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配慮の形式と防災の自己否定 

発表者：大門大朗 

 

１．はじめに 

カイ・エリクソン『そこにすべてがあった』 

 宮前良平先生との共訳 

集合的トラウマ 

 人々をささえる共同体が失われることで生じる外傷 

まちの再編や高台移転によって、復興によっても喪失していくものがある 

→被災地のような光景が日本各地に広がりつつあるのではないか 

 

２．発表のテーマ、目的 

・防災が進まない理由 

防災とは何か？：「自分の命を守ること」だけではないはず 

 防災は何を守るためにあるのか？ 

「今ここにある何気ない日常が失われることを防ぐため」ではないか 

・防災が進まないとされる議論 

防災意識が低い、災害の経験を忘れてしまうから、etc.(c.f. Appendix table 1) 

  「災害をきちんと記憶し、教訓を語ることで防災が進む」ことが前提に 

  →でも、命に関わるほど重要なのになぜ行われないのか？ 

問い「災害を経験しているがゆえに
、、、

、防災が進まないのではないか」 

c.f. 教職員から東日本大震災のことをあまり聞かない・聞かない児童の割

合（岩手日報, 2020）：岩手内陸部で 35.9%、沿岸部（被災エリア）で 59.6% 

・本研究：災害を経験していることで、排除・強化されてしまう語りはなにか 

  （A）かえって語られなくなってしまうことはなにか？ 

（B）かえって語られすぎてしまうことはなにか？ 

 →この二つの問いに質的にアプローチしていく 

 

３．かえって語られなくなってしまうこと―東日本大震災・岩手県野田村 

岩手県野田村 

岩手県の県北沿岸部に位置する人口約 4,200 人の村 

東日本大震災の被害：死者 37 名、行方不明者 0 名、全壊 311 含む 515 棟に被害 

フィールド調査 

2020 年 2 月から 12 月にかけて、野田村（玉川地区）に移住研究・実践活動に従事 

フィールドの語り①―屋台の話 
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震災が屋台で語られることはほとんどない 

例外：2020 年 7 月 10 日：上向さんと高雪さん 

 「どこに住んでんの？」（高雪さん） 

上向さんが住んでいるところは高台団地であった 

高雪さんは自分の自宅も流出した旨をすぐに上向さんに伝え、自分も被

災者の一人であることを伝えた 

 落着の過程としての「風化」 

「災害（の意味）について語ることが、地域社会において、（相対的に）

不要になっていく過程を表現している」（矢守, 1996, p.29） 

「被災経験による教訓が社会に定着し、人々の共通知となり、当たり前の

こととして語られなくなるまでの過程」（島・片田・木村, 2010,p.1） 

東日本大震災で語られないこと（寺島, 2016 ※河北新報記者） 

「復興」は政治家や外部者から聞くのみで被災者から聞いたことがない 

メディアの語り―岩手日報の記事 

対象とした記事：岩手日報 

記事：「野田村」が記事中で言及される記事全て 

期間：2004 年 4 月 1 日～2021 年 12 月 2 日 

対象記事：「震災」「復興」「防災」が出現した記事 6,685 記事 

 記事の年ごとの増減 

  震災前：「震災」「復興」：1～2%、「防災」：3～7% 

  震災後 3 年間で激増、その後 4 年目で減少し逓減 

  記事の割合：3 件に 1 件は「震災」、4 件に 1 件は「復興」 

→震災や復興の記事は、依然日常的に目にする言葉として流通している 

フィールドの語り②―新書の読書会 

 新書の読書会「ブッククラブのだ」での発話内容の分析 

2020 年 7 月より野田村民と共同で月 2 回実施（合計 25 回実施） 

まちづくりを趣旨としており、震災復興を目的とはしていない 

分析対象：2021 年 5 月から 6 月末までの 4 回分（Zoom の録画） 

 震災に関連した言及 

  1 名の参加者から合計 2 回だけ（「震災」1 回、「復興」0 回、「防災」0 回） 

震災が契機となって始まった大規模事業のへ言及 

婉曲的な表現（経緯の省略、「支援」という言葉遣い） 

配慮の形式と風化 

語られない＝災害の風化、ではない 

丁寧に震災の話題を回避しているのではないか？ 

「配慮の形式」 
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固有の被災経験を想起する契機を未然に避けるための住民どうしの技法 

絶え間ない想起 

震災を想起させる契機を意図的に避けるには、それを想起し続けざるを

得ない（e.g., 家は残った？親類は亡くなった？高台に移転した？） 

語られなくなることの意味 

 根強い語りが充満するメディアと、ほとんど語られない住民との乖離 

 住民同士は忘れたわけではなく、むしろ想起し続けている（「配慮の形式」） 

→震災のことは高度に回避されているといった方が現場を表している 

 

４．かえって語られすぎてしまうこと―南海トラフ巨大地震・高知県黒潮町 

高知県黒潮町と 2012 年 3 月 31 日の「新想定」 

 日本一大きな津波が来る街としての「黒潮町」 

最大津波高 34.4 メートル、最短 8 分で到達 

 避難タワー（佐賀地区を含め 4 つ） 

  佐賀地区：25 メートル（避難フロア 22 メートル）、10 階建て相当 

「新想定」による「防災」の語りの変化 

 テキストマイニングによる分析（see Appendix table 2 and 3 in details） 

 3 つの問い：語りは増えたか？語りは変化したか？被災地とどう違うか？ 

問①：「防災」についての語りは増えたのか 

新想定前と比べ記事数が 7.1 倍に（未災地の室戸市（1.6 倍）と比べ遥かに高い） 

問②：どういう語りが増えた／減ったのか？ 

規模の大きさや予測の強調（ハザードそのものよりも） 

住民の訓練：増（※政治・行政：減）、再建や喪など割合が減少するテーマも 

RQ③：語りの形式は被災地とどう違うのか？（表 1） 

表 1. 未災地（黒潮町）と被災地（大槌町・野田村）の語りの形式の違い 

 未災地（黒潮町） 被災地（大槌町・野田村） 

記事の変化 変化 Shift 転換 Turn 

記事の内容 ハザード、予測・情報、対策、避

難、諦め 

被害、暮らし、 

語りが強められる背景にある特徴 

 「防災」の語りの 3 つの変化：①「活性化」②「先鋭化」③「定型化」 

「防災」の語りは増加し（①）、予測や規模、避難といった特定のトピッ

クが取り上げられ（②）、お決まりの語りになっていった（③） 

防災の語りに与えた影響 

諦めや避難放棄の話題の増加／被害や暮らしの再建といった話題の減少 
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５．防災の自己否定 

（A）語られないこと：岩手県野田村・東日本大震災の被災地 

震災が語られない日常の会話と、繰り返し語られる新聞紙上の震災の想起 

「配慮の形式」 

（B）語られすぎること：高知県黒潮町・南海トラフ巨大地震の未災地 

語りの増加、特定のトピックへの先鋭化と定型化 

諦めと防災の加速―「命を守る」防災が進むのであれば… 

防災の変質―「防災の自己否定」 

「今ここにある何気ない日常が失われることを防ぐため」とは異なるものに？ 

守るべきはずの日常の人々のつながりが、裏返しの形で否定されていないか 

→多かれ少なかれ日本の防災の語りを象徴しているのではないか？ 

まとめ：良いこととして進められる「防災」にどのような言説を生み出せるか？ 

新想定がもたらした功罪・広がる津波災害以外への備え 

  土砂災害のレッドゾーン、イエローゾーン…etc. 

「防災」は何のためにあるのか？ 

「防災は良いこと」というときの「防災」は何を意味しているのか？ 

被災した方の固有の経験に寄り添うこと 
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○Appendix Table 

Appendix table 1. 日本における個人の防災行動に用いられてきたモデル 

理論 動機 関心 要因 分野 日本国内の研究事例 

オ オ カ ミ

少年効果、

正 常 化 の

偏見 

行 わ な い

のか 

認知 情報・認知 社 会 心 理

学 

広 瀬 , 1984; 廣 井 , 2004; 

本 間 , 2017; 加 藤 , 2010; 

藤本ら, 2012; 矢守, 2009 

知 覚 均 衡

モデル 

行 わ な い

のか 

知覚・認知 認知 心理学 加藤, 2010 

計 画 的 行

動理論 

行うのか 認知 行動意図 社 会 心 理

学 

宇田川ら, 2019; 関谷・田

中, 2016; 宇田川ら, 2017 

心理尺度 ど う い う

ものか 

心理特性 心理特性 心理学 島崎・尾関 , 2017; 元吉 , 

2017, 2018a, 2018b; Ozeki 

et al., 2017 

防 護 動 機

理論 

行うのか 認知 動 機 （ 脅

威・対処評

価） 

社 会 心 理

学 

吉田・柿本, 2018; 柿本ら, 

2014a, 2014b, 2016, 2017; 

三橋ら, 2018 

制 御 焦 点

理論 

行 い た く

なるのか 

認知 動機・表現 社 会 心 理

学 

海上ら, 2012; 田中・竹橋, 

2019 

自 己 決 定

理論 

行 い た く

なるのか 

経験 動機づけ 教育学・心

理学 

西羅ら, 2011; 福本・中村, 

2019; 福本ら, 2018 

正 統 的 周

辺参加論 

行 い た く

なるのか 

経験 ア イ デ ン

ティティ 

人類学・心

理学 

岩堀ら, 2015; 孫ら, 2012 

ソ ー シ ャ

ル・キャピ

タル論 

行 っ て し

まうのか 

規範・構造 認知、構造 社会学 藤 見 ら , 2011; 元 吉 ら , 

2008;伊戸川・湯沢, 2008 

ナ ッ ジ 理

論 

行 っ て し

まうのか 

非合理性 認 知 バ イ

アス 

行 動 経 済

学 

川見ら, 2016; 山鹿, 2020; 

大竹ら, 2020; 中野・矢守, 

2020 

※リスク認知と行動のパラドックスも指摘されている(柿本ら, 2016; 柿本ら, 2017) 
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Appendix table 2. Data set for the analyses. 

Analytical application KH Coder 3 (3.Beta.01) 

Newspaper Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Simbun 

Extracted article “disaster preparedness/ prevention [Bosai]” and each name of the towns, 

“Kuroshio,” “Muroto,” “Otsuchi,” and “Noda.” * 

Analysis 1 

Period April 1, 2002 – August 31, 2020 (Kuroshio and Muroto), March 12, 2001 

– August 31, 2020 (Otsuchi and Noda) 

Extracted article 725 (Kuroshio), 466 (Muroto), 1,912 (Otsuchi), 392 (Noda) 

Included forced words Tohoku Earthquake [東日本大震災], Nanakai Trough [南海トラフ], 

preparedness conscientious [防災意識], evacuation tower [避難タワ

ー], temporary house [仮設住宅], victim [犠牲者], survivor [被災者], 

evacuation shelter [避難所], higher relocation [高台移転], collective 

relocation [集団移転], voluntary disaster prevention organization [自主

防災組織], and the municipality names in Iwate and Kochi prefecture. 

Excluded forced words N.A. 

Words in corpora** 1,214,896 (in 3,143,521) 

Word types in corpora 38,499 (in 48,231) 

Analysis 2 

Period April 1, 2012 – August 31, 2020 (Kuroshio and Muroto), 

March 12, 2012 – August 31, 2020 (Otsuchi and Noda) 

Extracted article 616 (Kuroshio), 246 (Muroto), 1,367 (Otsuchi), 231 (Noda) 

Included forced words Same as analysis 1 

Excluded forced words disaster preparedness/prevention [防災], Kuroshio [黒潮町], Muroto 

[室戸市], Otsuchi [大槌町], Noda [野田村] 

Words in the corpora 823,626 (in 2,023,249) 

Word types in corpora 30,166 (in 36,254) 

* The articles of Kuroshio town included the article of “Ogata” and “Saga” town which were 

merged into Kuroshio in 2006. 

** In the preprocess, the raw data were cleaned, excluding stopped words, the variations in 

words, punctuation, etc. The number of words in brackets shows those before the 

preprocess. 
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Appendix table 3. the frequent word list of top 50 

No. Words (Japanese) Frequency (times) 

1 tsunami 津波 11127 

2 preparedness 防災 8322 

3 evacuation 避難 8266 

4 earthquake 地震 6553 

5 recovery 復興 5832 

6 earthquake disaster 震災 5701 

7 prefecture 県 5429 

8 suffered 被災 4819 

9 resident 住民 4524 

10 town 町 4497 

11 disaster 災害 4491 

12 person 人 4208 

13 region 地域 3801 

14 support 支援 3651 

15 measure 対策 3605 

16 area 地区 3569 

17 damage 被害 3349 

18 talk 話す 3199 

19 center センター 3185 

20 staff 職員 3118 

21 before 前 3048 

22 housing 住宅 2945 

23 estimation 想定 2916 

24 public work 事業 2879 

25 afternoon 午後 2760 

26 municipality 市町村 2745 

27 plan 計画 2682 

28 municipality 自治体 2625 

29 city 市 2441 

30 need 必要 2407 

31 training 訓練 2247 

32 national government 国 2215 

33 [infrastructure] 

development 

整備 2158 
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34 Information 情報 2050 

35 coast 沿岸 2038 

36 high 高い 2016 

37 activity 活動 1999 

38 [town] mayor 町長 1950 

39 occurrence 発生 1949 

40 facility 施設 1941 

41 town/ city hall 庁舎 1930 

42 participation 参加 1925 

43 within-prefecture 県内 1921 

44 morning 午前 1896 

45 conduct 行う 1867 

46 receive 受ける 1867 

47 leave / occur/ come out 出る 1823 

48 place 場所 1822 

49 inundation 浸水 1815 

50 elevation 高台 1799 

 


