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防災の工学化と政治性
山　田　修　司

（東日本大震災・原子力災害伝承館）

要　旨

　防災を「社会現象」と把握する社会構築主義は、その成果に反して、科学や技術をその説明に位
置づけることがほとんどできていない。本稿では国内の防災科学の先駆を寺田寅彦に見出し、社会
現象と把握しつつも科学や技術がなお重要な位置を寺田の主張のなかで占めていることを確認す
る。寺田寅彦の災害・防災観の検討を通じて、災害－防災の「工学化」という対象化の理解と、その「防
ぐ」ことがはらむ政治性を明らかにする。これにより、防災を「よりよく生きる」といった価値実
現のための文脈として理解する必要と、技術の政治学の実質化という課題が指摘される。

キーワード：防災、寺田寅彦、技術、技術の政治

１．はじめに
　防災を論じることは防災そのものではない。それでもなお防災を論じることに意義があるとする
ならば、そのひとつは、いかに「現実」を喚起しうるかにあると考えることができるだろう。いわ
ゆる文系・理系を問わず、「経験的」を標榜する研究（1）は現実の防災、防災の実態なるものを記述し、
説明する。経験的研究に対置して、理論、より精確には規範理論は、望ましい防災のあり方を探求
する。防災における経験的研究と規範理論の関係は、他の領域と同様か比してそれ以上に、現実と
の関わりに特徴を見出せるだろう。
　現実との関わりのひとつは、防災の実現にある。たとえば「津波を避けるためには高い場所へ逃
げるべきである」というような機能的な言明（〜のため）と規範的な言明（〜べき）のハイブリッ
ドな言明が、われわれの行動に方向性を与える。こうした言明の背後には、災害とは何であるかと
いう科学と、どのようにして防ぐのかという技術の 2 つの契機を特徴としている。防災を論じるこ
とを通じて、経験的にであれ規範的にであれ、防災を記述し説明する。
　防災の実現における問題は、防災において実現されるべき機能および規範と、それを実現する人
間や社会との関係をどのように構想するかにある。つまり、科学および技術と人間および社会との
関係をどのように記述し説明するかという問題である。構想であるのは、防災は必ずしも自明では
なく、「避難する」や「防潮堤を建造する」といった具体的事例をまとめるラベルのような働きをもっ
ているためである。このことから防災は、経験的な対象というよりも分析的な対象であるといえる
だろう。つまり概念的なレベルでは、「防災は何であるか」には、「防災とは何であるべきか」とい
う認識論的規範が作用している。
　近年の、少なくとも日本国内に限定したとしても、災害論および防災論の主流的な考えは、「災
害は社会現象」という把握である。そうした社会現象の説明にあたって、科学や技術は位置付けを
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与えられるのか、あるとすればどのような役割を果たしているのだろうか。
　本稿は、「災害は社会現象である」という把握について、国内における防災科学の発明者といえ
る寺田寅彦の議論を導きに、上記の問題を検討していく。寺田の「防災科学」観には、現在の防災
の専門家にも通じる権威的な役割と、解決の糸口という両義性をうかがうことができるためである。
　防災を、さしあたり日本語の字義通りに意味をとって、将来のかつ／または現在進行形の「自然
災害に備え、防ぐ」という営みであるとしよう。こうした営みには「想定して設計する」という工
学にみられる特徴を指摘できる。本稿ではこの特徴から防災の説明について「防災の工学化」と呼
ぶことにして、技術的な契機に焦点をあてる。
　防災の機能を実現するための過程（つまり工学化）において、たとえば、技術的合理性の名の下
に防災というシステムの歯車に住民を組み込むモデルを採用するか否か、拒否するならばどのよう
な代替案が可能であるか、といった問題が浮かび上がる。歯車モデルは、防潮堤という津波防護と
景観のトレード・オフや、文字通りの歯車としての「情報による避難」といった言説の背景として
うかがうことができるだろう。
　本稿の目的は、そうした技術への従属に対する防災のオルターナティブを提示するために、防災
の技術的特徴における主体についての倫理や政治といった価値を焦点化するための議論の素描を試
みることにある。ここで、オルターナティブを提示するといっても、現状の防災や先行する経験的
研究を否定するものではない。また、防災を「技術」という観点から一次元的に記述できると主張
するものでもない。防災についての技術的な説明へ焦点をあててもなお、防災の社会的な側面は損
なわれないことを示す。そのために、近年のサイエンス・スタディーズやテクノロジー・スタディー
ズにおける議論を背景に、防災についての歯車モデルのような技術的機能への従属というような語
りがはらむ工学化の両義性とその解決としての代替案を検討する。そして、防災も「よりよく生き
ること（well-being）」の内容を構成するものであることに立ち返り、したがって工学化においても
政治的な主体が重要であることを主張する。
　以下、上記の問題意識を敷衍しつつ、寺田寅彦の「防災科学」観を導きに、議論を展開していく。
本稿の構成は、まず第 2 節では災害の社会構築について、既存研究を概観し、技術的な説明の不十
分さを示す。第 3 節からは『天災と国防』（2011）に収められた随筆から寺田寅彦の科学観と経験
の特異性を確認し、続く第 4 節では工学化という問題構成を検討する。そして第 5 節で、寺田の提
起した逆説について工学化を通じた解決と技術への従属からの代替案を検討する。

2．災害の社会構築
　防災を論じるにあたり、災害とある程度は独立だとしても全くの無関係に論じることは困難であ
ろう。まず防災は素朴に日本語の意味を考えれば「災害を防ぐ」と理解できる。災害という語は、「労
働災害」や「交通災害」のように領域や状況を表す語と結びついて、その範囲を限定でき、一方で
防災という語の使用は「自然災害」へと限定されているように思われる。たとえば「社会学文献デー
タベース」（2）で防災と災害をそれぞれ検索すると、災害は 335 件、防災は 76 件となる（2021 年 8
月 25 日現在）。検索された文献リストをみてみると、災害には自然災害だけでなく、交通災害や労
働災害、公害などが含まれている。一方の防災は、自然災害に限られている。本稿もさしあたり、
防災について「自然災害を防ぐ」という理解を出発点としよう。
　防災の論じられ方は、広義には災害研究に包摂されるだろう（3）。そうしたなかで、災害と防災の
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論じられ方には、重心の置かれ方にグラデーションの違いがある。社会科学を見渡すと、たとえば
長田攻一が災害社会学について、「災害を研究素材とする社会学」と「災害を研究対象とする社会学」
という 2 つのパースペクティブと、社会変動へ着目する「理論化志向」の研究と前災害期に着目す
る「実践的志向」の防災社会学という 2 つのパースペクティブの組み合わせによる、計 4 つの位相
を整理している（長田　1999：324-326）。また室井研二は長田による 4 つの位相を都市社会という
より広い観点から発展させた整理枠組みを示している（室井　2007）。系統的整理には、社会学で
は辻（1999）が、人類学では木村（2005）がある。
　災害研究において、自然災害を対象としながらも、自然的なものとして説明されるよりも社会的
な説明が中心をなす。「災害」と“disaster”の相違には留意すべきだが、米国における災害の社会
科学の先駆であるエンリコ・クアランテリが「災害（disaster）とは何か」という問いを進めるにあたっ
て、様々に用いられる災害（disaster）が社会構築的な概念であることを課題としていた（Quarantelli 
1998）。このことは、現代の国際的枠組みにおいて防災が“disaster risk reduction”の訳語とされ
ているように、リスク（risk）への焦点化につながる問題だと理解できよう。日本国内でも、ワイ
ズナー他による PAR（Pressure and Release）モデルおよび改良アクセスモデル（4）の翻訳（Wisner 
et al. 2004=2010）を通じて、社会科学に留まらず広く防災の研究者に共有される。ワイズナー他に
よるモデルに従えば、災害とは hazard と vulnerability の交差するところに生じる、と把握される。
vulnerability への介入（5）という実践は、多様なリスクの把握を前提とし、災害の要因を不平等や
貧困といった社会構造に見出すことによって、防災という文脈における開発援助やジェンダー主流
化といった潮流を作り出した（田中・野々口　2016，池田 2013）。
　災害の社会構築主義的な傾向において、しかし、科学や技術の役割はほとんど顧みられないか周
辺に置かれてしまっている。ヤコビ（2018）による津波観測体制の研究や、田中（2013）による政
策レベルでのパラダイム転換の議論があるが、科学や技術の役割は半ば所与のものとしてブラック
ボックス化されているように思われる。そうした議論に対し、社会学の小松丈晃による N・ルーマ
ンのシステム理論に由来する「リスク変換」という概念装置を用いた 2011 年東北地方太平洋沖地
震を発端とする「超広域複合災害」の分析（小松　2012）は、科学や技術に役割が与えられている。
リスク変換の過程に対するセカンド・オーダーの観察によるリスクのシステム準拠の明示化という
小松の問題提起は復興における防災の意義を社会システムに位置づけるうえで有効となるだろう。
しかし、リスク変換の分析のなかで、科学や技術はリスク概念にからめとられてしまい、表立って
の説明にはでてこない。
　本節では海外の動向を含めて災害研究の社会構築的傾向とその課題を検討した。次節からは寺田
寅彦の災害と防災に関する言説から、構築主義的な説明と科学・技術の役割の整合性や課題を確認
していく。

3．寺田寅彦の「防災科学」観
(1) 災害と科学

　われわれの日常用語としての防災という語は災害という語と比して新しい語のようである。小学
館『日本国語大辞典〔第 2 版〕』（2003）によれば、「災害」という語は『万葉集』の第 5 巻、山上
憶良の作「沈痾自哀文」に登場する。当然ながら、現代との語の使用と意味との相違には注意すべ
きであろう。一方の「防災」については、1947（昭和 22）年の地方自治法を挙げている。しかし、
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これよりも早く、岩波書店から全 6 巻で刊行された『普及講座　防災科学』（1935-36）をもって
1935（昭和 10）年にまで遡り確認することができる。この講座は、「天災と国防」といった随筆で
知られる物理学者の寺田寅彦（1875-1935）が監修者のひとりとなっている。
　当然ながら、防災という語の使用がないことは現代的観点から「防災」とよぶことのできる営み
を否定する根拠とはならず、かつそうした意図も本稿にはない。本稿は防災の「新しさ」を、近代
の科学や技術との関わりとして注目する。以下、寺田の随筆を参照することで、近代的な科学、そ
して技術との関わりから防災を把握してみたい。
　本稿では、寺田の災害観（あるいは防災観）を文献から断片的に参照しつつ確認していく（6）。寺
田の科学主義ともいえる災害観のなかに、日本固有の事情だけでなく現在の災害研究（ディザス
ター・リサーチ）に内在する問題構制を取り出すことで、本稿の問題意識を敷衍できると考えている。
　しばしば有名な警句として、「天災は忘れた頃にやって来る」（7）が、専門家やマスメディアによっ
て寺田のものとして「参照」されている。寺田の出身である高知市立寺田寅彦記念館も「天災は忘
れられたる頃来る」をやはり寺田の言葉として紹介している（8）。しかし、「天災と国防」（1934）の
なかにそれととれる意味の文言（9）はあるものの、文献的根拠は確認されていない。寺田による警
句としての初出には、寺田門下の物理学者・中谷宇吉郎（1900-1962）による 1938 年の朝日新聞の
記事が指摘されている（初山　2017：8-10）。この警句が寺田自身によるものではないにせよ、寺田
の災害や防災に対する考えと全く矛盾し整合がとれない、という訳でもないだろう。科学史の初山
高仁はこの警句のなりたちを整理し、寺田の独自性が現れているものとみるのではなく、1906 年サ
ンフランシスコ地震や 1923 年関東大震災の経験（10）から科学者たちによってなされていた、いわゆ
る「天譴論」への反論として人間社会の忘却や怠慢こそが災害の原因だという主張のバリエーショ
ンのひとつと位置づけている。そして、寺田の独自性は 1930 年代にも議論を続けていたことにこ
そあると、初山は指摘している（初山　2017：5）。初山の指摘に従えば、「忘れた頃に来る」とい
うだけでなく、だからこそ「教育の徹底によりこれを避けなければならない」（初山　2017：10）
という考えこそが、寺田の災害観（または防災観）を代表するものとなる。
　そうした「教育によって災害を避けられる」という災害観は、言い換えると、「災害とは社会現
象である」というものとなるだろう。「災難雑考」（1935）には、次の文章がある。

　　 「地震の現象」と「地震による災害」とは区別して考えなければならない。現象のほうは人間
の力でどうにもならなくても「災害」のほうは注意次第でどんなにでも軽減されうる可能性が
あるのである。そういう見地から見ると大地震が来たらつぶれるにきまっているような学校や
工場の屋根の下におおぜいの人の子を集団させている当事者は言わば前述の箱根つり橋墜落事
件の責任者と親類どうしになって来るのである。（「災難雑考」：38）

　上記引用文にみられるのは、「つり橋墜落事件」と「地震による災害」とを比較可能にする共有
項は人為的な現象だとする見方である。ここでの人為的は意図的（作為的）を意味していない。つ
り橋墜落事件は、女学生がつり橋に大挙することで墜落し死傷者を出した。女学生にはつり橋を落
とすような意図はなかったであろう。大勢がつり橋に乗らなければ、教師の監督が十分であれば、
つり橋の安全点検や補強工事が怠っていなければ、……といった人間の不注意が墜落による死傷者
の発生という災害を生じさせた（あるいは注意があれば防止・軽減された）、という意味で人為的
と形容されている。一方の地震の発生それ自体は「人間の注意不注意には無関係に、起こるものな
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ら起こる」（「災難雑考」：38）と述べられるが、そのようにして起きるのは「地震の現象」のほう
とされる。これに対して、たとえば地震によって学校がつぶれて生徒の死傷者が出る、というよう
な「地震による災害」はつり橋墜落事件と同様に人間の不注意であるからして、「親類どうし」と
述べられる。
　災害は人為的なものであるからといって、科学的な研究が役に立たないとか必要ないということ
は主張されない。「火事教育」（1933）では、人工的であっても科学的研究の対象であることが強調
されている。

　　 火事は人工的災害であって地震や雷のような天然現象ではないという簡単明瞭な事実すら、
はっきり認識されていない。火事の災害の起こる確率は、失火の確率と、それが一定時間内に
発見され通報される確率によって決定されるということも明白に認められていない。火事のた
めに日本の国が年々幾億円を費やして灰と煙を製造しているかということを知る政府の役人も
少ない。火事が科学的研究の対象であるということを考えてみる学者もまれである。（「火事教
育」：29-30）

　この引用文において火事という災害が人工的と形容されている理由は、人為的とほぼ同様の理由
とみなすことができる。「火事教育」で対象とされる災害は日本初の高層建築火災の事例とされる
1932（昭和 7）年の白木屋百貨店の火災である。火事災害は、発火や燃焼といった現象とは区別さ
れ、「もしもあの建物の中で遭難した人らにもう少し火災に関する一般的科学知識が普及しており、
そうして避難方法に関する平素の訓練がもう少し行き届いていたならば」（「火事教育」：26）、「も
しも入場していた市民がそのような危急の場合に対する充分な知識と訓練を持ち合わせていて、そ
うしてかねてから訓練を積んだ責任ある指揮者の指揮に従って合理的統整的行動を取ることができ
れば」（「火事教育」：27）、という人為的な要因が、反実仮想的に災害の要因（あるいは軽減する要因）
として語られている。
　災害を科学的研究の対象とすることの具体的な取り組み方は、たとえば「災難雑考」で次のよう
に述べられている。

　　 だれの責任であるとか、ないとかいうあとの祭りのとがめ立てを開き直って子細らしくするよ
りももっともっとだいじなことは、今後いかにしてそういう災難を少なくするかを慎重に攻究
することであろうと思われる。それには問題のつり橋のどの鋼索のどのへんが第一に切れて、
それから、どういう順序で他の部分が破壊したかという事故の物的経過を災害の現場について
詳しく調べ、その結果を参考して次の設計の改善に資するのが何よりもいちばんたいせつなこ
とではないかと思われるのである。（「災難雑考」：41）

　「火事教育」では人間が適切に行為するための科学的知識の必要を語っていた。上記引用文では、
つり橋が墜落する、その人為的には含まれない過程への「設計の改善に資する」ための調査の必要
を語っている。では、この調査は科学的なものなのだろうか。「事故の物的経過」という過程は、
自然科学的な法則の反映として科学的研究の対象とすることは可能だろう。しかし、事故の調査と
将来的な災害軽減のための設計との間、関係づけは科学的なのであろうか。つり橋墜落事件は単称
事例にすぎず、また大勢の人間が当該のつり橋に乗ることと墜落を、必然性を伴う過程とみなすに
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は不十分だろう（11）。寺田もつり橋墜落墜落という出来事の生起は地震の発生と同様の確率的事象（12）

とみなしている（「災難雑考」：38）。「事故の物的経過」の調査は、犯人探しをする探偵と似ているが、
しかし、破壊していく過程を実験で確かめる点において、やはり探偵とは異なる科学者の仕事とさ
れている（「災難雑考」：44-47）。「事故の物的経過」の調査から後難を排す「設計の改善」への橋渡
しは、調査という科学の経験の蓄積が鍵となる。

(2) 災害と技術
　ここで、少なくとも災害／防災の文脈において語られる科学が経験と結びついていることに注目
すべきであろう（13）。「津浪と人間」（1933）および「天災と国防」（1934）の以下の文章からは、科
学に技術の契機（あるいはその逆）を読み取ることができるだろう。

　　 科学が今日のように発達したのは過去の伝統の基礎の上に時代時代の経験を丹念に克明に築き
上げた結果である。それだからこそ、颱風が吹いても地震が揺ってもびくとも動かぬ殿堂が出
来たのである。二千年の歴史によって代表された経験的基礎を無視して他所から借り集めた風
土に合わぬ材料で建てた仮小屋のような新しい哲学などはよくよく吟味しないと甚だ危ないも
のである。（「津浪と人間」：142）

　　 工事に関係する技術者がわが国特有の気象に関する深い知識を欠き、通り一ぺんの西洋直伝の
風圧計算のみをたよりにしたためもあるのではないかと想像される。これについてははなはだ
僭越ながらこの際一般工学者の謙虚な反省を促したいと思う次第である。天然を相手にする工
事では西洋の工学のみにたよることはできないのではないかというのが自分の年来の疑いであ
る（「天災と国防」：18）

　寺田による技術者・工学者に対する辛辣な物言いは、当時の技術官僚への不信の表れとみなされ
ている（若月　2016：15-16）。明治期に「科学」という語が「サイエンス（＝学）」または「サイ
エンシーズ（＝諸学）」の訳語として浸透・定着して以来、この「科学」の用法には技術あるいは
工学を含んでおり（金子　2013：290）、現代でいう「科学技術」の萌芽が胚胎していた。しかし、
単なる用法にとどまらず、技術官僚の政治的立場とイデオロギーを反映するかたちで、「科学技術」
の語が生み出されたことが指摘されている（若月　2016，金子　2013）。科学史の若月剛史は、当
時の技術官僚が置かれていた状況を次のようにまとめている。「1920 年代以来、土木系技術官僚に
とって最大の敵は、彼らの昇進の道を閉ざしていると考えられていた法科出身者であり、それに対
して自らの主張を正当化するために、自分達が独占的に有する「技術」を、経済的合理性を担保す
るものとして位置づけていた。しかし、その「技術」の誤謬性を、理科系の学者によって突かれて
しまった」（若月　2016：16）。技術官僚の立場は、ポストの確保と予算の獲得という利害において
災害／防災とも関係が深い。土木系技術官僚の役割と「経済合理性を担保する技術」という主張を
裏切るかたちでの日本国内で災害が多発するという社会的状況のなかで、先に挙げた寺田寅彦監修
の『防災科学』に対して技術官僚は反発したものの、自らの「防災工学」の不備もまた認めている（若
月　2016：16-17）。
　以上のことから、寺田が技術や工学を否定したとの結論づけは早計であり、技術への非難は、時
代限定的なあるいは官僚という属人的な営みとしての技術や工学へ向けられていたとみるべきであ
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ろう。また、科学と技術のどちらが優位か、つまり「技術は科学を基礎づける」や「技術は科学の
延長にある」といった寺田の思想や当時の科学についての判断を保留する。むしろ、技術官僚的な
用法としての「技術」を抜きにしてもなお、先の引用文から寺田は技術を、科学的経験との関連づ
けとそうした社会的性格から特徴づけていることを読み取れる。

(3) 科学主義の逆説
　寺田の災害観・防災観を、仮に「経験的科学主義」とよぶことは全くの不適当ではないだろう。
文化性・局所性を特徴とする技術と科学との橋渡しを、また災害から防災への重心の移動を可能
とする役割を、経験が大きく占めている。ここでの経験は、引用文から読み取れるように、素朴な
日常的な経験とはいえない。たしかに、寺田は技術者の科学的知識の乏しさを嘆いている。これを
科学的知識の十分さによって技術の十分さを正当化する主張とするならば、たとえば武谷三男の

「適用説」（武谷　1968）やマリオ・ブンゲのような「応用科学としての技術」という見方（Bunge 
1966）を想起させる。しかし寺田が述べていた「設計の改善に資する」ための調査も科学とされて
いることへ注意するならば、こうした技術観を科学の応用とみることには慎重になるべきだ。ここ
での科学は、「なぜ災害が生じたのか」という問いから「災害を防ぐためにはどうするか」という
問い＝研究を、程度問題はあれど、包括する。そして、先に引用したように、「過去の伝統の基礎
の上に時代時代の経験を丹念に克明に築き上げた結果」（「津浪と人間」：142）が現在の科学とされ、
ここでの伝統とは自然法則（方則）を擬人化・擬社会した言い換えである（14）。方則から築き上げ
られていく科学、それらを仲介する、より踏み込んで主張すれば「媒介」する（Verbeek 2005）こ
とが経験の役割なのである（15）。
　ここに、ある種の特異な「経験」をめぐる問題を指摘できる。次節において、寺田から現代の災害・
防災へつながる問題構制として検討する。
　経験の問題を扱うために、いまひとつ寺田の災害・防災論のなかに確認しておく点がある。それは、
方則の築き上げられ方から生じうる問題である。方則はほとんど現象と言い換えられる。科学は現
象を対象とするという限定が設けられるべきだとしても、災害が人為的であることとは矛盾してい
ない。この整合性が寺田の災害・防災科学に逆説を帰結させている。「津浪と人間」（1933）において、
寺田は人間の現象的な性向へ言及している。

　　 こんなに度々繰返される自然現象ならば、当該地方の住民は、とうの昔に何かしら相当な対策
を考えてこれに備え、災害を未然に防ぐことが出来ていてもよさそうに思われる。これは、こ
の際誰しもそう思うことであろうが、それが実際はなかなかそうならないというのがこの人間
界の人間的自然現象であるように見える。（「津浪と人間」：136-137）

そして寺田は以下のように逆説的な結論にたどりつく。

　　 あらゆる災難は一見不可抗的のようであるが実は人為的のもので、従って科学の力によって人
為的にいくらでも軽減しうるものだという考えをもう一ぺんひっくり返して、結局災難は生じ
やすいのにそれが人為的であるがためにかえって人間というものを支配する不可抗な方則の支
配を受けて不可抗なものであるという、奇妙な回りくどい結論に到達しなければならないこと
になるかもしれない。（「災難雑考」：49-50）
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　この文章からは、寺田の災害観を科学主義とよぶことは不適当と思われるかもしれない。寺田自
身は「楽観的な科学的災害防止可能論に対する一抹の懐疑」（「地震雑感」：56 頁）を表明している。
現象の発生は人為ではなく、したがって科学の与り知るところではない。ところが、災害は現象で
はなく人為であるから、科学の関与によって軽減できるはずだ。しかし、実のところ人為もまた現
象であるために、科学の埒外であり、したがって科学によって災害を防災・軽減できるなどという
考えは楽観視にすぎるという訳である。

4．工学化という問題構制
　寺田の「奇妙な回りくどい結論」をその特異な「経験」と関連づけるために、本節ではいったん
寺田の文章から離れ、経験科学における対象の契機という工学化の問題構制にふれておこう。ここ
での工学化は、「生物学から生物工学へ」というような「理学的領域・分野の工学的応用」という
意味に限られない。本稿でいう「対象化」の内容を指す語としての工学化は、筆者の造語ではなく、
語それ自体を用いていなくとも幾人かの論者によって用いられている。ここで工学化の背景に、技
術への態度・ナラティブとして対比的な二つの立場を指摘しておこう。それらは、悲観論に陥りや
すい文明論的な語りに代表される大文字の技術（Technology）と、具体的な設計－構築を指向する
小文字の技術（technologies）である（Achterhuis 2001）。技術に同行しつつ問題解決へと向かう
ためには、後者のナラティブが有効と考えられる。前者の代表に西部邁の主張を、後者の手がかり
に金森修による寺田物理学の独自性についての議論をとりあげる。
　西部（2017）は体系的な技術論を展開するわけではないが、その議論は工学化という問題把握に
おいて文明論的かつ悲観的な技術観を明示的に述べている。西部はテクネーから生活の知恵がそぎ
落とされたテクノロジーとして、技術を次のように語る。「技術とは物事を「形式化と数量化」の
精神次元に据え置くことにほかならない。この場合、逆も真なりなのであって、モノとは自然界の
出来事に比較的に厳密な形式と比較的に多くの数量を与えたときに成り立つ客観性のことであり、
コトとは世間の出来事に同様の作業を施したときに成り立つ客観性のことなのだ」（西部　2017：
21）。こうした「形式化と数量化」による「人間精神の科学への偏向」をさして西部は「技術化」（西
部　2017：22）とよび、それを大塚英志は「工学化」と名付けている（16）。西部を含む大文字の論
者にとって、技術による工学化とは日常生活のネガティブな変容とされる。
　一方で金森修による科学思想史の議論は、工学化によって変化する日常生活＝経験そのものへの
批判的考察である。17 世紀にはじまる西欧での大文字の「科学革命」は、操作主義（operationalism）
が重要なテーマであるように（ディア　2009 ＝ 2012）、自然が自然に為す自然的過程ではなく、自
然が為すことの可能なことを顕とする実験が、近代科学の成立と推進力となった。実験を介した経
験は、「経験は経験でも極めて構築的な経験、極めて人工的な経験」（金森　2015：310）である。
科学の基盤となる経験は日常的経験の延長にはなく、たとえば色は波長に、音は波動に、というよ
うに構成されており、逆説的に「経験からの退却」によってもたらされる（金森　2015：310）。
　こうした西欧科学の社会への進展は、現代の科学・技術社会の状況を以下のように説明しうる。

「特に 19 世紀以降は、科学と古くからの技術的思考との協力・合体・融合が進み、いまやわれわれ
は、人間の企図や欲望を物質化する数多くの工学的手法を手に入れた。その結果、われわれの住む
環境そのものが、〈どこかに昔から存在していた手つかずの日常的経験の対象〉というよりは、〈企
図の対象的工学化と手つかずの自然との特異な併存と融合としての対象〉に変わってしまった」（金
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森　2015：312-313）。かつては退却の対象であった日常的経験＝日常的世界が、もはや退却する必
要なく工学化されている。
　日常世界の工学化という金森の議論は、西部のそれと軌を一にするだろう。しかし、西部が「人
間活動の商品化」というような悲観論へ議論を進めるのに対し（西部　2017：26）、金森は 2 つの
選択肢をあげる。一つは工学化という経験の汚染を解体する現象学的方向、もうひとつは無垢なる
日常世界なるものを退ける方向である。工学化されていない日常世界など、「所詮は同時代の技術
連関との相関の中で暫定的にしか存在しない」（金森　2015：313）ものだからだ。後者の選択肢に
ついて、金森は寺田の物理学、あるいは「小屋掛け物理学」という「半・日常世界的物理学」に、
経験からの「退却の失敗」ではない肯定的な可能性をみてとる（金森　2015：311-312）。

5．工学化の問題と可能性
(1) 工学化のもたらす可能性

　西部と金森の両者による議論を受けつつ、防災における工学化の問題と可能性について、いまい
ちど寺田の主張へもどり検討していこう。寺田の「奇妙な回りくどい結論」という逆説を解決する
術はあるのだろうか。
　工学化、つまり経験とその築かれ方が、寺田の物理学と災害観・防災観（≒防災科学）に通底す
るものだとするならば、対象化という問題構制が浮かび上がる。それは「何を対象とするのか」「誰
が対象とするのか」、という二つの問いに応じた、ミクロなレベルとマクロなレベルに分別して検
討しよう。
　寺田が「奇妙な回りくどい結論」に導かれた背景は、災害は人為的であるという命題の解釈をめ
ぐるものである。科学革命がそうであったように、why の探求と同じかそれ以上に how の探求は
防災の成立にとって重要である。「文明が進むほど天然の暴威による災害がその激烈の度を増す」

（「天災と国防」：12）と述べるように、地震そのものはどうしようもないが、地震による被害は人
為的なもので、いわば how の領域として対象化されうる。地震のメカニズムは why の領域であるが、

「予報の問題とは独立に、地球の災害を予防する」（「地震雑感」：67）と述べられるように、実際ど
こまで独立かはさておき、防災にとって中心的とはならない。ところが、人為もまた現象であると
いう認識のもとでは why の領域へと移行し、操作可能ではなくなる。この認識もまた経験的である。
　寺田が科学教育の防災に対する重要性をたびたび主張していたことに目を配ると、逆説から脱却
しうる回路を見出せる。これには初山による「寺田が「人為」なり「人間」なりと語るにあたり、
人間一般なのか一部の人間なのかを区別し得えていたか」（初山　2017：8）という問題提起が参考
となるだろう。
　人為も現象であるという見方に関連して寺田は、「われわれ人間がこうした災難に養いはぐくま
れて育って来た」（「災難雑考」：50 頁）という「進化論的災難観」という言い方をしている。そし
てさらに、進化論的災難観を先鋭化・極論化した「災難は優良種を選択する試験のメンタルテスト」

（「災難雑考」：55）という「優生学的災難論」の可能性に言及する。このような優生学的主張は是
認されるものというよりかは「楽観的な科学的災害防止可能論に対する一抹の懐疑」の理由のひと
つである。西部において工学化の帰結として、人間の生活が技術によって工学化されること、人間
のロボット化・サイボーグ化（西部　2017：23）という危惧は、人間の生のもつ繊細さを犠牲とし
た束の間の便利さへ圧縮されるというものである。こうした危惧は、進化論から優生学へ結びつけ
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る素朴な現象観に通底するものであろう。
　寺田が人為を現象とする見方には、人為－現象の工学化の構成のされ方をみる必要がある。寺田
の防災を狭義の科学に閉じており、したがって社会学や心理学へ開くという解釈（笠井　2011）も
ありうるかもしれない。しかし、社会学や心理学によって対象化される人間の心理や感情も方則・
現象であり、人工的経験によって構成されるものであるから、やはり寺田の科学を広くとる解釈が
妥当であろう。
　寺田がいうところの人間的自然現象は、現在では認知科学を嚆矢に「認知バイアス」として、そ
の非科学的・非合理的なものとしての行動が説明されるものであろう。しかし認知科学の鈴木宏昭
がその説明の基底にある構成のされ方について、文脈依存性やハーバード・サイモンらの示した「限
定合理性」を引き合いに説明する「認知バイアス」バイアスを考慮にいれたとき、非合理的な人間
像は再考を余儀なくされる（鈴木　2020：9 章）。しばしば防災の専門家が主張するような、最終的
には行動変容を求める、いわゆるリテラシー教育の前提にある人間像は、やはり非合理的な人間像
だと思われる。問題は、教育が有効か否か、人間は本当に非合理的か否か、ではなく、そのような
人間像の作られ方によって生じている、ということが「認知バイアス」バイアスの論点である。も
しもバイアスが性向という現象であるならば、教育による矯正は土台無理なものとなりかねない。
　したがって、人間的自然現象のその人工的構成に焦点をあてるとき、「人間が生存する環境の特性、
そこで実行可能な認知的な操作、そういうものとの絡みで、つまり生態学的な妥当性という観点か
ら、知性を捉えなければならない」（鈴木　2020：233）という鈴木の提案は、逆説からの解決の糸
口を与えてくれる。バイアスには歪みや偏りといったネガティブな意味があるが、文脈、環境によっ
て善にも悪にもなりうるだけだという。そうした観点から、無垢なる環境を想定するのでも人間と
環境をそれぞれ独立の項と考えるのでもなく、環境はすでに人工的であるゆえに、バイアスを利用
し、ときに回避するような環境のデザイン（鈴木 2020：252）という選択肢が生じうるのである。
　このことは、寺田の進化論的災害観を優生学から留まらせつつ有意義な解釈を与える。近年の認
知科学は、人間の知識や行為について、人間と環境、人間と道具、といった二項対立的な見方を退
け、インタフェースのようなあり方へ注目しており、また哲学的な反省も行われている（Norman 
1988=1990, 佐伯　1992，染谷　2004）。実際にどこまで進化論的かは議論の余地があるだろうが、「災
害にはぐくまれる」ことの解釈は環境の人工化だけでなく人間の工学化という意味においても、悲
観論ではない、望ましいあり方へのデザインの可能性を残しているといえるのではないか。

(2) 工学化のはらむ問題
　以上の議論が人間像に関わるミクロレベルでの逆説の解決である。次にマクロのレベル、誰が対
象とするのかに焦点をあて逆説からの脱出を検討する。
　寺田による科学教育の重視は、その科学主義と相まってテクノクラシーの兆候をみてとれる。寺
田が字義通りのテクノクラート＝技術官僚に対して非難の目を向けていたことは上述のとおりであ
る。本稿でのテクノクラシーとは工学化に関わる。寺田のいう「人為」が、「人間一般なのか一部
の人間なのか」という初山の問いかけに答えるならば、科学者という一部と、それ以外の人間とい
う区別の導入が問題をきたす。
　「天災と国防」の標題に代表されるように寺田は防災と国防をしばしば結びつけている。また国家、
為政者、国民といった枠組みも言説のなかに登場する。歴史的過程として、天然の災害への対策で
ある防災の社会的体制が、人工的な戦争への対策である国防、特に防空と親和的に進められてきた
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ことは、歴史学、社会学などで指摘されてきた（土田　2018，山本　1999）。寺田における防災と
国防といった観念との結びつきは、そうした時代背景を反映した政治性の表れとみることができる。
　防災の政治性を、しかし、科学や技術との関わりに注目するとき、狭義の政治とは別のヒエラル
ヒーを読み取ることができる。

　　 わが国の地震学者や気象学者は従来かかる国難を予想してしばしば当局と国民に警告を与えた
はずだが、当局は目前の政務に追われ、国民はその日の生活にせわしくて、そうした忠言に耳
をかす暇がなかったように見える。誠に遺憾なことである（「天災と国防」：22）

　　 二十世紀の科学的文明国民の愛国心の発露にはもう少しちがった、もう少し合理的な様式が
あってしかるべきではないかと思う次第である（「天災と国防」：24）

　ここには、科学者を中心とする階層をみてとれるだろう。しばしば「科学者は権力なき権威」と
いわれるが、こうした狭義での政治的正統性をもたない権威を正当化するものが、科学である。科
学者は科学の代弁者として、むしろ科学へ従属するものとして客観性・中立性の仮面を被り、広義
での正統性をあたかも与えられる。哲学のアンドリュー・フィーンバーグが指摘するように、テク
ノクラシーを「伝統・法・人々の意思ではなく科学的な専門知識を参照することで正統化される、
広範な管理システム」（フィーンバーグ　1999 ＝ 2004：150）と理解するならば、防災における技
術と政治の混合は、特殊なものではなく本性的なものとなる。
　寺田による科学教育を重視する主張は、このようなテクノクラシー理解から整合的にとらえられ
る。すなわち、テクノクラシーがシステムの管理者による「操作的自律性」を高めるという暗黙の
メタ目標（フィーンバーグ　1999 ＝ 2004：151）をもつことから、科学教育は、現代でいう（素朴な）
リテラシー論にみられる「動員される主体」といった、「合理的な様式」の発露を目指したものとなる。
　ここまで、マクロレベルではネガティブな形で「奇妙な回りくどい結論」がもつ逆説の解消の可
能性を検討した。テクノクラシーによる正統化は、現代の防災専門家による「科学的に〔合理的な〕
社会常識を作る」という発言（17）や、「情報による避難」をせまる傾向にみてとることができよう。
情報は、人々の判断の資源となったり行為へと動機づけたりする可能性がある。しかしながら、非
常時の意思決定については科学的な探求は困難であり、論争的である（関谷・田中　2016）。そう
した社会科学的研究と独立に、「情報による避難」をあくまでも合理的として重視することは、情
報あるいは発信－受信を含めた情報的環境という人工物への、科学者による委任（delegation）を
通じたテクノクラシーの一形態でもある（18）。科学哲学のブルーノ・ラトゥールによる以下の議論
はテクノクラティックな合理性のシステムを広げる科学者の委任を如実に表しているだろう。

　　 気象学は世界の天気を「おおっている」が、その網の目からわれわれのほぼ全員がこぼれ落ち
る。そして、気象学者にとっての問題は、自分たちのネットワークを「拡大する」ことであり、
予測を議論の余地のないものにし、天気を知りたいと思うすべての人に対して気象台を通過す
る道を必須のものにすることである。もし成功するならば、地球上の天気についての唯一の公
式の代弁者、天気の変化の唯一の信頼される表現となる（ラトゥール　1987 ＝ 1999：312）

　以上から、技術の政治とよべる問題圏を指摘できよう。テクノクラシーによる正統化に対してネ
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ガティブな評価をくだしてきたが、「社会制度が技術的な土台からの「命令」に適応」（フィーン
バーグ　1999 ＝ 2001：111）すべきという技術決定論的な態度の変更によって、テクノクラシー
を崩す可能性もある。また、これまでの災害研究が、社会変動論として社会のブルネラビリティ

（vulnerability）を暴露し、社会的体制の変化や変更の可能性を示してきたことも周知のとおりであ
る。決定論と（社会）構築のあいだとして求められる技術の政治学が実質的にどのようなオルター
ナティブを提示しうるかは、今後の課題である（フィーンバーグ　1999 ＝ 2004，ウィナー　1980
＝ 2000）。
　ひとつの回路は、ミクロレベルの逆説の解消で検討したように、対象化の内実、構成のされ方に
見出すことができるだろう。望ましい環境のデザイン、ここには環境と人間の二項対立ではない相
互作用的なあり方が含まれる。そのデザイン・プロセスに、科学者だけが参加資格をもつという状
況は、狭義の政治学的にも技術政治的にも、妥当とはいえないだろう。実質的なデザインの成形へ
参加する防災の主体の要請こそが、機能的な望ましさに加えた、政治規範的な望ましいデザインの
あり方とならなければならない。

5．おわりに
　寺田寅彦の災害・防災観の検討を通じて、工学化という対象化の理解と、その「防ぐ」ことがは
らむ政治性について検討してきた。災害が社会現象であるという寺田の洞察は、現代の災害研究を
先取りするものでもあり、さらには技術の政治学の必要性を示すものでもある。西部の悲観論やテ
クノクラシーは、対象化に内在する、あるいは内在すべき設計＝デザインの契機を見落とすことか
ら生じている。
　一方で、技術の政治学の要請を実質的なものとするためには課題が多く残される。災害の社会構
築という観点が、社会構造に内在する vulnerability を明るみに出し、それがもつリスクへの介入と
いう成果によって、防災を科学・技術的な文脈から貧困開発やジェンダーといった人権的価値観や
いわゆる「人間中心」へとシフトさせた意義は大きく、もはや捨て置くことはできない。一方で、
社会的な説明のなかへ科学や技術を持ち込むことが、hazard 支配的なパラダイムへの回帰でも、科
学・技術の社会的還元でもあってはならない。災害とそれへの対応を対象化するとき、「想定し設
計する」という工学的な営みが、純粋な自然的でも社会的でもない人工的なハイブリッドとして価
値を実現する営みだという認識が要請される。このとき、参加という形式だけでない、設計＝デザ
インの実質が、はたしてどのようなあり方が望ましいかということも社会構築的な側面を残してい
る。
　加えて、われわれのほとんど外部である hazard としての自然現象への対応には専門的な科学知
識が不可欠のように思われる。知識の勾配という状況のなかで、はたしてどのような対応のオルター
ナティブな合理的様式が望ましいのか。素朴なリテラシー論は、既存の科学・技術体制への従属や
同化をせまるテクノクラシーの様式であることを確認した。解決の糸口は、寺田の進化論的災害観
に示されていた、「災害とともに育まれる」という知の様式にあるように思われる。科学は客観性
を標榜するが、しかし対応する知識として普遍性をもつかどうかは疑問である。科学知のなかの技
術知の契機（またはその逆も）は、知識の勾配を条件と認めてもなお、テクノクラシーから抜け出
す可能性を示しているように思われる。しかし、そうした知の蓄積のための歴史的過程という絶対
的な時間を要すとき、非常時という災害への対応に、どこまで有効であるかは課題となる。
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　このような課題を前にしたとき、死生観を含めた、いかに「よりよく生きる」のかという文脈へ
の立ち返りが、防災の構想には求められている。そしてその構想には、科学・技術の構想もまた含
まれているのである。

付記：所属は現在。執筆時は東北大学。

注

（1）  正確を期すためには経験（empirical）研究と実証（positive）研究を区別すべきかもしれない。
本稿では、通常の意味での望ましさに関わる規範だけでなく、経験に内在する規範にも注目
する。

（2）  https://jss-sociology.org/bunken/index.php
（3）  日本国内の災害研究と海外、主に英語圏の社会科学的な disaster research が真に重なりう

るものかどうかは論争的であろう。本稿では災害研究をいわゆる文系の研究だけでなく、理
工学系の研究・論じ方も含めて、科学や技術の問題を焦点化する試みである。

（4）  改良とは、Wisner et al（2004）の初版ともいえる 1994 年版の著作で共著者であるブレイキー
（Piers Blaikie）が提示したモデルの改良という意味である。

（5）  ヒューイットは、hazard パラダイムと vulnerability パラダイムのそれぞれの短所を指摘す
る（Hewitt 1998）。hazard パラダイムは、社会秩序のなかでの自発的（voluntary）リスク
と外発的（involuntary）リスクの区別を消去し、機械的プロセスへと還元してしまう。他
方の vulnerability パラダイムは、hazard パラダイムの抱える問題を解決している点で優れ
ているが、しかし、vulnerability の土台を固定的なものとみなす傾向があると批判する。こ
のことは、日本語で vulnerability が「脆弱性」と訳されることへの批判と同様である。脆
弱性のはらむ問題意識を認識する論者や領域（主に福祉）は「傷つきやすさ」や「可傷性」
といった訳語をあてる。似田貝香門が論じる可傷性を介した「受動的主体性」の可能性（似
田貝　2008）は、ヒューイットの議論と節合しうるだろう。

（6）  寺田の著作は寺田（2011）から引用した。本文中では著作の初出年を記し、引用では「著作
題目」の後に寺田（2011）の該当頁を記している。

（7）  他のバージョンに「天災は忘れた頃来る」「天災は忘れられたる頃来る」や、語尾の変形し
た「やって来る」・「来る」などもある。

（8）  高知市 web サイト（https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kanko/teradatorahiko.html）
（9）  たとえば、次の一節がそれにあたる。「文明が進むほど天災による損害の程度も累進する傾

向があるという事実を十分に自覚して、そして平生からそれに対する防禦策を講じなければ
ならないはずであるのに、それが一向に出来ていないのはどういう訳であるか。その主なる
原因は、畢竟そういう天災が極めて稀にしか起らないで、丁度人間が前車の顚覆を忘れた頃
にそろそろ後車を引き出すようになるからであろう」（「天災と国防」：15-16）。

（10）  ここでの経験は後述するように、日常的な経験ではなく、科学者たちの科学的観点から組織
化された経験である。

（11）  ここには、「因果性」の本質を何とするかについての哲学的な議論を必要とする。たとえば
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次を参照。スティーブン・マンフォード、ラニ・リル・アンユム，2017，『哲学がわかる　
因果性』，塩野直之・谷川卓訳，岩波書店．通常、統計解析において相関関係と因果関係の
区別は初歩的な区別とされている。しかし、疫学など、ある条件（たとえば Bradford Hill
の 9 基準）を満たす場合に因果関係として「推定する」領域もある。さらにはジュディア・パー
ル（Judea Pearl）による統計的因果推論の手法の発達とあいまって、因果性と統計そして
確率の概念はより一層の議論を必要とする。次を参照。大塚淳，2020，『統計学を哲学する』，
名古屋大学出版会。

（12）  確率的な事象をもって、法則的な現象と区別されるかどうかには踏み込まない。
（13）  災害／防災の文脈における寺田の科学観は、X 線結晶構造回析を扱うような主流の物理学者

としてというよりも、晩年の複雑系科学の先駆と評価される科学者が抱いていたような科学
観とつながるように思えるが、本稿では議論しない。

（14）  寺田の次の文章は、人間社会はすぐ忘れてしまうことに比べて自然の保守的なあり方を述べ
ており、「天災は忘れた頃に来る」と関連しているだろう。「科学の方則とは畢竟「自然の記
憶の覚え書き」である。自然ほど伝統に忠実なものはない」（「津浪と人間」：141）。

（15）  寺田の「経験的」は後述の金森（2015）による議論のとおり、日常的な経験ではなく、文字
通りに「築き上げられる」ものである。

（16）  大塚英志，2018，「平成 30 年論　第 1 回：西部邁の死と「工学化」する保守」，ジセダイ
web サイト https://ji-sedai.jp/series/heisei30/01.html（2021 年 4 月 15 日アクセス）。

（17）  林春男，2019，「防災対応のサイエンスを」，『科学』2019 年 7 月号，岩波書店（岩波書店の
web サイトを参照した。https://www.iwanami.co.jp/news/n30400.html，2021 年 4 月 15 日
アクセス）。

（18）  「権力をもたないひとびとが、客観性という権威（authority of object）を借りようと試みて
いる」（ポーター　1995：82 ＝ 2013：119）という研究があるように、客観性や合理性が技
術政治の鍵となる。問題は、客観性や合理性が内在的に政治的であるという契機が解決の端
緒となることにある。
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ABSTRACT

Engineering Disaster Risk Reduction and its Politics

YAMADA Shuji

Social constructionism of disaster studies, which understands disaster risk reduction as a "social 

phenomenon," has not been able to place science and technology in its explanation, despite its 

achievements. In this paper, I identify TERADA Torahiko as a pioneer of disaster science in Japan, and 

confirm that science and technology still occupy an important position in Terada's argument, even his 

understanding of disaster (risk) prevention as a social phenomenon. Through an examination of TERADA's 

view on disaster science and disaster prevention, I will clarify his understanding of the objectification of 

disaster and disaster prevention as "engineering" and the political nature of its. In this way, the need to 

understand disaster risk reduction as a context for realizing values such as "well–being" and the challenge 

of substantiating the politics of technology will be pointed out.

Key words: disaster risk reduction, TERADA Torahiko, technology, politics of technology
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