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１．はじめに 

本稿では、2011年の東北地方太平洋沖地震を発端

とした東日本大震災と記録される自然災害を念頭に、

災害復興における防災のあり方を考察する。防災は

自然災害からの安全・安心を社会に実現する手法で

あり、災害復興の評価においても重要な意味をもち、

現在に復興期にある被災地にとっても喫緊の課題で

あるからだ。 

私たちは生活を営むなかで、安全・安心を希求し

続ける。私の外にある対象の性質としての安全と、

私の内に心理的に記述されうる安心を、様々な手法

によって実現を図る。安全・安心の希求は、自然災

害を経験した後も、私たちが自然と共に生きる限り

変わらない。もっとも、自然現象そのものを無くし

たり私たちから隔離したりすることによるのではな

く、私たちの社会において、自然災害からの安全・

安心の実現は要求される。本稿では、自然災害から

の安全・安心を社会において実現する手法を、防災

とよぶことにする。 

防災は、手法として同じに見えても、災害の事前

と事後のそれぞれの時期において様相は異なること

がある。事前には、多くの地域で既存の社会基盤の

うえに防災は実施される。事後には、実施される地

域では被災地として、防災は社会基盤の復旧と同時

期に行われる。また物質的な側面だけでなく住民活

動などの人的・社会的側面においても、事前と事後

では異なる。 

さらに、災害復興は多義的であり、その実現され

る目的とその手法の選択は一義的に定まらない。た

とえば 2013年に制定された大規模災害復興法では、

その「復興」理念を第 3条にて「生活再建」、「経済

復興」、「防災まちづくり」の 3つを併置する。この

多義的な「復興」を前に、選択の決定における手続

き的妥当性と、達成を評価する内容的妥当性の問題

圏が法政策的観点から指摘される（金子 2014）。 

金子（2014）は、日本の法制上の問題として、2011

年 12月の東日本大震災復興特別区域法によって、住

民の「参加契機を封じ込める方向へと制度設計は向

かおうとしている」ことを指摘する（金子 2014：5）。

従前の災害復興に用いられてきた行政主導の私権制

限手続きである都市計画法制は、法改正により住民

参加規定を重ねてきた。しかし東日本大震災復興特

別区域法による「特区」手法の活用は、緊急対応と

いう迅速さとトレード・オフ的に、生態学的観点か

らの国土環境保全や住民参加の契機を犠牲にする。 

ただし、恒久法としての大規模災害復興法が国主

導での「住民参加の封じ込め」を促進する傾向があ

るのに対して、理念を示す 3条との解釈的矛盾があ

ることや、地方自治体の条例が都市計画法の委任条

例としての形式であることを根拠にした「住民参加」

の理論武装の可能性が残されているとも、金子

（2014）は指摘する。ここに、法政策上では住民参

加は保障されてはいないものの、積極的に排除する

法的規範もないことを確認できる。 

本稿は、災害復興における住民参加を、防災に焦

点をあてて擁護する。特に、実践の文脈から、法政

策的にではなく、技術あるいは技術システムとして

特徴づけた防災（防災＝技術）への住民参加のあり

方を考察する。東日本大震災以後、防災パラダイム

の転換がいわれるが 1)、ほとんどが科学・技術と社

会や官民の関係性を問うものである。これらの転換

には、科学・技術の主体はだれか、主体は技術にと

ってどのような関係をもつか、といった問いを含む。

防災＝技術への住民参加は、こうした防災パラダイ

ムの転換に連なるものであるが、技術の内容を規定

する力をもつことを述べる。いいかえると、防災＝

技術が、住民参加を、それが単なる手続きという形

式のうえだけでなく、内容を伴った参加として要求

するために、住民参加は擁護される。 

この防災のあり方を適切さ（appropriateness）と

表現しよう。ここでいう適切さとは、素朴に辞書的

な意味での「状況や目的に適う・ふさわしい」とい

う、ある対象について判断される関係的な語である。

災害復興という時間軸や被災地という地域特性とい
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った状況と、自然災害からの安全・安心という目的

に「適う」防災について、技術という枠組みで記述

する 2)。このとき目的の達成に向けた問題への取り

組みに対して、私たちの社会とは独立に「技術的解

決（technological fix）」3)されず、防災＝技術の

あり方そのものに政治的・価値的契機が見出される

ことを指摘する。 

以下、２章では本稿の依拠する技術観を確認し、

３章で一つの事例を取り上げ、４章において災害復

興における防災の適切さを検討していく。 

 

２．技術と災害復興 

まず本章では、技術としての防災（防災＝技術）

とみる枠組みを概観する。防災の適切さについて、

法政策的な議論もありうる。たとえば法としての防

災（防災＝法）とみたとき、災害対策基本法の第 53

条は「現場主義」という自治体の災害対応のコード

であるが、2011年の東日本大震災においては機能不

全となったことが指摘され（津久井 2012）、当時の

災害対策基本法は東日本大震災のような「巨大広域

複合災害」への対応においては適切ではなかった、

ということができるだろう。法政策的に対して技術

の適切さは、対象の客観的性質と機能的性質との関

係にある。例えば和包丁について、その「切る」と

いう機能は、切る対象への接触の際に「押すか引く

かする」と最も働く。この「切る」機能のために鉄

やステンレスなどを主成分とし、形態も定められる。

また、和包丁は通常、野菜や魚などを「切る」ため

のものであるために、鉱石や人間を切る用途はなく、

また不道徳的でもある。和包丁にみられる枠組みを、

防災＝技術へと拡張する。 

 

（１）技術と人工物 

技術はさまざまな相で把握されるが、本稿では特

に技術的人工物（technical artefacts）へ着目する。

人工物には種々の芸術作品や、子どもが作る砂の城

なども含まれる。本稿では技術的人工物を、設計（デ

ザイン；design）というプロセスから特徴付け、芸

術的人工物など他の人工物カテゴリーからの区別を

図る。 

ここでいう人工物には、物理的構造をもつモノに

限られず、防災においてソフト対策と呼ばれるモノ

を含む。ソフト対策の例として、避難計画／避難訓

練は、物理的構造はもたない（あるいはもつとして

もそれ自体の物理的機能は本来的文脈において意味

をもたない）が、人によって作られた人工物の一例

である。防災教育や図上訓練などもソフト対策に分

類される。ソフト対策に対して、物理的構造それ自

体に機能を持つモノはハード対策とよばれる。 

近年に重視される「ハード対策とソフト対策」の

両輪、つまり「なんらかの構造物による／よらない

（structural/non–structural）被害軽減手法の組み

合わせ」は、組み合わされた手法という意味で、技

術システムである。そして技術システムとしての防

災は、種々の手法のなかからの選択や、それらの組

み合せ方の選択という契機のある、設計された人工

物である。防潮堤や避難計画／避難訓練などの人工

物を介して、私たちは自然災害からの安全・安心な

社会を実現する。 

防災にとって、地震や津波などの自然現象と対峙

するために、自然科学は不可欠でありまた科学・技

術は有用であると考えられる。一方で、科学の応用

としての技術という見方は退けられる。たしかに、

人工物の設計において、科学者やエンジニアなどの

専門家／専門知の役割は重要であろう。しかし少な

くとも防災において、専門家／専門知の役割は決定

的ではない。近年の災害研究において、自然災害と

なるような有害事象（hazard）を自然科学的に記述

される自然現象と等号で結ぶような把握ではなく、

社会の感受性や対応力といった内力に対する、外力

としての有害事象という把握が有力視されている 4)。

後者の把握において、顕在／潜在に被災地である地

域社会のローカル・ナレッジや住民参加をより重要

視するような社会科学的知見が明るみとなる。こう

した点から、本稿では技術を科学・技術に限らない

広い意味で用いる。 

 

（２）復興期の防災＝技術 

自然災害について自然科学的な現象としてではな

い把握のあり方は、技術のあり方にとっても示唆的

である。自然災害が単なる自然科学的に記述される

現象であるならば、その対策である防災も、もっぱ

ら自然科学が決定的な役割をはたし、その他の考慮

は周辺におかれることになるだろう。これに対して

具体的な被災地域の感受力・対応力が考慮の中心と

なるならば、防災＝技術のあり方も具体的地域によ

って実現されると考えられる。テクノクラート的な

技術や、自律的な技術ではない、地域へ開かれた技

術のあり方が示唆される。 

加えて、災害を空間的にだけでなく、時間的に把



握することも重要である。田中重好は災害を社会過

程として捉えることを強調する。田中は災害を７つ

のフェーズに分け、「災害のフェーズが進んでゆくに

したがって、被災地の社会も、社会的対応も連動し

て変化し、その結果として災害の様相も変化する」

（田中 2013：280）。社会現象としての自然災害は

長期的な社会過程であるというとき、最終フェーズ

の復興期においても、それが災害からの復興である

からこそ、災害の過程として把握されうる。 

では、時間的な社会過程のなかで、防災＝技術は

自律的でありうるのだろうか。防潮堤を例にしてみ

よう。防潮堤の機能の一つは、津波防護という設計

津波に対して対津波設計を目的に設計された。同時

に、防潮堤には胸壁の粘り強さという「減災」もそ

の目的・機能とされる。では、防潮堤の機能は工学

的に設計されたものだけであるのか、そして時間に

よって機能は変わらないのだろうか。 

津波防護と粘り強さは、両者とも物理的な機能と

いえるかもしれないが、両者の機能を設計する場面

では、すでに価値的・政治的な契機をはらんでいる

（山田 2017：748f）。また防潮堤の、景観を阻害す

る、海を見えなくする、といった機能は当初に設計

されたというよりも時間的に生じてきた付加的な機

能ともいえるだろう。あるいは、物理的機能という

よりも記号的な機能といえるかもしれない。防災＝

技術の機能は、自律的というよりも社会的な文脈に

大きく影響されることが指摘できる。各地域、地域

の時間的様相ごとに、防災＝技術の機能は変わりう

る。 

問題は、防災を目的として設計される技術的人工

物が、機能の受益者である住民の利害や災害復興の

目的と対立するときに生じる。間宮陽介が既定復興

としての「創造的復興（build back better）」を批

判して「生活の復旧」（間宮 2012：94）を論じたよ

うに、防災が復興を妨げ、さらには地域にとって有

害事象ともなりうる。自然災害からの安全・安心を

実現する機能をもつはずの防災が、復興と対立する

という矛盾が指摘されうる 5)。 

災害復興における防災とは、来るべき次の災害の

ための技術だけではなく、復興のための技術でもあ

るべきである。適切な防災＝技術によって、災害復

興はなされる。適切な防災＝技術では、住民を参加

者という主体に位置付けるが、それは行政や専門家

に対して従属的では達成されえない。次章では、住

民参加はなされたが、その参加における主体性が問

われる事例を挙げる。 

 

３．いわき市旧豊間中学校校舎と震災遺構 

福島県いわき市の薄磯区は、2011年の東北地方太

平洋沖地震による被災から 7年目となり、復興期に

ある。地区に存した旧中学校校舎をめぐる議論は、

復興期の防災＝技術のあり方を、機能とその設計の

過程としてあらわにする事例である。 

 

（１）地区の概要 

１）被災状況 

薄磯区は、震災前に人口 766 人、259 世帯の比較

的小さな地区であったが、2011年の東北地方太平洋

沖地震において発生した津波により多くの人的・物

的被害をうけた。観測された津波高は 8.51メートル、

死者 111名（直接死）、家屋被害は全壊 87パーセン

ト、被害なしは 1パーセントとされる 6)。 

 

２）復興を担う地域住民組織 

薄磯区では、「薄磯復興協議委員会」が 2011年 10

月 23日に、薄磯区会の意向を受けて設立された。区

会の構成員（当時）から比較して年齢の若い住民を

主な構成員とし、薄磯区での東日本大震災からの「円

滑かつ迅速な復興を図るため、復興整備計画の作成

や土地利用計画、許認可等に関する事項を協議し、

以前の【薄磯】のように平穏かつ活気のある住みよ

い町の再生、構築することを目的」（薄磯復興協議委

員会ホームページより）としている。 

薄磯復興協議委員会は発足後、薄磯区会や、関係

の深い隣接区である豊間区と沼ノ内区の各行政区会、

薄磯・豊間・沼ノ内 3区住民による市民会議「海ま

ちとよま市民会議」といった地域住民組織と連携し、

またいわき市や福島県自治体と少なくとも形式上で

は官民協働のもと、2017年現在も活動を進めている
7）。 

 

（２）校舎の「遺構化」から解体まで 

いわき市立豊間中学校は薄磯区、豊間区、沼ノ内

区を学区とし、1952年より薄磯区に存している。中

学校校舎と体育館は、東北地方太平洋沖地震の津波

によって浸水はしたが流失を免れた構造物であった。 

中学校校舎及び体育館の保存を訴える動きは

2012年より本格化し、薄磯復興協議委員会はその中

心的な役割をはたしてきた。保存運動の 2014年の体

育館解体までの動きについては、高橋（2015）が詳



しい。2017年現在の結果として、中学校校舎も解体

が「選択」された。以下、こうした経緯について概

観する。 

１）学校機能の整備 

「教育の空白化」を避けるため、中学校での授業

は、浸水被害を免れた薄磯区内にある豊間小学校を

借りて 2012年 4月より行われる。 

2013年にはいわき市より「豊間地区『学校のあり

方』」において「豊間中学校を豊間小学校と連結する

形で整備」することが示された。小中一体型の併設

校として小中学校の連携教育を推進し、また「幼少

期よりの小中学校との一体的な連携を推進する」た

めに中学校内に保育園及び放課後児童クラブの整備

も示された。 

「豊間地区『学校のあり方』」には平成 28 年度の

供用開始とあるが、2017年の 2学期より中学校は供

用が始まった。体育館の整備も進められており、平

成 30年度での供用を検討されている。 

また放課後児童クラブは、市内 NPO 法人による指

定管理によって「豊間しおかぜ児童クラブ」が、震

災以前より供用されていた小学校敷地内のプレハブ

小屋を用いて 2017年 4月に開講された。同年 8月よ

り、中学校の供用開始に合わせて、校舎 1階に整備

された教室と併用して開講されている。保育園は平

成 30年度からの供用開始が検討されている。 

 

２）旧中学校校舎はどう扱われたか 

中学校の教育機能は上述のとおりに進められてい

る。では、旧中学校校舎は誰に・どのように扱われ

たのか。 

地区では薄磯復興協議委員会により、保存の意見

書が 2012年にいわき市へ提出された。旧中学校校舎

および体育館を防災教育の拠点として活用すること

を提案するものである。地区住民だけでなく大学の

学生や教員等による意見や議論もふまえ、活用案を

具体化していった。 

いわき市教育委員会による当初の回答は、震災遺

構としての利用は認められないというものである。

薄磯復興協議委員会名義での意見書に対して、いわ

き市教育委員会は、2013 年 5 月 13 日付けの文部科

学省の見解として、協議委員会へ文書を同年 6 月 7

日に通知した。豊間中学校の整備は「公立学校施設

災害復旧事業」として国（文部科学省）の補助を受

ける。そのために、旧中学校校舎の扱いは以下のよ

うな論理が示された。 

 ①「公立学校施設災害復旧事業においては、現所

在地における原形復旧が原則」 

 ②「豊間中学校は今後の津波災害も否定できない

ため、特例として、移転改築を了」 

 ③「したがって、現中学校施設を、地域のコミュ

ニティ施設等、地域住民等の活動に利用するとした

場合には、そもそも公立学校施設災害復旧事業の採

択にあたり、「安全面の理由から、現所在地から他場

所に施設を移転する」ことに反するため、移転の必

要性について、合理的な説明が困難であると考える」
8)。 

いわき市は文部科学省の見解として上記の論理を

示した。通知文書の冒頭には、「豊間地区『学校のあ

り方』」の経緯において、「地区の皆様をはじめ、PTA、

学校関係者の方々と協議を重ね、今般、基本的な方

向性について合意形成がなされ」たと記している 9)。

豊間中学校を「学校のあり方」のように整備するた

めに、文部科学省の事業補助を受ける。補助を受け

るにあたり、当時は現存した旧中学校校舎および体

育館の「学校以外の施設としての利活用」が事業に

影響を及ぼさないかをいわき市は、文部科学省へ確

認し、その回答を薄磯復興協議委員会へ伝えた 10)。 

こうした行政による旧中学校校舎の扱いは、半年

後に変化する。2013年 11月 15日復興庁「震災遺構

の保存に対する支援について」という、いわゆる「一

自治体一遺構」の方針が根本復興大臣（当時）より

出されたことにより、2014 年 3 月 29 日には、いわ

き市は豊間中学校を震災遺構に保存を検討すること

となる。 

旧校舎の保存をするうえで、高橋（2015）が指摘

するように、旧中学校校舎が防災緑地の整備区域に

かぶさるという困難があった。この困難への対処の

ためにいわき市は、2014 年 10 月 10 日、および 11

月 9 日に豊間公民館において豊間・薄磯・沼ノ内 3

区の住民を対象にした説明会を開催した。説明会で

は体育館と旧中学校校舎の一部を解体する案を示し

た。 

体育館の解体は既定路線であり、同年 9月 21日に

体育館の「お別れ会」が海まち・とよま市民会議に

よって催されている。体育館は同年 10月には解体が

終了している。 

こうした説明会の後、2014年 12 月から 2015年 3

月末日に、いわき市・福島県と豊間・薄磯・沼ノ内

3 行政区との「協議」が行われ、結果、旧中学校校

舎の解体は決定された。この決定は、地元の「選択」



とされた。 

 

３）震災メモリアル 

震災遺構としての旧中学校の利用は実現されなか

ったが、そのいくつかの機能を担う案が「震災メモ

リアル事業」として、いわき市によって準備されて

いる。 

2015年 6月に「震災メモリアル検討会議」が設置

され、同年 11月に同会議からの提言を受理し、2016

年 5月に「震災メモリアル事業方針」が策定、2017

年 5月に「震災メモリアル中核拠点施設基本計画書」

が公表された。 

震災メモリアル事業は「地震、津波に加え、東京

電力福島第一原子力発電所の事故が重なるという未

曾有の複合災害に見舞われた、いわき市の震災経験

をあらためて捉えなおし、震災の記憶や教訓を風化

させず確実に後世へ伝えていくことによる、危機意

識や防災意識の醸成等を図っていくことを目的」11)

とする事業とされる。中核拠点施設は薄磯区に整備

されることが決定されており、2019年からの供用開

始が計画されている。 

現段階では、地元住民による意見の反映は不明確

のまま、いわき市によって準備が進められている。

検討会議は有識者により構成され、地元住民は含ま

れない。また、公式には 2016年 5月 17日に行われ

た市役所での会見および 3行政区長への説明以外に、

住民説明会などは行われていない。 

 

４．防災＝技術の適切さ 

地元住民組織の意向を発端に調整が進められた旧

校舎の保存は、形式的には官民協働のプロセスを経

て、地元の選択として解体という結果となった。解

体の結果をネガティブに捉えるならば、調整力の不

足や協議の失敗、合意形成の困難、地元エゴ、とい

った様々な評価がなされるかもしれない。旧中学校

校舎の保存推進派であった地元住民からすれば断腸

の想いという意味をもち、記憶の継承の観点からは

その手法の選択肢を不可逆的に排したことがネガテ

ィブな意味をもつといえる。 

しかしながら本稿では、旧中学校校舎の解体とい

う結果そのものよりも、その経過に焦点をあてる。

物理的構造の点で旧校舎は変化していないにも関わ

らず、その扱われ方、つまり付与される機能的性質

が変化した。本章では、こうした旧校舎の扱いを、

防災＝技術システムへの組み込みにおける旧校舎と

いう技術的人工物の（再）設計と解釈することによ

り、住民参加のあり方から防災＝技術の適切さを考

察する。 

 

（１）技術決定論と社会決定論のあいだ 

あらかじめ述べておくと、いわき市と少なくとも

薄磯復興協議委員会では、防災の、いわばメタ的な

意味づけが共有されていなかった。防災のもつ安

全・安心という機能に薄磯復興協議委員会は、地域

の復興、言い換えれば持続可能性を求めていた 12)。 

ここに、防災＝技術の機能を考えるうえで、技術

決定論か社会決定論かという問いが生じるかもしれ

ない。防災が有害事象としての自然現象と対峙する

うえで、自然科学や社会工学等の専門知を用いた技

術は不可欠だ。このとき、社会・被災地の側が技術

の要求に従うという考え方が技術決定論である。対

して社会決定論では、これまでの防潮堤や旧校舎の

事例によって代表されるように、人工物の機能は社

会によって定まると考える。 

防災＝技術の社会決定論は、災害復興への住民参

加を正当化するにあたり魅力的かもしれない。人工

物の機能が社会の側によって定まるならば、旧校舎

の扱いでは、官－民あるいは民－民における機制を

社会科学的に検証し、住民参加の正統性を提示する

道があるかもしれない。 

しかし、津波により浸水し流失を免れた構造物と

いう事実的・客観的な性質は、代替不可能な力を有

すると考えられる。被災地に残存した構造物だから

こそ震災遺構としての訴求力をもち、だからこそ地

元住民も、他ではなく旧校舎の保存を訴えた 13)。こ

の旧校舎がもつ事実的・客観的な性質は社会的文脈

に依存しない。 

問題は防災＝技術のシステム的な設計にある。自

然災害からの安全・安心が被災地の復興を含意する

ならば、安全・安心の意味するところが、まず問題

となるだろう。次節では、「安全・安心」概念を整理

することにより技術決定論を退け、技術の公共性と

いう問題構制を示す。 

 

（２）安全・安心の公共性 

防災とは自然災害からの安全・安心を実現する技

術であると先述した。では、安全・安心の実現とは、

「客観的な『安全』を技術的に追求することを通じ

て、一人一人の主観的な『安心』を保証することを

目指す」（藤井 2009：29）ことであるのか。外力と



しての自然現象が関係するために、自然科学の有用

性を引き受けることが私たちに要請される。この意

味で、安全は技術的に追求されるといえるだろう。

そして安心は定量化可能であるかもしれないが、心

理学的に記述される主観的性質であるといえる。 

問題は、「安全」を技術的に追求するとき、「安心」

をどのように関係づけるかにある。「安全・安心」と

いう語について、日本国内の状況に限り、その背景

を概観する。 

 

１）「安全・安心」の背景 

国内の「安全・安心」言説において、科学・技術

の文脈では、2000 年代の BSE（Bovine Spongiform 

Encephalopathy; 牛海綿状脳症）問題に「食の安全・

安心」をみることができる（神里 2004）。科学・技

術の不確実性のもと、「リスク」概念の導入といわば

相関的に、さまざまな場面において合意形成におけ

る市民の「安心」への配慮が重視される 14)。その結

果しばしば「安全・安心」が科学・技術かつ／また

はその専門家やその語りを用いる行政への「信頼構

築」を意味することになったと指摘される（同；78f）。 

安心の主体としての市民は、有害事象への対処を

行政や専門家へ委任するという形式をとることが多

い。安心を「気遣いや心配を免れている状態」（矢守

ほか 2011：36）とするとき、病気や地震、津波と

いった有害事象が、気遣い・心配の客体である。気

遣いしないための方法の一つが技術的に対処するこ

とである。その対処がもっぱらの行政や専門家の役

割となるとき、安全は与件として市民に供給される

ことになる。 

BSE 問題や東日本大震災は、科学・技術の不確実

性、行政や専門家の限界をあらわとした。行政や専

門家の側では、不確実のもとでの安全をいかに市民

へ安心してもらうかという関心が生じる。一方の市

民の側では、食事の摂取や自然との共存が避けられ

ない以上、リスクをとる（risk take）必要が認識さ

れる。安全をテクノクラシー的に依存するような安

心の仕方か、それとも別の安心の仕方を求めるのか。

市民と行政・専門家の関心が呼応することによって、

一種の官僚語であるような「安全・安心」が、社会

問題として解決が望まれるようになる 15)。 

 

２）安全と安心の関係性 

上述の「安全・安心」の課題を、矢守ほか（2011）

は「安全・安心」の「関係性のスタイル」の変化が

問われていると表現する。安心の実現が個人にでは

なく社会的構造において解決されるとき、安全と安

心が関係性において把握される必要が生じ、その関

係のあり方が問題となる。 

「安全・安心」を個人ではなく社会において解決

するとき、その解決のフレーミング（認識枠組み）
16)はしばしば「信頼」を重視するあまりに、結果と

して安全をブラックボックス化する傾向にある。信

頼の構築そのものは解決すべき課題である。しかし

信頼の成り立たない理由についての対立や混乱が、

ブラックボックス化によってますますの混乱を生じ

させるときがある。 

「安全だけど安心できない」（中谷内 2008）に代

表されるような、信頼を変数とする問題解決が、信

頼重視のフレーングによる「安全・安心」である。

東京電力福島第 1原子力発電所事故をめぐる放射線

量を取り巻く状況が事例となるだろう 17)。 

放射線量の安全基準、特に低線量かつ長期にわた

る放射線被ばくについては、科学的に多くの知見が

報告されている。100 ミリシーベルトを超えると被

ばく線量に依存して発がんリスクの増加が認められ

るが、100 ミリシーベルト以下の被ばく線量ではリ

スクの解明が困難であるとされている 18)。健康の定

義も関わるが、福島の復興に向けて放射線の問題は

避けられず、不確実のもとでの安全を指針として提

示することが、当時の行政府には求められていた。

結果として、年間 20ミリシーベルトを基準に避難指

示が出される。この年間 20ミリシーベルトをいかに

安心してもらうか。これが解決すべき課題と設定さ

れ、リスクコミュニケーションへ焦点があてられる。 

また、現在という時間からは、事故から 7 年の科

学的見地の蓄積も踏まえて、日本学術会議の分化会

が 2017年 9月 1日の報告書において、少なくとも「次

世代への影響」は否定できることは科学的に決着が

ついたと述べる。むしろ不安による健康リスクへ「過

剰診断」や「知らない権利への配慮」といったクラ

イシスコミュケーションやポストクライシスコミュ

ニケーション（リスクコミュニケーション）の重要

性を指摘する（日本学術会議臨床医学委員会放射線

防護・リスクマネジメント分科会 2017）。 

「安全だけど安心できない」のもとでは、「不確実

のもとで」という理解はあるものの、しばしば安心

の主体にとって安全は与件として扱われ、結果ブラ

ックボックスとされてしまう傾向にある。不確実性

において問題は、社会における「リスクの受容」だ



けでなく倫理的に「受容可能なリスク（acceptable 

risk）」にあり、安全基準の価値的・政治的契機を理

解する必要があるだろう。所与のものとしての安全

基準ではなく、その安全基準への背景や成り立ちへ

着目したフレーミングは、本稿も共有するものであ

る。 

安全基準あるいは技術基準とよばれるものも一種

の技術的人工物といえる。安全基準は、さまざまな

場面において規範性をもち、その規範性は事実的だ

けでなく道徳的にも受容可能なものである。橋本

（2017）は、現代社会を支える技術の安全基準につ

いて、歴史的背景や技術的考察を明らかにしている。

村上（2016）は行政学の立場から、技術基準が各種

業界団体と行政府による規制として定まり機能する

空間を考察している。こうした研究が示すのは、技

術的人工物の公共的ともいえる側面である。 

 

３）安全・安心と技術の公共性 

「安全」は客観的な性質であり、客観的であるか

らこそ規範として働くといえる。その一方で、ある

数値が「安全である」という判断は、事実的である

というより評価的な判断ともいえるだろう。 

「安全」のブラックボックスを解明することによ

り、「安全・安心」の解決にあたり、技術への参加を

契機に見出すことを可能とする。不確実性のもとで

の判断は避けられず、かつその判断の影響は社会に

広く及ぼすことが推測されるならば、判断をステー

クホルダーへと開くことが政治的に正当であろう。

ここに技術の公共性が指摘されうる。 

和包丁のような個物的な人工物であるならば、そ

の安全判断、つまりどのような規範を付与するかの

設計は、専門知を有する者によってのみなされると

いうパターナリズムが許容されるかもしれない。「切

る」という機能について、もっとも機能するような

客観的な物理的な形態を設計することは専門家が得

意とするだろう。そして機能の実現において、和包

丁を用いる主体のヒトにとって安全であるような形

態についても、専門家は支配的な役割を果たしうる。

一見するとテクノクラシーが必要とされる場面であ

る。 

しかし、切る機能と安全は必然的に結びつくわけ

ではない。子どもには使えない、握力の落ちた老人

でも使用できる、といった考慮や、価格や切る対象

などの文化的文脈をパラメータとして設計されると

き、安全はそのパラメータのひとつとなる。そして、

どのような客観的要素を安全とするか、なぜ安全を

パラメータとするのか、というミクロな場面とマク

ロな場面の安全判断が求められる。切る機能と安全

は、恣意的ではないが社会的・政治的に結びつくと

いえる。 

技術的人工物の設計において、どのような機能を

付与し、何を安全と呼ぶか。この過程は比喩的に、

ある具体的な技術を定義することだと言える。こう

した技術の定義とは、公共性において問われる。そ

の定義可能であるという技術理解から、誰が・どの

ように技術の定義へ参加可能であるかは、技術の公

共性である。 

 

４）防災＝技術の再定義 

技術への参加は、形式的な参加だけではなく、そ

の内容的な参加があってはじめて成立する。内容的

に妥当な技術の参加とは、専門家のみによる支配的

役割が退き、多種のステークホルダーによる、人工

物の機能を設計する、あるいは再定義するという、

いわば権力闘争的なものである。 

和包丁について、現代の私たちの社会において自

明に「和包丁」とされるモノがあり、この技術への

参加が問題の遡上にあがることはほとんどないだろ

う。これは、和包丁が私たちの社会のなかで体制化

しているからだ。このような技術の体制をフィーン

バーグは「技術コード（technological codes）」と

よぶ。 

 

「〔技術の〕体制には、技術者によって純粋に技術

的な言語や実践のかたちで実現される多くの社会的

要因が組み込まれている。重要な社会的価値の直接

的な反映と解釈するのが最もよいと思われるような

体制の側面のことを、技術の技術コードとよぶ 」

（Feenberg 1999: 88＝2004：127f）。 

 

防災に技術コードはあるだろうか。先述のように、

防災パラダイムの転換がさけばれるということは、

技術コードによって従前の防災が方向づけられてい

る証左であろう。さらには逆説的に、防災＝技術の

自律性、あるいは利害関心からの中立は、擬似的な

ものであることも明らかである。つまり、災害復興

における防災は、技術コードがあらわとなるような

動的な体制化の過程にある。復興の多義性は自然災

害からの安全・安心を方向づけるが、防災＝技術は

未確定であり、開かれている。 



3 章で取り上げた旧中学校校舎は、住民による技

術の再定義を求めた権力闘争であったといえる。い

わき市の論理、文部科学省の論理、そして復興庁の

論理という、行政あるいは専門知の支配に対し、住

民による保存運動は「安全・安心」を通じた主権回

復の運動であったといえる。 

所与のものとして行政によって定義された機能に

対する住民の参加をどう考えるかにより、2014年 12

月から 2015年 3月末日に実施された「協議」の評価

は別れる。所与の定義は確定したものであり、した

がって住民へ説明し理解をえることを合意の目的と

するか。それとも、所与の定義はあくまでも行政に

よる暫定の定義であり、住民との協議によってはじ

めて確定するような、再定義をもって合意の目的と

するのか。 

住民にとって旧校舎の保存、震災遺構化 19)とは、

自然災害からの安全・安心が同時に地域の持続可能

性をもたらすものであるという定義、そしてこの定

義に起因する旧中学校校舎の保存という目的が設定

され、それは旧校舎の震災遺構としての再定義を行

政へ求めた。もちろん、復旧および復興には税金が

投入され、ステークホルダーの線引きという困難も

あり、閉じてはいない。また、住民のあいだでも、

定義が一致していたわけではない。この意味でも、

防災＝技術は公共に開かれている。そして、そうし

た防災＝技術への参加によって、内容がはじめて定

義される。 

 

５．おわりに 

災害復興の目的は多義的であり、その可能な手法

も多様である。そうした選択において行政府や専門

知による支配的な決定は、退けられるべきテクノク

ラシーであるだろう。災害復興における防災とは、

来るべき次の災害のための技術だけではなく、復興

のための技術でもあるべきである。つまり、適切な

防災＝技術によって災害復興はなされる。この防災

＝技術の適切さは、単に技術の使用においてだけで

はなく、その機能の定義に関わる。技術は公共に開

かれている。技術の設計としての定義のプロセスに

住民が参加すること、この住民参加は単なる形式的

なものではなく内容的に妥当であるのは、その定義

の決定に主権的に参加するとき、防災＝技術は適切

となる。 
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注 

1)特に全体の見通しを与える整理は、田中（2013b）

を参照。田中（2013b）は、1961 年防災対策基本法

の制定から東日本大震災までの防災の特徴を、(1)

科学主義（「想定の連鎖」による対策、(2)想定外力

の向上（ハード整備）、(3)行政中心、(4)中央集権的、

の 4つをあげる。 

2)「経験論的転回（empirical turn）」をうけて以降

の技術哲学の問題意識は、技術をブラックボックス

化するのではなく、技術の営みそれ自体へ考察の目

を向ける。次を参照。Franssen, Martin., Peter Vermaas., 
Peter Kroes., Anthonie Meijers. (Eds.) Philosophy of 
Technology after the Empirical Turn, Springer, 2016 
3)物理学者のアルヴィン・ワインバーグによる概念。 

4)代表は Wisner et.al.(2004)。 

5)塩崎賢明『復興〈災害〉』、岩波書店、2014も参照。 

6)表 1を参照。山田修司・松本行真「沿岸被災地に

おける安全・安心の社会実装に向けた課題」吉原直

樹・仁平義明・松本行真編著『東日本大震災と被災・

避難の生活記録』、六花出版、pp393-421、2015：408、

表 2より転載。 

 

表 1 

7)菅野（2015）、菅野（2017）は地区内の地域住民組

織間や、地域外の組織との連携について分析し課題

を述べている。本稿では官民協働という点にしぼる。 

8)薄磯復興協議委員会 web サイトの 2013 年 8 月 20

日付の記事及び添付されている文書を参照した。 

9)同上。 



10)同上。 

11)いわき市（2017）より。 

12)地区内でも復興については共有されていたが、問

題は旧校舎の保存をするか積極的に解体するかとい

う、手法の違いがあった。 

13)薄磯復興協議委員会が中心となったが、地区内の

すべての住民が積極的な保存の意思を示していたわ

けではない。地域内の協議の失敗として、薄磯区で

は新たな形式の会議体が形成されつつある。 

14)安心と信頼を区別し、社会集団の秩序生成を説明

したものに、山岸俊男『信頼の構造』東京大学出版

会、1995がある。 

15)村上（2005）はこのような社会構造を「外化」と

よび、個人責任の相当部分を「外化」する点に現代

社会の特徴を見出す。「外化」の論理は、「大きな政

府」か「小さな政府」かという議論となり、「大きく

なる」行政府の機制を説明する。 

16)環境問題などの対立状況を説明するさいに用い

られる。「問題状況が視点の取り方によって多義的に

解釈できるとき、どの解釈が科学的に正しいかを断

定することはできない。このような状況では、情報

をただ増やしても、状況認識は『一つ』に収斂され

ない。というのも、争われているのは必ずしも客観

的な事実ではなく、事実が指し示す利害の分布や損

得関係にあるからである」（佐藤仁「『問題』を切り

取る視点」石弘之編『環境学の技法』東京大学出版

会、41-75、2002：44）。 

17)平川秀幸は、被曝リスクの回避という問題につい

てのフレーミングを、「こども・被災者支援法」によ

る「権利・民主性フレーム」と、政府側の態度とし

て「事実・客観性フレーム」と特徴づけている。ま

た、二つのフレーミングは無条件でどちらかが優位

にあるのではなく、両者による複眼視の重要性も述

べている。平川秀幸「3・11後の科学と民主主義」『ア

ステイオン』、VOL.85、pp76-93、2016 

18)内閣官房のワーキンググループは報告書におい

て、「あくまで現時点での科学的見地からの評価であ

り、 何が科学的には一致した見解か、何が科学的に

は評価できていないか、現時点の科学の限界を含め

て整理することと」を目的と述べている（内閣官房 

2011：2）。 

19)記憶の継承という機能こそが震災遺構の機能的

性質であり、この性質をもつことが震災遺構の必要

十分定義であるという反論があるかもしれない。た

しかに、記憶の継承は、防災の目的において人間学

的な義務であるということができるかもしれない。

しかし小川（2015）が文化社会学的に論じているよ

うに、「震災遺構」は、その外延も内包も定まってお

らず、やはり動的な途上にあるといえる。 
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