びつける

という観点を堅持しておきたい 。

たまたま2010年５月に全国知事会は，『「この国のあり方」について』を公

表しており，日本全体が目指す政策の方向を①新たな社会基盤としての次世

代の育成，②活動保障としての働く場づくり，③安心して生活できる環境づ

くり，④張り合いと潤いをもたらす絆づくり，を提唱していた（同上：21）。

ここでの「絆づくり」はコミュニティであり，安心して生活する環境にコミュ

ニケーション拠点は欠かせない。全国知事会の基本方針は復興再生において

も十分活用可能である 。

この「絆づくり」も含めた「第一次集団の規範や全般的な社会的連帯といっ

た規範には，特別の優先権を与えている」（バートン，前掲書：65）のは，ア

メリカだけではなく日本でも同じである。
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３．自然再生エネルギーへの国民共同の疑問

もちろん，復興会議の提言にある「再生エネルギーの利用促進」はそれほ

ど簡単ではない。「再生エネルギー特別措置法」が結局政局の取引材料になり，

十分な審議もせずに可決成立した事実は，与野党の政治家資質を疑うに足る。

その審議は産業社会と「国民生活の質」の根幹に関する電力供給についての

ビッグピクチャーを描かず，拙速に過ぎた。

ここでは科学的な視点を堅持して，エネルギー供給と需要との適切な均衡

を図りながら，産業社会と「国民生活の質」の今後を考えて，被災後に突如

沸き起こった原発への不信感，反原発・脱原発・さよなら原発の切り札とさ

れる自然再生エネルギーに潜む陥穽を明らかにしておきたい。

原発関連だけではなく科学技術環境知識すべての創出，伝達，利用の３側

面からの検討のみが，その評価に不可欠な作業である。ただし，政治は環境

政策形成における知識の創生，伝達，利用に関連する全側面に染込んでいる

（Ascher,W.,Steelman,T.,and Healy,R.,2010：8）から，そこには作為や

誤作為を必然化する土壌が生まれる。「派遣法」，「郵政民営化法」，「再生エネ

ルギー特別措置法」など，いずれも「国民生活の質」の観点からは疑問があ

り，国民の利益を損なう法律であるとみられる。

「再生エネルギー特別措置法」に関して，知識の創生，伝達，利用という視

点からいえば，国民は３ヶ月にわたり連日の放射能汚染や拡散というマスコ

ミの意図的な情報操作にさらされてきた。８ヶ月後の現在も続くこの動向か

ら，放射能情報の伝達面に関しての問題が理解される。

たとえば，日本世論調査会が６月11日12日に全国の有権者を対象として，

層化二段無作為抽出法によって訪問面接した結果から，いくつかの傾向が分

かる。なおこの調査での対象者は3000人であり，全体の有効回収は1853人

（61.8％）となり，内訳は男性が48.9％，女性が51.1％であった 。

質問項目のうち「直ちにすべて廃炉」が9.4％，「定期検査に入ったものか

ら廃炉」が18.7％，「電力需要に応じて廃炉を進める」が53.7％になり，「原
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発廃炉」に該当する合計比率は81.8％に達した。すなわち６月段階で，この

脱・廃原発派は「現状維持」派14.1％と「わからない・無回答」層4.1％を

大きく引き離したことになる。

それを受けて，今後の重点的エネルギー分野を２つまで回答してもらった

結果は，「太陽光や風力など再生可能エネルギー」に84％の支持が寄せられ，

水力が45％，天然ガスが31％になり，原子力は７％，石油４％，石炭４％と

いうものであった。

この調査結果は「3.11」から３ヶ月後の国民意識を具体的に示す貴重な内

容である。複数のテレビや新聞による解説も，自社の節電方法は示さないま

まに，この方向を容認するかのようである。しかしそれらを踏まえて，ここ

まで期待が大きくなった自然再生エネルギーへの讃歌を点検すると，そこに

は留意しておきたいところがいくつか認められる 。

今回の地震津波による福島原発の被災は，当初は自然災害だったが，その

後の推移を見ていると，「人災」の側面も大きい。正確な事故情報を速やかに

公開しなかったことからも，原発による放射能汚染への不信感が増幅された。

その延長線上に自然再生エネルギーへの讃歌がある。

被災から２ヶ月が経過した時点で，全国の反原発や脱原発の市民運動では，

「子どもを放射能から守れ」，「さよなら原発」，「原発卒業」，「原発お断り」，

「すべての原発止めよう」，「原発なくてもええじゃないか」などのスローガン

が掲げられるようになった。そしてテレビも新聞も大半がそれに迎合した内

容に切り替えられた 。

結果的に，世界で唯一の被爆国という歴史的国民心情に，福島原発による

被曝や放射能汚染という現状が融合した。その結果，①原発事故の影響は甚

大で，現在だけではなく未来も破壊する。②そもそも不完全な人間が作り出

す技術は，普遍的に不完全だ。絶対に安全な技術など存在しない。③したがっ

て，私たちは勇気を持って原発を手放さなければならない，というような「三

段論法」風の考えが広がってきた。３ヶ月後の全国調査で明らかにされた国

民意識は，この状態にあると考えられる。

ただし，新幹線や深海探索さらにリニアモーターカーや宇宙開発にも絶対
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安全な技術はないはずだから，原発以外のこれら大型工業技術も手放すべき

か。これらの賛否はおそらく並立するはずだから，なぜ原発のみの全否定に

なるのか。この主張者は理由を明示する責任がある。

もちろん原発分の電力を拒否したら，現在量の75％の電力しか使えないこ

とを日本国民が合意できれば，原発全廃も構わない。

国際比較をしてみると，総発電量内訳はその国が置かれた地質的構造や経

済条件に左右されていることに気がつく。国際比較した図２をみて，どの国

が理想的な発電源構成にあるかの議論は困難であろう。

日本の場合は電力資本，大手建設資本，重電機メーカー，歴代の自民党政

権などの意向に沿った内訳になっている。しかし，山岳地帯を多くかかえ，

水力資源が豊富なカナダでは，08年でも実に60％近くが水力発電なのであ

る。対照的に途上国であるインドでは，80％を超える石炭中心の火力が主力

となっている。しかも地球温暖化論では，インドは中国とともに大気中の二

酸化炭素排出量の元凶に数えられている。

アメリカと日本は水力でも火力でも原子力でも近似的な傾向にある。他方，

同じ高度資本主義国のフランスは80％に近い原発発電率を示す。フランスは

世界一の原発国であり，余剰電力を隣接するドイツ，スペイン，イタリアな

図2 総発電量内訳国際比較

（注)2008年の総発電量。矢野恒太記念会編『日本国勢図会2011/12』（第69版）
2011：135。

― ―108

北大文学研究科紀要



どに輸出さえしている。フランスでの電力は輸出商品なので，余力ある発電

量を確保するには原発が最適であると判断しているのであろう。ちなみに

2008年では総発電量5491億KWHのうち，輸出分は480億KWHの

（8.7％）になっている（フランス大使館，2011）。

その一方で，ブドウの生産に象徴される農業国でもあり，それを原料とす

るワイン生産という食品加工業にも熱心である。しかし，発電率が80％に近

い原発による風評被害はこれまでのところ伝わってこない 。

火力と原子力の比率からすると，ドイツの発電源も日本に似ているところ

がある。日本とドイツを比較すると，水力発電の格差が自然再生エネルギー

発電の格差に転化していることが分かる。ただし日本では，ドイツがフラン

スからの電力輸入国であるという事実には触れない議論が多く，ひたすらド

イツの風力発電比率の高さを称えることに終始するような紹介が目立つ。こ

の種の議論はフランスからの原発による電力輸入はそのままで，国民投票で

脱原発を決定したイタリアへの讃歌と同じである。

隣国フランスの原発に依存しながら，自国の自然再生エネルギーを強調す

るドイツや脱原発を決定したイタリアの事例は，今後の日本における発電問

題の判断素材にはなりえない。日本では地形の点からも電力は輸出輸入され

る商品という位置づけが不可能であり，自給自足するほかに道はない。

水力，火力，原子力の各発電実績を軽視して，地熱発電，太陽光発電，風

力発電の自然再生エネルギーを強調する政治家の思いつき発言などではな

く，たとえば経済産業省産業技術環境局研究開発課（2010年３月）によれば，

いわゆる「グリーンイノベーション」（GI）の項目の一つにさえ「エネルギー

転換効率の極限へ」が想定され，そこでは原子力エネルギーを排除したうえ

で，太陽光や風力等の再生可能エネルギーの可能性が模索されている。

気がかりなのは，福島原発事故以来全国で増加した脱原発の提訴や原発反

対運動では，完全な脱原発のあとの電力源と電力量が必ずしも鮮明には描か

れていない点である。文脈からすれば，国民意識に見る脱原発による25％減

少分を穴埋めする代替エネルギー源として，10年20年先の希望的な観測の

なかで地熱，太陽光，風力などの発電増加が，環境との共生を名目に期待さ
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れている印象をうける。これは「再生エネルギー特別措置法」が成立しても

全く事情は変わらない。

原発依存からの脱却を目指し，風力や太陽光による発電を次の時代の基幹

的エネルギーにしようという法律は，時の首相がそのブログで「自然エネル

ギーによって発電した電気を固定価格で買い取る」制度ができれば，風力や

太陽光発電は，爆発的に拡大する」と断言したところから与野党の駆け引き

材料となった（KAN-FULL BLOGのお知らせ，2011年６月７日号）。

加えて，これに迎合するかたちでマスコミでも，原発は大きなリスクをも

ち，コストが非常に高いから，速やかなエネルギー転換の「覚悟」を求める

論説が後を絶たない。しかし，電力は国民生活や産業活動に直結するために，

「覚悟」という精神論の次元には止まれない。またそのような主張を繰り返す

新聞社や放送局が，原発分の電力使用を控えた実績は今のところは皆無のよ

うである。

たとえば風力発電や太陽光発電向けの土地利用計画が白紙のまま，地球に

は人間が必要なエネルギーの一万倍の太陽光が降り注ぐことを高唱するだけ

では何も進まない。そのうえ反原発の主張者の一部には，発電規模や価格や

電力品質を無視して，無条件信仰として風力発電の讃歌さえ存在する。かつ

てのリサイクル運動と同種の心情がそこには存在する。

多少割高でも，ペットボトルや古紙を再生して，新しい商品の一部にする

というリサイクル運動者の主張と風力発電賛美者には類似性が認められる。

そして繰り返される仮定法，すなわち政府の補助金があれば，割高な電力料

金を国民が受け入れれば，太陽光パネルの導入や風車の建設が進むはずであ

るという仮定法による議論は無意味であり，1000兆円に達した未曾有の財政

赤字の国での指針にはなりえない。なぜなら，政府補助金とは税金だからで

ある。

借金まみれの国が，効果が不明瞭な二酸化炭素地球温暖化対策費として長

い間毎年１兆円以上の予算を投入してきた事実を想起しておこう。特に京都

議定書発効を受けて，2006年からの５年間では政府と都道府県市町村自治体

の対策費合計は毎年３兆円，民間企業の１兆円を含めると，５年間で20兆円
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もの資金が無駄になってきた。

将来に向けての仮定法による讃歌しかない風力発電は規模が小さすぎるう

えに発電量の変動も大きいので，恒常的で安定した電源としては全く不向き

である。二酸化炭素地球温暖化対策と風力発電への支援策を見る限り，初期

の公害問題を扱っていた環境庁から変質した環境省の政策には疑問が多くあ

る。

この象徴が図３にある。環境政策の基本が３Ｒとして整理されてから久し

く，例年の白書でこの図は必ず記載されてきた。排出抑制（Reduce），再利用

（Reuse），再生利用（Recycle）は普遍性をもつ環境政策である。しかし，同

じ政府の経済産業省でも国土交通省でもそして環境省自らがこの３Ｒ原則を

破ってきた。地デジは廃棄量を増大させ，製造必要量を増大させた。きわめ

て単純化すれば，日本全国5000万世帯で１億2500万台のアナログテレビが

わずか５年で廃棄されて，地デジ対応の新しいテレビと交換させられたので

ある。そこには３Ｒへの配慮などは微塵もなかった。

このように政府官庁が二重規範から自由ではなく，政治家にそのチェック

能力がなかったために，国の根幹をなすエネルギー政策もまた混乱し続けて

きた。もし本気で原発分の発電量25％減少分の代替エネルギー源として風力
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（出典）環境省編『平成23年版環境白書』：214。



発電や太陽光発電に期待するならば，まずは施設のための土地確保と電力品

質の問題を優先的に解決しておきたい。

総合的な自然再生エネルギーの現状を確認するところからその糸口を探る

と，2009年度総発電量のうちそれら合計は65億KWH（全体の0.6％）であ

り，今後に期待が集まる風力発電は36億KWH（0.3％）に過ぎなかった。

かりに自然再生エネルギーを10年後に20倍とする計画を立てるなら，風力

発電も720億KWHへの増加となる。このためにはどれだけの土地が必要か

という論点は各界で皆無であった。

しかも自然再生エネルギーとしての風力発電では，その顕在的・潜在的逆

機能としての騒音と振動による人体への影響，生態系の破壊，土地利用の非

効率性などもまた完全に無視されてきた。

日本でよく使われる72mの高さをもつデンマーク製風車タワーの羽根の

長さは41mであり，回転すると直径が82mになるから，最低でも正面から

は90mの敷地が要る。横がその半分としても40mの敷地が必要であり，合

わせて90×40＝3600m の敷地面積を必要とする。

2011年１月現在で1800基ほどの風車が回っているので，すでに648万m

の敷地を使っていることになる。この20倍であれば36000基となり，敷地面

積の合計は１億2960万m に拡大する。これは129.6平方キロメートルにな

る。海岸線に並べると，1296km×100m（0.1km）の広さと風車１基で216

tの重量に耐える土地が必要になる。

このような土地面積を考慮すると，風力発電施設の新規立地はたちまち難

問になる。風力発電施設は北海道，東北，北陸など地方の日本海側の過疎地

に作り，そこで発電された電力は人口が集中している東京や大阪の大都市圏

に送るという構造では，これまで50年間の原発の歴史と同じである。日本国

内の電源に関する南北問題の構図は不変だから，これを環境との共生と呼ぶ

ことは可能か。

風力発電には現在のところ各方面からの期待が寄せられているが，その実

現のためには土地問題と電力品質問題に関して正面から向き合う思索が必要

であり，そこから具体化できる日本再生計画ができる 。
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加えて，風力発電は一定の発電量を常時維持できる地熱発電システムとは

異なる。また発電量の増減や発電時間が制御可能な火力発電や貯水式水力発

電とも違い，風力発電の発電量を人間は制御できない。一時間後の発電量予

測さえ困難である。とりわけ電力需要が極大値を示す「サマーピーク」と呼

ばれる７月や８月の午後１時から４時の時間帯には，ほとんどの風力発電が

停止するという事実がある。なぜなら，猛暑時には風が吹かず，風車の回転

がないからである。

そのような気象条件に左右され，稼働率が低く，出力も不安定なうえに，

すでに訴訟も起こされている風車による電波障害，騒音被害，渡り鳥の衝突

死（バードストライク），景観権の侵害などをどのように解決するのか。周知

のように，風力発電に伴う悲惨な報告としては，①夜眠れず，やむなく車で

風車から離れた場所まで移動して車中で寝ているという「風車難民」が指摘

される。また，②苦労の末に手に入れた我が家を捨てて引っ越しせざるをえ

なくなった家族の存在がある。③振動や騒音障害により，毎日病院通いになっ

た高齢者の生活がある。

そして，日本生態学会が反対声明を出したように，風車近くの野生生物へ

の影響が大きく，生態系が破壊されるという事実も無視できない。日本生態

学会では，小樽市での風力発電事業計画の中止をもとめる要望書を2011年５

月12日に北海道建設部に提出した。建設予定地の石狩海岸では貴重な野生生

物や植物の生態系が維持されており，そこに風車が建設されれば，その生態

系が破壊されるからである 。

各地で裁判中のそれらを含めて考慮すると，現段階における自然エネル

ギーとしての風力発電の20倍増が，いつまでにどの地域で可能であるか。東

京や大阪では不可能だから，過疎地域を選んで風車タワーを設置するのでは，

抜本的な解決にはなりえない。深夜の風力発電分を買い取っても，誰も使わ

ないのに高いコストだけ残る。冬の夕暮れには太陽光発電もできない。

東日本大震災のあと，福島原発の被災とその後の対応のまずさから，既述

した国民意識調査結果のような原発全廃派は勢いを増している。2011年４月

の統一地方選挙結果では反原発派候補の当選は伸びなかったが，マスコミレ

― ―113

環境破壊から社会の復興再生へ ―集合的ストレス状況の社会学的分析



ベルでは，地熱，風力，太陽光，潮力などの自然再生エネルギーへの期待は

依然として大きい。

電力に関連する多くの「国民共同の疑い」は，結局はどのような解決が望

ましいのかに収斂する。もちろん，原子力から風力へというだけでグリーン

やエコは成立し得ない。なぜなら，風力発電装置には重電，造船，エレクト

ロニクス，鉄鋼，土木建築，セメント産業の参入が，原子力発電と同じよう

に不可欠であるからである。とりわけ陸地の手狭さを理由に一部で構想中の

「洋上風力発電」などは，グリーンでもエコでもない重工業の極致の施設であ

る。

いくら「無限成長型・拡大型システム」ではなく，サステナビリティが重

要だといっても，「洋上風力発電」は巨大工業社会システムの一部に位置づけ

られる。発電量の増大は経済力の向上を伴う社会成長を促し，それによって

成長する産業が増えることは社会発展の原動力である。「洋上風力発電」は，

パネル設置を軸とする太陽光発電とは異なる装置型の重工業としてのエネル

ギー源である。パネルの製造もまた決して家内工業や軽工業ではなく，ビッ

グビジネスとしての重化学工業の一部を構成する。

さらに建設時点で最新の注意を払ったはずの防潮堤をもった臨海型原発で

さえも今回の大津波に無力だったことを考えると，「洋上風力発電」施設の大

地震・大津波対策は可能なのか。既設の送電線への接合に伴う費用や維持コ

ストはどうか。元来風力発電自体が割高な発電コストをもっており，それに

「洋上風力発電」では重工業的な導入コストが重なり合うことを明記しておき

たい。

電気事業連合会資料（2009年度）によれば，実際のエネルギー別発電コス

ト（円/kwh）は

太陽光46.0円，地熱15.0円，風力14.0円，水力8.2円，石油火力10.0

円，天然ガス火力5.8円，石炭火力5.0円，原子力発電4.8円

になっている。ただし，原子力発電4.8円には異論が多い。異論の筆頭は，

原発には投入される税金として特別会計があり，これに一般会計からの支出

も加えると，原子力発電コストは10円を超えるというものである。原発の電
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気系統や安全系統の機器は一基につきモーター500個，計器9000個に及ぶ。

このように点検箇所が多い分だけ，なんでもない箇所まで触りすぎて返って

状態を悪化させ，その分の支出が増加するといわれるが，ともかく法定３ヶ

月点検は不可避である。

たとえコストがかかっても，再生エネルギーは二酸化炭素を出さないク

リーンなものだから，導入コストや継続的コストが高い分は政府の支援で乗

り切り，規模が大きくなるまで支援を続けるべきであるという主張も一部に

は存在する。原発にはすでに同じことが数十年行なわれており，政府による

支援を批判する声は少なくない。しかし，風力や太陽光発電に税金を優先的

に回すのであれば，結局は原発と同じ特別扱いになるのだから，納税者とし

ての一定の合意が前提になろう。しかも世帯あたりの電力料金は確実に倍増

する。

たとえば，環境エネルギー政策研究所の試算では，太陽光発電の初年度買

取価格と期間は35-40円で20年間，陸上風力発電は20-25円で20年間，洋

上風力発電は25-35円で20年間，地熱発電では20-25円で20年間などに

なっている（ホームページから）。これらは電力弱者の発生を予感させる料金

体系である。

合意形成には，お手本とされるドイツやイタリアがフランス原発からの電

力輸入国であるという簡単な事実までも公開したうえで，議論を煮詰めるし

かない。さらに，二酸化炭素地球温暖化対策論者のように，地球の温度が急

上昇した事実を示したいために，捏造した「ホッケースティック」を撤回し

ないままで，依然として熱くなる地球イメージを一方的に振りまくだけでは

非科学的な情報のみが流通するだけである。なにしろ，データ捏造を責任者

が認めているのだから（渡辺，2010a；2010b，Newton編集部，2010；ブリ

タニカ国際年鑑，2011）。

さらに，自然再生エネルギーを強調して，反原発を推進する場合，自治体

やその住民に直接支払われている原発関連の補助金交付金にも目配りしてお

きたい。なぜなら，電源３法（電源開発促進税法，特別会計に関する法律，

発電用施設周辺地域整備法）によって，現在では毎年1110億円に上る「電源
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立地地域対策交付金」をはじめとする交付金が，原発が立地する自治体や住

民に支払われているからである。

とりわけ，これらの交付金は2003年から運用が緩和されて，原発立地の自

治体への交付金は，公共施設や道路整備を超えて光ファイバー網整備，高齢

者福祉サービス，子育て支援などまでも含むようになった。直接交付もあり，

たとえば，福島第２原発に近い双葉町や大熊町では年間１万円が全世帯に配

布されてきた。

同時に原発がある13道県は原子炉に挿入された核燃料を対象とする「燃料

税」を電力会社に課税して，事故発生時の避難路や港湾整備に充当している。

1976年には福井県で５％の燃料税が導入され，その後残りの道県も追随し

て，現在は北海道の燃料税が12％になったように，すべての県で10％を越え

ている。交付金の実態への配慮がない「巨大技術批判」や「自然再生エネル

ギー賛美」や「ドイツ讃歌」だけでは，現状を変革させるための実りのある

議論とはならない。

加えて，地球温暖化対策論で常套手段となってきた「節電が二酸化炭素削

減になる」というロジックは，もはや止めにしたい。なぜならまだこれを使

用する論者がいるからである。たとえば「関西圏の住民や企業が節電に励む

ことは二酸化炭素排出削減に寄与することは確かだ」（佐和，2011）という主

張は全く誤りである。なぜなら，節電は発電そのものには影響をしないから

である。節電によって電気料金は下がるが，発電所の日常的発電量は節電に

よっては影響されない。

もちろん火力でも原子力発電でも総発電量を落とせば，確実に化石燃料の

使用が少なくなるので，二酸化炭素は削減される。しかし，発電量が同じで

あれば，住民や企業がいくら節電に励んでも，二酸化炭素の削減効果はあり

えない。この誤った議論を「地球温暖化」対策論者はいつまで続けていくの

だろうか。
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４．人間集合力とコミュニティの探求

電力エネルギー関連に次ぐ第二の復興再生課題としては，解体した被災地

における人間集合の再生としてのコミュニティづくりがある。被災者を含む

被災地全体の構成員への無限配慮を特質とする社会学におけるコミュニティ

論（金子，2011）と，社会システム論を基礎とする社会計画論の融合により，

実態として何が見通せるか。

理論と現実との両面から災害復旧復興過程を概観すると，外的な自然力が

人間社会を襲うことを踏まえた具体的処方箋は，被災地内の人々と全国から

の支援者が行う社会復興再生活動を軸とせざるをえない。ここではこれを外

的ストレスに対処可能な「人間集合力」と総称する。これは世界からのそし

て日本全国からの精神的支援，物質的支援，金銭的支援，人的支援などの複

合による，コミュニティづくりを取り込んだ人間集合再生活動になる。確か

に「選択的文化目標は，社会的文化的体系を安定化させる基礎を与える」（マー

トン，前掲書：170）ことは事実である。

理論社会学からのコミュニティの地域関連機能は，①生産―分配―消費，

②社会化，③社会統制，④社会参加，⑤相互扶助に分類され，全てがコミュ

ニティの主要な機能とみなされ，しかもこれらが緊密に結びついた状態にあ

るとされる。それはコミュニティの社会システムと表現された（Warren，

1972：135-166）

この５分類を用いれば，家族はすべてに関連するとしたうえで，

①生産―分配―消費には，産業構造，職業構造，職場，働き方

②社会化には慣習・習慣・伝統の機能，学校教育，生涯学習

③社会統制には治安，近隣，リーダーシップ，社会統合の問題

④社会参加には交通，通信，ソーシャルキャピタル，社会的支援

⑤相互扶助には医療，福祉，介護，ボランタリー・アクション

などが該当する。これらの機能は，空間的な構造要素として団体や機関が担

い，その開放された活動によって，被災者やその他の構成員に対してさまざ
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まなサービスが提供される。

あるいは，ラファエルがまとめた７つの基本問題，すなわち①人命の保全，

②基幹的公共サービス（電力・情報・通信の回復），③治安・秩序の管理，④

社会的まとまりの維持，⑤経済活動の回復，⑥応急的福祉・救済対策の実施，

⑦休養・余暇の確保でもかまわない（ラファエル，前掲書：454）。

被災地における復興再生過程において，コミュニティ機能のどの組み合わ

せが自力復活の強化につながるか。基本は個人間の親しさを超えて，地域に

おける人間集合の目標共有と協働の存在にある。なぜなら，社会システムは

成員がもつ諸役割の遂行によって機能を維持し続けるからである。

すなわち，日本全体の社会システムの復興再生は，部分としての東日本被

災地でのコミュニティ過程（物流，都市装置，情報基盤）を優先して，コミュ

ニティ構造（人の配置，人の移動，支援の社会制度）を新しく作り直すとこ

ろから始まる。その意味でコミュニティの復興過程とは，電力を筆頭とする

適切なエネルギー供給体制，仮設住宅，物流基盤，道路，港湾，学校，工場，

病院，福祉施設などを新設するだけには止まらず，仕事を通した人間集合内

の役割配置とコミュニケーション基盤の創造を指す。

その後には，被災者がもつソーシャルキャピタル面での喪失に応じた処方

箋の実行がある。家族，仕事，学業，近隣関係，友人関係などの喪失は心の

傷害に至ることが多いから，被災者に対して家族面，仕事面，近隣関係面，

友人関係面などの支援とともに再起動のための役割配分が求められる。

合わせて，近未来に関東や東海で想定される類似規模の大地震と大津波へ

の備えとして，被災者の救出，復旧，復興，再生にかかわった行政，警察，

病院，福祉施設，消防，自衛隊，企業，NPO，ボランティア活動者が果たし

た機能の適切な評価を行いたい。この調査結果を通して，既存の社会資源の

活用，コミュニティ創造，高齢者支援に応用できる成果が得られるであろう。

しかもそれらは，私が作成した表５の重点的課題に対する解答ないしはヒン

トをもたらす。

これらはすぐにでも行いたい事業ではあるが，被災者，被災者支援者，被

災地区全体の構成員への細かな社会調査（役割と行動と意識調査）こそが，
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これらに対する具体的な判断素材を提供する。その部分からの成果を踏まえ

た継続的な実践こそが，実質的な日本全国の再生に直結する。

具体的には，被災者の家族，仕事の関係，友人，近隣などのソーシャルキャ

ピタルをどのように確保するか。また，とりわけ被災した高齢者への社会的

支援は自治体による公助だけではなく，むしろ，「生きる喜び」に直結する身

近な人間関係を軸とする共助や互助もまた有効である。それらは被災者の生

きる力を高め，QOLの維持に寄与する。さらに緊急時の社会システムでは，

機動性を創りだすための人間行動の組織化が優先される。

調査結果と既存の成果を融合させて，「人は良薬である」を明らかにして，

被災者への社会的支援に結実させる第一歩として，子どもも高齢者も含んだ

全世代の被災者のための新しいコミュニティの創造が課題となる。

この「サービスシステムとしてのコミュニティ」（金子，1982）は私が社会

学界デビューして以来の持論であり，今日では「総合地域福祉サービスシス

テムの一部であり，地域性が濃厚な社会的ネットワークのなかで一定数の成

員が相互扶助で創りあげる関係の様式である」と位置づけ直している。

ここにいうサービスは，個人間と集団間および個人と集団との間の交流か

ら形成され，支援の主体にも客体にも利用される。そこではコミュニティ論

表5 復興再生過程の重点課題

①個人：生命と健康の維持をどうするか

②個人と家族：苦痛，暑さ，寒さ，湿気，疲労，乏しい食物，これらから

の不快感をどう除去するか

③個人と家族：行動，運動の制限にどう対処するか

④個人と家族：仕事，職業，財産，手持ち現金，経済的な生存維持手段を

どのように獲得するか

⑤コミュニティと行政：ライフラインの復旧をいつまでに行うか

⑥コミュニティと行政：他者からの嫌悪，拒絶，差別の緩和方法をどのよ

うに周知するか

⑦コミュニティと企業：生産，流通，販売拠点の確保をいつまでに行うか

⑧コミュニティ：孤立防止，連帯感，相互扶助，相互鼓舞の共有をどのよ

うに行うか

⑨中央政府と自治体：復興理念と財源の手当てをどうするか
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の通説と同じく，対面的，選択的，親密性を基本とした成員間の結合関係が

あり，老若男女の成員は感情的絆で結ばれていて，「われら性」（we-ness）を

もっている。すなわち，一人は全員でもある。成員の個人意識とコミュニティ

意識は区別されつつも融合している。

重要なことはどの組み合わせが自力復活を増加させるかという判断であ

る。その前提には費用の裏づけと復興過程の責任者の明示が欠かせない。た

だし「災害に遭遇したコミュニティに現出する利他的な分与，相互の同一視，

社会的親密さといった規範は，必ず消えてなくなる」（バートン，前掲書：277）

から，それらを再生する試みもまた併行することになる。

同じ表現はラファエルにも認められる。「被災当初の積極的感情にあふれた

愛他的で治癒力のある社会は，その機構体系が災害のもたらした長期的な影

響に対応せざるをえなくなるにつれて，より消極的，幻滅的な反応を示すよ

うになる」（ラファエル，前掲書：461）。

そのような特質を内在化させたコミュニティの創造には，個人間の互いの

親しさだけではなく，人為的で集合的な目標の共有と協働こそが肝要である

に尽きる。また，社会システムは諸役割の遂行によって機能的成果を確保す

るから，役割の遂行はシステム過程から始まりシステム構造に及ぶとみられ

る（金子，2000）。

この段階の先行研究からの示唆として，「災害によって地域社会の団結は強

まり，対立抗争は弱まる。まず何をすべきかが明確になり，愛他心と希望の

高まりと再生への推進力が生まれる」（ラファエル，前掲書：457）は有益で

あろう。

阪神淡路大震災の復興過程では，地震被災から免れた高齢者の孤独死・孤

立死が目立った（似田貝編，60-61）。東日本大震災からの再生過程では，こ

の貴重な経験に学び，郵政民営化の見直しによって取り込みたいのが郵便局

などを活用した情報化地域福祉拠点造りである。これは互いに勇気づけ，信

頼し，援助しあうものであり，東日本大震災で被災した高齢者にとっても希

望の源泉となる。なぜなら，高齢者を含む被災者全般にとっては，コミュニ

ケーションによる相互鼓舞こそが支え合いの基盤になるからである。
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そして，災害に強い日常的な地域コミュニケーションは宅配便ではなく郵

便配達からもたらされる。過疎地「ひまわりサービス」の伝統をもつ郵政外

務職員による地域住民との日常的な接触密度の濃さが，その信頼性を生むの

である（金子，2011a）。

一時避難所になった体育館で暮らす高齢被災者宛の支援物資や手紙などを

本人に直接渡せるのは，互いに顔見知りの郵政外務職員である。こればかり

は宅配便業者は太刀打ちできない。一時避難所に出向いた宅配便業者が，同

じところにいた外務職員に対象者の特定化を依頼することは珍しくない。そ

の意味で，高齢社会におけるコミュニケーションによる相互鼓舞の機能では，

宅配業ではなく郵便業務に軍配が上がる。

ここにはいわゆる職業的シンボルへの社会的信頼効果が読み取れる。郵便

配達の外務職員，消防団，警察，自衛隊，医師，看護師などの制服には，被

災者からの承認と信頼がある 。

さて，被災した高齢者も含めて一般的な高齢者が積極的に自らの生活を維

持する条件としては，①できることは最初にやる，②シンプルにする，③毎

日を楽しむ，④コミュニケーションを保つ，が指摘されている（Vaillant，

2002：307）。

このうちのコミュニケーションを保つには，身近な仲間との接触とともに，

遠方の友人とのメールや手紙や特産品のやり取りなどが含まれる。

目に見える有効な働きとしての郵便，貯金，保険業務とともに，目には見

えにくいが確実に存在するコミュニティにおけるコミュニケーション機能を

郵便局は果たしてきた。これによって生み出される「安心機能」は「少子化

する高齢社会」では不可欠であり，市場原理下の「民」では到底肩代わりが

できない。

非市場化原理とともに，日本復興再生にとっては，コミュニティレベルに

おける情報機器の積極的活用がある。情報機器は高齢者を含む地域支援事業

にも有効である。先端事例として，2011年４月から始まった福岡県豊前市な

どでの情報化安心確認システムがある。

このシステムでは，一人暮らし高齢者宅にセンサーを設けて，「外出ボタン」
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が押されないままに，８～12時間，センサーによって人の動きが感知されな

ければ，信号が豊前市の京築広域圏消防本部のサーバに送信される。そこか

ら登録済みの近親者や民生委員のメールに，安否確認の依頼がなされる。こ

れまでそのような情報拠点は消防本部であり，町内会がもつ公民館であり，

社会福祉協議会であった。

これに加えて，都市部の直営郵便局のうち中央局だけでも，このような福

祉情報拠点化への取り組みができないものか。なぜなら，郵便局，小中学校，

公民館・コミュニティセンター，交番，消防署などは日本の地域社会の優良

資産であり，これらをネットワーク化したうえで地域福祉拠点を造ることは，

東日本大震災の被災地における高齢者の安心機能を高め，コミュニティづく

りにも効果があると考えられるからである（金子，2006b）。

2011年４月８日の全国知事会「社会保障制度改革と地方の役割」では，「単

身・高齢者のみの世帯など地域で孤立するおそれのある高齢者にとっては，

介護保険サービス（予防給付）のみならず，配食や見守りといった日々の生

活を支えるサービス（地域支援事業）が必要である。こうしたサービスを充

実することによって，自宅での生活の継続が可能となる」とのべられている。

「見守りは安心を与える」と全国知事会さえも注目している。

市場原理一辺倒だけで，少子化，高齢化，総人口の減少という「少子化す

る高齢社会」を乗り切れるとは思われない。もちろん東日本大震災からの再

生にも，市場原理だけが有効に作用することはありえない。この大被災から

の復興再生では，郵政民営化の本格的見直しを契機として，社会システム全

体における市場化と非市場化の間でのバランスの速やかな回復を期待し続け

たい。

それには迂回路はない。正道を学問の力を借りながら歩むだけである。な

ぜなら，イデオロギー思考は政局に象徴的なように，大震災後の現実の背後

に存在する事実を旧式化した概念で誤解する危険性をはらみ，ユートピア思

考は自然再生エネルギーへの過大なそれゆえの現実離れが甚だしい将来的願

望だけをのべるに止まるからである。

ここで依拠する社会学理論は，アノミー論とコミュニティの創造論と社会
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システムの再生理論である。社会学におけるアノミーは無規制状態をさす。

デュルケムがギリシャ語anomia（無秩序）を復権させて，独自に使用して以

来社会学の重要な概念になっている。マートンは「文化構造と社会構造がう

まく統合されないで，文化構造が要求する行為や態度を社会構造が阻んでい

るとき，規範の崩壊，すなわち，無規制状態への傾向が生ずる」（マートン，

前掲書：150）とした。

東日本大震災で住居を失い，仕事を失い，家族を失った被災者は大津波後

の社会構造における自らの位置が見当たらない。習慣も伝統も慣習もしっか

り保持しており，精神的にはそれまでの文化構造と密着してはいるが，社会

構造が完全に崩壊したなかで伝来の文化構造を保有することは，一人の人間

の中では難しい。そこには個人的な不安や悩みや絶望などが生まれやすい。

それらを包括的に理解するために，アノミー指標，すなわちpowerlessness

（無力感），meaninglessness（無意味感），normlessness（無規範性），isolation

（孤立感），self-estrangement（自己疎隔感）が独自に開発されている

（Seeman，1958）。

私はやや分かりにくい self-estrangement（自己疎隔感）よりもhopeless-

ness（絶望感）を使うが，ともかくこれらのいくつかが融合して，被災者個人

もその地域社会も襲う。後者に関しては，社会システムへの急性アノミーへ

の対処も肝要である。

最小限，被災者の「無力感」と「絶望感」，そして被災地の「孤立感」を打

ち消すような政策的対応と社会的支援が必要であろう。これらを放置してお

けば，被災者個人も被災地も後ろ向きになってしまい，本来もっている自力

復活志向が弱まる。

ここで生態学のロジスチック方程式

S＝F(x……x)－m/r
 

S：社会システムの包容力 F(x……x)：社会的コミュニケーション

r：出生 m：死亡

を活用して，問題を整理してみよう。

復興期にはＳが上昇することが望ましいから，仮に F(x……x) が
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一定ならば，

m/rを小さくしたい。そうすると，m/rが小さくなるには，

①mが一定ならば rが大きい場合，

② rが一定ならばmが小さい場合

が指摘できる。同時に

③ F(x……x) が大きくなれば，社会的コミュニケーションは増大する。

これらを組み合わせれば，社会システムの包容力（S）を増大させるには，

経済と文化をはじめとする社会的コミュニケーションである F(x……x) を

拡大させ，出生を増やし，死亡を減らすことがベストになる。乳児死亡率を

下げ，増子化を心がけ，自殺や交通事故など社会死を減少させる工夫がSの

上昇に有効である。この意味からも，日常的な増子化へ向けた少子化対策と

健康長寿者の増加支援の重要性が明瞭になる（金子，1998；2006a；2007）。

社会的コミュニケーションとして「x」に具体的に想定できるのは，土地，

労働，資本，組織のイノベーション，「x」組織の投資，「x」組織の雇用力，

「x」交信情報量，「x」国民の消費，「x」社会移動，その他である。これらは

すべて社会科学の範疇に収まるから，社会学と経済学の重要性があらためて

指摘できる。

加えて国家の究極的な本質として，「ある共通の事業によってみんなで共同

して生きる計画であり，もう一つは，この魅力的な計画をすべての人が支持

する」（オルテガ，1930＝1979：532）という政治学の視点を活用したい。日

本政府は世論の最大公約数が支持する「復興支援再生計画」を速やかに作り

上げて，実行する義務がある。

なぜなら，国家はひとつの行為体系であり，協同作業のプログラムである

からである。大震災からの復興再生を考えるうえで，この定義ほど適切な内

容はない。費用と期間と人的資源を軸とした論点を国民全体で熟議して，速

やかな決定をしたうえで，具体的な行動を開始したい。政治の本質は，好機

を逃さずに，時代の要求を認識するところにあることが，大震災復興過程で

本格的に試される。

ここでは口当たりのよい「生活優先」や「国民目線」などは無力であり，
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復興再生には有効にはならない。もっと包括的で専門的な考察と判断が望ま

しい。東北復興にも日本全体の再生にも，コミュニティ計画における根本に

ある「区別はするが，等しく対処する」という大原則で望みたい。

パーソンズの「共通の価値パターンを分有することは，義務の履行にたい

する責任感を伴い，共通の価値へお互いに指向する人びとのあいだに連帯を

生み出している」（パーソンズ，前掲書：47）に示されているように，社会シ

ステムは共通の価値を保有することで連帯が維持されるから，東北復興や日

本再生という共通価値が全国民に深く浸透すればするほど，社会システムの

再建もまた進めやすい。「日本はきっと復活する」という価値の内面化が壊れ

たら，復興に向かう社会システムは維持できない。この一般的目標の共有で

は，何をすべきかそして誰がするのかという２つの知識が必須であり，これ

らの存在が復興再生過程の基本要件になる。

その意味で，協同作業のプログラム策定の際には，全世界が驚き注視した，

寡黙ではあるが秩序正しさと勇気を軸にもつ国民性を基盤にしたい。「日本人

は歴史的に，数えきれないほどの自然災害を乗り越えてきた。そして常に目

を見張るほどの忍耐力を見せてきた」（ボナンノ，2011：22）。この秩序と勇

気を活力源にした復興支援活動の順序を正確に決定しよう。

そして最初の手がかりは，人間集合力によるコミュニティレベルでの復興

になる。そのためのトリアージを含む最小限の論点は以下の通りである。ト

リアージとは被災者（ill，sick，injured person）の深刻度に応じて，支援の

優先順位をつけることを意味する。

①いつまでに，誰が，何を，どのように行うかを決める

②そのための財源と人員を論じて，全体的に必要な量を確保する

③短期的な復興計画と長期的な再生計画を区別する

④東北地方限定復興計画と日本社会全体再生計画を区別する

支援者はこれらを踏まえた対処を進める一方で，被災者には肉体的，精神

的，経済的，関係的苦しみがつのる反面，救助や復旧過程における救援者に

は作業に伴うストレスとイライラがたまってくる。後者には単なる素人とし

てのボランティア活動者を派遣するだけでは不十分であり，知識，経験，技
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術をもった精神医学や心理療法士の専門家による対応もあわせて望まれる。

「システム内の個人個人が，明確な役割を持ち，それに対して各自が十分に訓

練され，かつ，各自の役割が活動可能な組織や計画に統合されている時，特

定のストレスに対して，そのシステムは，〝高度に準備された"ものといえる」

（バートン，前掲書：41）。

強度の外部ストレスによる未曾有の被害は，各方面で社会システムの機能

不全を引き起こした。「3.11」以降，物流，情報，治安，電力供給，通勤通学，

エネルギー供給などの部門で日本社会は大きな被害を受けたが，これらは個

人や組織による滅私奉公的な公平で適切な対処を通して，少しずつ改善され

てきた。

「災害のリスクと復調について現実的な情報を示せば，人々の不安や恐怖を

小さくして，コミュニティ活動を促すことができる」（ボナンノ，前掲論文：

23）。果して政府からまた東電から，この半年にわたり復興にとって有益な情

報が発信されてきたか。逆に放射能汚染の風評被害は，農産物，水産物，海

水浴場，レジャー施設などで差別的対応を生み出してきた。

このように，コミュニティ原則として社会構成員への無限配慮ではなく，

被災地や被災者を排除するという具体的行動が全国で見られたことは，情報

内容とともにその開示方法にも原因があるのではないか 。

社会システムは，複数行為者間にみられる相互行為パターンの持続を総称

する。個人行為者がもつ地位と役割は社会システムの単位であり，法人や組

織や団体などの集合体には複数の役割が付着する。個人間，個人と集合体間，

集合体間における三種類の相互行為を支えるのは便益システムである。これ

は資材，設備，土地家屋，施設，社会資本などであり，三種類の行為にたい

して特別の様式の意義を有する所有物を意味する。

便益は行為者の「効用」の「生産」に不可欠な機能要件であるから，社会

的効用の増加を目指す際に便益システムを重視することは合理的選択にな

る。大地震大津波による「3.11」では社会システムが破壊された。そこから

立ち直るには，便益システムに含まれる機能的先行要件の復旧復興から始め

るしかない。
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各種便益システムを社会的効用につなげるには，一人の行為ではなく複数

の行為者の協力が有効である。この文脈において，コント以来の社会学の伝

統である秩序や統合や連帯の意義が再確認できる。なぜなら，既述した三種

類の相互行為にはそれぞれで相補的役割があり，地位を通しての参加，役割

を媒介としての参加があるからである。しかも相互行為を支えるのは伝統，

習慣，慣習，道徳など当該社会の文化システムである。それらと整合するよ

うに，個人行為者も集合体行為者も特定の動機付けを得る。

社会システム全体でこの動機付けや価値が育たなければ，被災者は全くの

援助なしで復旧復興作業をやるしかない。その意味で，文化システムとして

のコミュニケーションの破壊は，便益システムと統合面における社会秩序の

破壊と同じように危険である。情報共有によって，コミュニケーションがも

つ相互鼓舞機能で個人行為者は支えられる。したがって，私的関心公的関心

を問わずコミュニケーション手段の復旧こそが，何よりも優先される課題に

なる。

５．コミュニケーション絆の復興再生

「3.11」からの復興に際しては，あらゆる要求に配慮する無限定性を軸とし

て，被災者と被災地を復興再生するという国民目標の共有が望まれる。数年

かけて東北地方と日本社会全体再生計画を実行するには，安全と復興にふさ

わしい人員配分と資源配分と報酬配分が不可欠となる。「個人・家族」，「近隣・

コミュニティ」，「企業・団体」，「自治体・中央政府・外国からの支援」を組

み合わせて，人員配置，便益システムの再構築，費用面での配慮という難題

解決について，総合的な国家力が試される。

この際，歴代政府が得意としてきた「先送り」は不可能であり，考慮した

うえでの判断が求められる項目は，いくつかに分類できる。農業関係では，

稲作農家，野菜農家，牛・豚・鶏の生産農家，企業関係では建設業，交通運

輸業，旅行業，金融機関，その他すべての中小零細企業，医療福祉関連では

医療機関，薬局，社会福祉施設，教育関係では学校，幼稚園などが具体的に
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あげられる。

それらを縦軸とすれば，５月段階での北海道における主な影響は表６のよ

うに概括できる。また，横軸はすでに表５（119ページ）で示した。短い期間

で策定される政府と自治体による「個人・家族」，「近隣・コミュニティ」，「企

業・団体」に関する復興支援策では，どのような「新しい均衡」が適切なの

か。この場合の大原則は「二者択一」ではなく，「同時並行」になるであろう。

合わせてボランティアなどの内的支援，外国からの支援との均衡点を確定

したい。山積した課題にともすれば中心点を見失いがちになるが，以下の６

点は思索に不可欠である。

①自然の秩序（order）には想定外の乱雑性（disorder）が含まれている。

これは人間の理性では対処できない。

②原発立地の地域社会と電力大消費地の首都圏や関西圏とは，エネルギー

面での南北問題の様相を示してきたことを今後どのように評価するか。

③原発立地の県民や町民ならびにそこでの生産品を標的にした魔女狩りを

排除する。

④数多い復興事業の究極的目標は，被災者も含む国民全体のコミュニケー

ションの安定と被災地域コミュニティの安心を並存させることにあ

る 。

⑤絶対安全（fail-safe）はありえないとしながら，核アレルギー者も核ヒス

テリー者も実践的で現実的な復興計画に貢献する。

自己組織性の理論を引くまでもなく，無秩序の中で，要素を組み直て新し

い全体を創造するのが学問の狙いである。揺らぎを取り込みつつ，日本社会

における新秩序を「計画的環境社会」として創り直す努力を開始したい。

ここでも手がかりは，被災者の自我の再統合と地域における自力復活への

歩みをいかに周囲で支援するかにある。それは交通と通信を両義とする正確

な意味でのコミュニケーション機能の強化，および近隣，公共サービス，ソー

シャルキャピタルから構成されるコミュニティの創造である。後者では別居

家族の機能を活かすとともに，コミュニティや家族それに環境などの専門家

が軸となる。なぜなら，素人としての大衆の「過集中」は緊急社会システム
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に「過負荷」状態を引き起こすからである。

一つの手掛かりに「防災ガバナンス」がある。これは「地域を構成する諸

主体/アクターが防災というイッシューをめぐって織りなすさまざまな協働

（の把握）を基軸に据えている」（吉原，2011：118）。したがって，仮説とし

ても現地調査でも，諸主体を仕分けして，その構造と機能を明らかにする際

の方向として，この考え方は有効になる。

表6 東日本大震災による北海道への影響

１．物流

陸運・海運ともに物流網の遮断により，移出品の滞貨，移入品の到着

遅延

２．農水産業

養殖漁業への打撃，出漁不能により，道内漁業被害総額は340億円（３

月22日時点）。内訳はホタテ，カキの養殖施設被害が166億円。漁船

被害が140億円。サンマ，サケマス船被災で水揚げ減少額50億円程度。

３．風評被害

原発事故により，外国港の検疫強化と輸入規制。鮮魚輸出の自己規制

４．小売業

消費マインド悪化。不要不急な高級品の消費自粛。デパート，自動車

販売で売り上げ減少。品薄による販売不振。

５．観光業

観光客減少による道内観光被害額の６月までの予想は800億円。

航空三社の三月搭乗者数（新千歳―羽田）は前年比約30％減。

新千歳空港への３月の外国人入国者数は前年比約40％減。

６．飲食業

イベント，宴会の自粛。消費マインドの悪化。個人の飲食需要の低下。

食材調達コストの上昇。

７．製造業

原材料供給量の減少。物流停滞による減産。

鉄鋼，パルプ，紙，食品，合板などで代替需要の創出。

８．建設業

工場被災，燃料不足，計画停電などによる道外からの資材調達環境の

悪化による建築遅延。

被災地での復興工事本格化による作業員需給の増加による道内建設環

境における労働力不足。

（出典）北海道銀行編『調査ニュース』no.322 2011年５月号。
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駅前の街頭演説がこの１年間の政治活動であるというレベルでは，国政に

かかわる政治家としては失格である。それに該当するチルドレンもガールズ

も陣笠も不要である。明日からの生活がある被災者にとって，そのような街

頭演説は有害無益であり，支え合える日常生活の復興への道筋をつけるため

の国会での具体的思考と討議と配慮こそが必要になる。

亡くなった犠牲者に祈りを捧げながら，被災者の半数以上が高齢者である

ことがどうしても気になる。なぜなら，すでに生き残り症候群として高齢者

の孤立，引きこもり，周囲への不信感，そして孤独死が顕在化してきたから

である 。

被災者に高齢者が多いことから，世界でも日本でも類似のproductive age-

ing，positive ageing，active ageing，successful ageingなどを活用した被

災高齢者支援を最後に提唱しておきたい。これら互換性豊かな４概念をあえ

て分ければ，意識面がpositive ageing，行動面がactive ageing，成果面が

productive ageing，評価面が successful ageingになる。高齢者全体の80％

を占める自立高齢者も20％に達する要支援・介護高齢者のどちらでも，生き

がいや満足感や幸福感がもてると評価される状態が successful ageingであ

る。

加えて，優雅な年の取り方（graceful ageing）としては，

１．社会的有用性（social utility）

２．過去からの継続性（sustenance from the past）

３．楽しみとユーモアの才（capacity for joy and humor）

４．自助（self-care）

５．関係性の維持（maintenance of relationships）

などがあげられ，successful  ageingはこれらの複合という認識が示される

（Vaillant，op. cit.：313）。

高齢化が進む東日本の復興再生でも，集合的凝集性と永続性を創り出す相

互性，関係性のなかの互恵性，義務感，道徳的感情を生み出す仕掛けを工夫

しよう。そして成員間に潜在的にも顕在的にも認められる社会目標の形成を

推し進めることを原点にして，全国知事会が照らし出した「絆」を創りなお
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す日本復興再生のために，われわれの人間集合力を結集したい 。

付記>本稿の一部は，2011年８月４日におこなわれた日本学術会議北海道地

区公開講演会「グリーンイノベーションと地域社会システム」，および８月９

日に実施された日本保全学会主催・北海道大学シンポジウム「原子力発電所

の震災対策と保全学から見た危機管理の在り方」で，それぞれ発表した。講

演会でもシンポジウムでも多数の意見が寄せられ，その場でも後日も議論が

できて，論点が鮮明になったことに感謝したい。

注

（１)マンハイムの民主主義的計画論は思考様式としては有効であるが，そのイデオロギー

分析とユートピア論の実践的計画論における応用は難しい。

（２)高齢化や少子化の分野での成果を目指した研究においては，自らの乏しい体験からイ

デオロギー思考に陥らないように特に気をつけてきた。なぜなら，地域的不均等発展

を批判するときに日本の学界が依拠した国家独占資本主義論でも，少子化論の際に繰

り返されたフェミニズム論においても，それらがあまりにも安直なドグマに依存した

ために，動きのある現実から裏切られ，学問的な誤認を引き起こしてしまったと考え

たからである（金子，2003）。

（３)たとえば，福祉社会学隣接分野の地域医療と介護研究では，ケアマネージャーへの期

待は次の通りである（折茂，2011：64）。①自らの命の確保と家族の安否の確認，②

自らの無事を家族や仲間に知らせること，③仲間や職員らの安否の確認，④利用者の

安否の確認，⑤ライフラインの確保，⑥生存者の状況把握，⑦残存した社会資源の把

握と活性化への働きかけ，⑧廃用症候群予防のための活動，⑨市町村行政・医療機関

などとの連携，⑩自らの疲弊の解消方法。なお，ソルニットが消防士とのインタビュー

で拾い上げた「災害においては，物はもはや重要ではない。人だけが重要だ」（ソル

ニット，2009＝2010：437）は真理である。

（４)altruisme（愛他主義）はコントの実証精神論で造語された概念であり，英語のaltru-

ismでもまず他者の幸せと暮らしよさについて考えることを意味する。コントは神学

が普遍的なこの時代にみる過度の「利己主義」がもたらす反社会性を危惧した。その

根本的な認識は「人間社会は直接には単なる個人の集合にすぎず，社会内における個

人の結びつきは一時的であると同時に，ほとんど偶然的なものであって，各個人は自

己の救いにしか関心がない」（コント，1844＝1980：205）であった。これが1844年
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時点のフランス社会の観察からの指摘である。160年前の文章とは思えない現代性が

感じ取れる。

それに対抗するかたちで，「ひとりの人間が多種多様な局面で他のすべての人間と

結びついている」実証的精神の時代には，「私たちは，あらゆる時と場所に正しく拡

大された社会的連帯という深い感情に，知らず知らずのうちに親しむ」（同上：206）

し，「過去や，特に未来に及ぶあらゆる集団的存在に深く自分を結びつける」（同上：

206）と見て，ここにaltruisme（愛他主義，利他主義）を位置づけた。

（５)フランスの原発比率80％，カナダの水力発電比率60％，インドの石炭火力発電比率

80％などはそれぞれの気候風土の条件や経済政策によるところが大きいので，多文化

主義の現代では認め合うしかない。発電源バランスを維持してきた日本もまた独自の

方向付けが可能であり，ドイツやデンマークやイタリアなどが日本の準拠すべき国で

あるという理由はどこにもない。

（６)水質汚濁，騒音，振動，土壌汚染，地盤沈下，悪臭を含めて公害と呼び，その被害者

救済のために環境庁が作られたのは1971年であり，環境省に改組されたのは2001年

である。

（７)1963年11月９日に大牟田市三井三池三川鉱での炭塵爆発は死者458人，負傷者555

人という戦後最大の炭鉱災害であった。一命を取りとめた負傷者の中には，一酸化炭

素中毒による記憶障害，知能低下，視力喪失といった後遺症が出た。なお，落盤事故，

炭車事故，炭塵爆発などの炭鉱災害は，石炭産業の勃興期や確立期の明治時代から連

綿として死者を累積させてきた。隅谷の調査によれば，明治32年から45年までの死

亡者50人以上の炭鉱爆発は全国の８炭鉱であり，1632人の死者が出ている（隅谷，

1968：42）。その理由は（１）資本不足による坑内施設の節約，（２）収益増大のため

の必要経費の削減にまとめられる（同上：338）

（８)札幌鉱山保安監督局の資料に基づく布施らの研究では次の通りである。1950年から

1973年までの北海道内の炭鉱災害回数は380778回，死者総数は3682人，死者と重傷

者と軽傷者を合計した罹災者総数は383795人に上っている（布施編，1982：70）。石

炭採掘現場だけでもこのような悲惨な事故や死者は膨大になる。脱原発の一環で国内

資源の活用を前提とした石炭火力を改めて主張する際には，過去の事故についても正

確な認識をもっておきたい。

（９)日本の場合，1970年の交通事故死者が16765人で最高になっている。なお，交通事故

死者の定義は「事故後，24時間以内に死亡した人」である。1980年が8760人，1990

年が11227人，2000年は9066人であった。ただし，2009年は4914人，2010年も4863

人になり，事故死者が多かった時代の半分にまで減少している（矢野恒太記念会編，

2011：495）。

（10)ここでの社会システムストレス論はバートン（1969＝1974：42）に依拠している。「集

合ストレスは，社会システムの内・外いずれかの原因で起こり得るものである。外部
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的原因とは，社会システムをとりまく環境における好ましくない大きな変化である」

（同上：36）。大地震と大津波が「外部的原因」であり，被災が「環境における好まし

くない変化」に該当することは自明である。

なお，リンチの都市論では，時間の次元について以下の分類を行っている（リンチ，

1972＝1974：109）。

（ａ)単位―分割された時間構造のサイズと精度

（ｂ)周期―イヴェントが循環を繰り返す時間の長さ

（ｃ)振幅―ひとつのサイクルの中での変化の度合い

（ｄ)速度―変化の起こるスピード

（ｅ)共時性―サイクルや変化が位相を一致させる度合い

（ｆ)規則性―前述の各ディメンションの安定度を示す度合い

（ｈ)方向性―（主体が人間である場合）注意の方向が過去，現在，未来のどちらを，ど

の程度に指向しているかを示す度合い

（11)ソローキンには周知の災害と社会の研究がある。ただし時代の制約から，そこでは飢

餓，ペスト，戦争・革命が災害事例とされている。これらがもたらした危機により，

人間の命はもちろん，社会的，経済的，政治的組織，生活様式，思考様式をはじめと

して，芸術や科学，哲学や宗教，倫理や法などにわたって崩壊や破壊が進む。これら

を経験した後，われわれが選び取る道についてソローキンの診断した処方箋は次の通

りである。「社会にとって，危機を緩和し短期化する最も身近な，最も効果的な，そ

して実践的な方法は，その宗教的，道徳的，科学的，哲学的価値を再統合することで

ある」（ソローキン，1942＝1998：201）。ここでも統合の問題が強調されていた。

（12)８月５日の厚生労働省の発表では，８月３日現在での義捐金総額は3087億円であっ

たが，被災者への支給はまだ４割の1246億円にとどまっていた。なお，９月30日時

点の義捐金は3269億円であり，そのうちの７割の2273億円が被災者に届いていた。

（13)資本主義，社会主義，エネルギー，食糧，人口，資本，失業のどれもでなく，もっと

基本的な人間生活における市場の役割と文明の将来が問われている。……そしてこの

中心には，プロシューマーの登場がある（トフラー，1980＝1982：380）。

（14)社会システムは，近隣，コミュニティ，都市，郡，地方，県，国家のような地理学的

単位とともに，個人，家族，友人，ジェンダー，世代，階層，民族などの社会学的単

位を持つから，集合的ストレスの及ぶ範囲も程度も強さも異なる。その意味で，対象

を縛りこんで支援の焦点を限定した研究がまずは求められる。なお，早い時期での東

日本大震災からの「復興提言」に伊藤茂ほか編（2011）があり，参考になる。

（15)住友生命保険の調査によれば，時代が必要とする価値のうち「絆」が最高点をえたと

いう。2011年８月２日に住友生命が発表した東日本大震災の復興支援を目的とした

チャリティーアンケートで，日本の未来を強くする漢字一文字の１位は「絆」だった。

その理由として，「１人の力は弱くても，みんなが手を取り合って協力すれば何でも
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できる」（30代・女性），「お互いに思いやる気持ちが日本をひとつにする」（50代・

男性），「非常事態のなか，大切なのは人と人とのつながりだった。一度培った絆はめっ

たなことでは切れない」（40代・女性）といった声や，被災地から「まったく顔の知

らない人々からあらゆる支援を受け，人の持つ関わりを強く感じた」（宮城県・30代・

男性）など，実体験からの声も寄せられた。

（16)この段階での有効回収率としては低いが，やむをえないであろう。

（17)法律が成立しても，内容が不十分であれば，廃棄などを含む見直しは当然である。

（18)一つはヒロシマ，ナガサキ，フクシマというカタカナ表現の定着である。もう一つは，

被爆，被曝，被ばく，ヒバクの意図的混用である。

（19)日本の原発が臨海地帯に立地しているのに対して，フランスの原発は河岸立地が多

い。加えて地震が少ない地域特性のために，原発への津波の被害もない。そのために，

福島原発のような自然災害とそれに付随した人災が発生しない。これもまたカナダや

インドを始めとするそれぞれの国が置かれた事情に該当する。

（20)ヴェーバーが政治家の資質として求める情熱，責任感，見識のうち，「日本再生計画」

に取り組める見識をもつ国会議員はどれくらいいるのだろうか。

（21)弱者への心情的理解を表明し，市民目線を強調するマスコミが，風力発電がもたらす

このような本質的問題について黙殺し続けていることは全く理解できない。

（22)市民という表現だけではこの問題の理解は不可能である。

（23)コミュニティの探求にとって，「相違の恐怖」が妨げになることは指摘されてきた

（Cantle，2005）。

（24)バートンは「治療的社会システム」と呼んでいる。

（25)『平成23年版高齢社会白書』では，「社会的孤立」が特集されている。

（26)執筆段階の８月20日での警察庁のまとめでは，行方不明者4616人を含む死者総数は

20327人とされた。また８月11日段階での内閣府のまとめによれば，避難・転居者総

数は82643人であった。さらに，最終校正段階での11月４日現在では死者15833人，

行方不明者3671人になっており，10月20日段階での避難・転居者は71358人であっ

た。
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