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災害時の利他行動に関する基礎的シミュレーション研究 
―1995 年と 2011 年のボランティアでは何が違ったのか―
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要　　　約

本研究では，大災害発生後の利他行動において，特に阪神・淡路大震災及び東日本大震災でのボランティ

ア活動に着目し，どのようなダイナミックスで利他行動が生起したのかを把握し，実践的なツールとして活

用できるようにするために基礎的なシミュレーション研究を行った。シミュレーションは，セル・オートマ

トンを採用し，周辺の状況に合わせてボランティア活動を行うとする近傍要因と，被災地からの報道といっ

た遠隔要因から，ボランティア活動がどのように生起するかを想定した。2 つの震災を比較すると，阪神・

淡路大震災では遠隔要因が強く作用し，ボランティアのピークが速く発生したが継続しなかったこと，逆に

東日本大震災では，近傍要因が作用しピークが遅かったが継続したボランティアにはつながったこと，ただ

し，地方で起きたことから全体のボランティア数自体は減少したことが明らかになった。その上で，これま

での震災後の取り組みに提言を行うとともに，中心からしかボランティアが広がらない（中心局在化）モデル

の限界に留意した上で，今後の災害時には近傍－遠隔要因のバランスに注目することの重要性を指摘した。
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問　　　題

東日本大震災後，社会福祉協議会が中心となって運営

された災害ボランティアセンターを介して参加したボラ

ンティアは累計 144 万人にもなった（全国社会福祉協議

会，2015）。このように災害後に全国的にボランティア

が見られる傾向は，「ボランティア元年」とも呼ばれた

阪神・淡路大震災が発生した 1995 年にさかのぼる。

1995 年以前にも日本社会には「ボランティア」は存在

していたが，それは住民運動や学生運動，市民運動といっ

た社会問題に対抗する形で，特別な市民やグループが担

う社会運動的側面と密接に関係してきた（関，2008）。

だが，震災を契機とした 1995 年以降は，災害時のボラ

ンティアだけでなく，一般社会においても，政府や企業

によって取りこぼされる問題に対して，場合によっては

政府や企業と協働しながらの社会運動としてボランティ

アの社会的な意味が日本において大きく変化してきた

（八ッ塚・矢守，1997）。このような背景のもと，災害が

発生するとボランティアが現れるようになり，全国規模

のネットワークづくり（鈴木・菅・渥美，2003）や，社

会福祉協議会や行政が主導する災害ボランティアセン

ターといったコーディネートセクターも誕生してきた。

そして，東日本大震災が発生した 2011 年においても，

震災発生後に実施された平成 23 年社会生活基本調査に

よると，ボランティアをしたことのある人のうち，災害

に関係した活動を選んだ人は 3. 8％にも上った（総務省

統計局，2012）。

だが，2011 年に発生した東日本大震災では，災害ボ
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ランティアの初動が遅れ，結果としてボランティアの数

も多くなかった。これは，震災直後から展開された「現

地に入っても被災者たちに迷惑をかけてしまう」といっ

たボランティア迷惑論（村井，2011）や，ボランティア

を自粛するような社会風潮のあり方（渥美，2014）が背

後にあったと指摘されている。事実，阪神・淡路大震災

の発生した 1995 年は「ボランティア元年」と呼ばれる

ほどボランティアが注目され，当時のボランティア参加

人口は 7％にも上ったが，ボランティアが根付き 20 年

近く経ち，災害 NPO や市民団体，災害ボランティアセ

ンターの仕組みが根付いたはずの東日本大震災以後で

は，その約半数にしか上っていない。

このような社会的な現象としてのボランティアに対し

て，統計的に規定要因を明らかにしようとする研究もな

されている。坂本・山本（2012）によると，居住地区に

よる距離的な要因，知人や友人が被災したといったつな

がり要因などを指摘し，ボランティアバスの派遣や企業

におけるボランティア活動のプログラムなどの奨励と

いった提言を行っている。しかし，今後の災害において

どのようにすればボランティアが広がるのかを考えるに

あたっては，上述の社会背景の分析や，計量調査だけで

は以下のような限界がある。

第 1 に，時点的限界に関する問題である。社会調査に

おいては，個人の側面を捉える際，どうしても点的にそ

の問題を捉えることになってしまう。つまり，ある時点

での個人の状態であり，それが時間的にどのように変容

するかについては，パネル調査による個人の変化の側面

を追うのが限界である。さらに，「大災害は予測できない」

という側面による現実的な調査の難しさもある。その点

で，ボランティアの拡がりについては，時間的ダイナミッ

クスを考慮した分析研究が必要である。

第 2 に，説明力の限界である。いよいよいくつかの要

因を考察してみても，誤差項が何であったのか，無回答

にはどういった意味があるのか，については類推的にし

かその要因を導くことができない。また，ボランティア

の内容によって参加要因は異なることも指摘されている

（Clary & Snyder, 1999）。東日本大震災後，被災地におい

ては，初期の泥出しやがれき撤去という作業だけでなく，

仮設住宅の訪問や集会所を借りての「お茶っこ会」といっ

た茶話会や「足湯」を介した傾聴ボランティア，さらに

は被災地を超えて日本全国，海外でも支援グッズの販売・

プロデュース，チャリティイベントの開催など多種多様

なボランティア活動が，個人，市民団体，NPO・NGO，

企業といった様々な担い手によって行われた（例えば，

柏木，2013; 日本心理学会，2014; 西條，2013; 桜井，

2013）。しかし一方で，こうした多様性がボランティア

活動の包括的な理解を難しくしている。

第 3 に，ボランティアの状況依存性によるものである。

社会調査では集団から切り離された個人単体の状況から

環境的な要因すべてを考察するのは難しい。実際ほとん

どのボランティアは一人で行われるものではなく，「被

災者」という相手がいるのはもちろんのこと，周りにい

る友人，家族，同僚，あるいは見ず知らずの人や行政や

NPO，NGO といった状況の中で，いうなれば「ボランティ

アになっていった」と言える。実際に，東日本大震災で

は，居住地域でボランティアバスを出すから，仲の良い

友人に誘われたから，という理由でボランティアに行く

人も多かっただろう。個別の状況から切り取った個人へ

の調査，社会全体を対象とした包括的な分析では，近傍

の状況がボランティア活動に対してどのように働いてい

たのかを考察することは難しい。

このような限界に対しては，災害という再現できない

状況であることを考えれば，シミュレーションを行って

みることが有用な方法になりうる。ただし，現実と異な

るところのない複雑ではあるが精緻なモデルを用いるの

ではなく，なるべく理解のしやすいシンプルなモデルで

ありながらも，状況を十分に説明可能なモデルを目指す

ことにする。それは，災害という緊急性の高い事態に即

興的 1）に応用できる必要性や，現場での実践において

共通の視座を持つ上で有用なものである。そのため，本

研究では，より実践的なツールとしてシミュレーション

を位置づけ，現場での活動で活用できるかどうかを重視

したことを先に述べておく。

また，図 1 にモデルとの比較のために，東日本大震災

と阪神・淡路大震災における災害後のボランティア数の

実測値を時系列で示した。このグラフからも初動が遅く，

全体数も少なかったとされる東日本大震災の状況がわか

る。なお，データは，全国社会福祉協議会（2015），兵

庫県県民生活部生活文化局生活創造課（2005），兵庫県

知事公室消防防災課（1996）を元にボランティア数と経

過日数をプロットしてある 2）。

1） 即興性に関しては，集合的即興ゲーム（渥美，2014）において詳しく論じられている。

2） ただし，岡本（2013）でも指摘されているように，阪神・淡路大震災，東日本大震災でのボランティア推計

量の絶対数には不明瞭な部分が多いことに留意を要する。
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方　　　法

社会現象としてのボランティアを捉えるために，今回

は，個人が社会に働きかけるというミクロ－マクロの側

面，その社会が個人に影響を与えるというマクロ－ミク

ロに連鎖されることを表現可能なセル・オートマトン

（CA）を用いることとした。これは，モデルを検証する

データが少なく，モデルあり―データなし領域の社会シ

ステムモデリングになる（生天目，2013; p. 21）こと，

そのため，精緻なパラメータ設定によるデータ再現を目

指す方向ではなく，シンプルなパラメータ設定による社

会変動の大きさに着目した研究の方向性となるためであ

る。以下にその理論的視座を説明する。

近傍要因

ある特定の個人が別の他者，あるいは集団から影響

を受けることに関する研究は，社会的インパクト理論

（Latané, 1981）が有名である。Latané（1981）は，他者

による現実的，暗示的，想像的な行為や在り方がもたら

す個人の感情や考え，行動といったものへの影響を社会

的インパクトとして定義している。このようなモデルは，

社会心理学領域において，群衆行動や世論形成，またそ

れらの自己組織化といった観点から研究されてきた

（e.g.，森尾，2007; Nowak, Szamrej, & Latané, 1990; 大浦，

1992; 志村・小林・村上，2005）。

社会的インパクト理論を，ボランティア行動へ適用す

るのは妥当だろうか。従来から，ボランティア活動では，

お願いされることの重要性（Freeman, 1997）や，資源

モデルから推察される人的資本・社会資本の重要性

（Wilson & Musick, 1997），社会経済的地位の高さがボラ

ンティアを促進するといった指摘（Farmer, 2006; Jones, 

2006）など環境的な要因の重要性が指摘されていた。実

際，東日本大震災のボランティアでは，東北までの乗り

合いバス（ボランティアバス）を自治体や市民団体が先

導したこと，企業やコーディネートセクターがボラン

ティアのパッケージを用意していたことなどが他者から

の影響を受ける機会を増やしていたと考えられる。少な

くとも，個人のみで最初から最後まで個人だけに依存し

た完全な自己完結型ボランティアを考えるよりも，それ

ぞれの置かれた状況の中で近傍の他者から影響を受け，

ボランティア活動を行っていたと言えるだろう。

遠隔要因

上述の近傍要因による想定は，相互のダイナミックな

過程を想定可能である。だが，今回のような震災を考え

れば，単純に近傍セルの状況だけで現実を反映させたモ

デルでは十分でない。

災害時に人々の中でどのようにしてコミュニケーショ

ンが取られるかについて，矢守（1996, 2002）は，災害

の報道量と人々の行動には関連があること，報道量の風

化スピードはあたかも原子核崩壊のように対数的に減少

することを指摘している 3）。つまり，近傍セルのみの影

響だけでなく，社会全体が与える直接個人を規定するよ

うな要因が人々の行動に影響を与えているということで

ある。もちろん，情報機器やインターネットなどの普及

にともなって，2011 年に発生した東日本大震災では様々

な媒体から震災報道による情報を得たことが想定される

（堀川，2012; 三浦・小森・松村・前田，2015）。だが，

執行（2011）によれば，発災直後から 1 週間の特に初期

の情報はテレビを中心に使用していたこと，またソー

シャルメディアの利用も従来のマスメディアと平行して

使用していたことを指摘している。したがって，2011 年

現在においても，同様の風化直線の中で人々のコミュニ

ケーション量が減少するモデルをシミュレーションに加え

図 1 阪神・淡路大震災，東日本大震災におけるボラン

ティア数の推移

 集計方法については，報告されている各期間の合

計数を報告された最終日に対してプロットしてい

る。ただし，各期間は，厳密に一ヶ月間隔ではな

いため，東日本大震災における 20 日目の値はや

や小さく，阪神・淡路大震災における 91 日目・

439 日目の値はやや大きく表示されることになる

が，グラフの形に大きな変化はない。

3） 一方で，矢守（1996）によると風化は単純に，人々の記憶から災害が「消滅する」のではなく，むしろ，「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（p. 29）」であり，

「ついには，いまさら口にするほどはばかられるほどに自明化したことをも意味する（p. 29）」と指摘してい

る点にも留意が必要である。
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ることには一定の妥当性が保証されているといえよう 4）。

さて，このような状況を想定し，遠隔要因となる，直

接的に個人に働きかける災害の風化関数を全体の社会状

況とは切り離して措定することにする。すなわち，上記

の関係から，災害の風化関数 D を以下のように定義で

きるだろう 5）。

D(t) = D0 × e–d∙t （1）

ただし，D0：災害風化の初期値，d：風化定数，t：発

災後の経過時間とし，それぞれは個別の災害に依存的と

する。このようなモデルは，例えば，石黒・安野・柴内

（2000）による第五エージェント，すなわちセル全体に

おける多数派と少数派の比率から算出された変数に近い

が，今回のモデルでは，全体情報とは切り離されたとこ

ろにある要因として風化関数を定義したところに大きな

違いがある。

以上のように災害風化関数を定義したが，その情報は

等しく個人に働きかけるものではなく，距離依存的に働

きかけるものになることが推察される 6）。ある地方にお

いては重要な出来事であっても，全国においてはさほど

重要とされないような出来事もあるだろう。そのような

場合，多くは地方のメディアが地方レベルの情報を報道

し，一方，全国規模のメディアが別の全国レベルの出来

事を報道することになる。災害においても，矢守（2002）

は，阪神・淡路大震災 3 ヶ月後に発生した地下鉄サリン

事件が震災報道に大きな影響を与え，日経新聞東京本社

の一面記事から阪神・淡路大震災の記事が減少したこと

を指摘している。だが，一方で，大阪本社では，地域的

な必要性からも震災報道を強く意識し，継続して震災報

道を掲載していたという。災害の情報は被災地が近くな

れば重要であるから報道は多く，逆に遠くなれば少なく

なるといった，距離に依存したものになると考えられる。

そこで，Latané（1981）らの社会的インパクト理論を

参考にして，風化関数が距離依存的に，個人に影響を与

えると解釈する。つまり，災害風化関数に対して，距離

に反比例する関数として，遠隔要因 R は，

 （2）

とする。ここで，式（2）中の L は，自身のセルから被

災地セルまでの距離であり，したがって遠隔要因 R は L

の u 乗に反比例する関数となる。

セル・オートマトンによるシミュレーション

セル・オートマトン（CA）では，各セルに周辺の状

況に合わせて自らの振る舞いを変更させるプログラムを

組むことで，複雑・カオスな状況を意図的に生み出す事

ができる。災害においては従来，火災などの緊急時の避

難誘導（e.g.，Kirchner & Schadschneider, 2002; 大鋳・小

野木，2008）の実験に応用されてきた。ただし，現在ま

でボランティアのような救援モデルで CA を用いたもの

はないが，ボランティアを理解するために問題点として

述べた「時間的ダイナミックス」，「誤差項」，「状況性」

に対しての示唆を与えるものになると考える。また，今

回は基礎的なモデルとして，あるセルがボランティアを

行っているかどうかという点にのみ着目することにし

た。また，一つのセルは，ある地域における諸個人の状

態を指す。したがって，本モデルでは，セルを個人それ

ぞれに対応させる解釈も可能であるが，セルを複数の個

人が包含される地理的関係と対応させボランティア活動

のダイナミックスに着目した点で特徴的である。各セル

は，次節で示すとおり 0/1 のバイナリとするため，ボラン

ティアを行う人口が多い地域といった解釈が可能である。

ボランティアを規定する条件とその関数

CA では，縦横のマス目に区切った碁盤状のセルを用

いる。この場合，着目するセルが影響を受ける近傍セル

をどのように取るかが問題となる。そこで，今回は，解釈

の容易性からシンプルなモデルを用いて解析を行った 7）。

具体的には，ムーア近傍に加えて自分自身のセル，すな

4） また，2011 年時点での，ネットメディアによる風化直線も対数的に減少している事がわかる（佐藤・今村・

林，2011）。

5） マスメディアから人々へ情報が伝わり，行動を引き起こすモデルを想定することに対しては伝統的なメディ

ア研究からの批判があるだろう。例えば，「マス・コミュニケーションの二段の流れ」説（Katz & Lazarsfeld, 

1955），沈黙の螺旋理論（Noelle-Neumann, 1974），議題設定による効果（McCombs & Shaw, 1972）など，メ

ディアの情報が直接人々の行動へ影響を与えるものではないという立場である。今回は，それらを考慮しな

がらも，災害後においてはモデルの全体情報を次のステップへフィードバックさせる必要のない独立した関

数を措定できる特殊状態として，災害の遠隔要因を定義した（例えば，矢守（2002）のデータ）。

6） Latané（1981）らの社会的インパクト理論を用いた研究の多くは，距離に反比例する関係を用いている。
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わち，8 つの近傍セルに自身のセルを加えた 9 セルのみ

に着目したシミュレーションを行った。これは，ある地

域におけるボランティアの機運が高まっている場合に

は，次のステップにおいても，ボランティアをする可能

性が高いことを反映している。

ある着目セルがボランティアをしている状態を 1，そ

うでない状態を 0 とし，それぞれのセルがある行・列を

指定したセルを（i, j）とした時，近傍要因は，

 （3）

と表すことにした。これは，近傍要因の説明中で述べた，

資源理論・社会経済的モデル（Farmer, 2006; Jones, 2006; 

Wilson & Musick, 1997）などで説明されるボランティア

の社会的関係を反映している。この時，

（ボランティアをしている状態）

（ボランティアをしていない状態）
 （4）

であり，分子は，セル（i, j）とそのムーア近傍のうちボ

ランティアをしている状態のセルの総和を表し，分母は，

セル（i, j）とそのムーア近傍のうちボランティアをして

いる状態のセルの総和を表す。今回は，地理的な周辺の

状況を考慮しセル平面を両端の繋がっていないモデルと

したため，セルが途切れる周辺部の条件（周辺条件）は

考慮されていない 8）。そこで，周辺条件を除くと ns=9

となるが，周辺条件では，考慮されるセルの数が減り，

ns=6（上下左右の端辺上のセル）または ns=4（四隅の

セル）となる。また，R は個人が災害の情報により影響

される遠隔関数であり上述のとおりであるが，式 R 中

の距離 L は，セル座標間のユークリッド距離とした。

また，発災後の経過時間 t は，整数値であるステップ数

として表現する。この時，近傍要因，遠隔要因を用いて，

ある時間での状態関数 P は次のように表す。

P = w1∙N + w2∙R, (w1 + w2 = 1,0 ≤ w1, w2) （5）

ただし，w1+w2=1 として，0≤P≤1 と P の取りうる

値の範囲を規格化している。したがって，W=w1/w2 は，

近傍要因と遠隔要因の重み付けとして表される近傍－遠

隔比として表されることになる。つまり，パラメータ

W が 1 より大きければより近傍に影響される社会を，1

より小さければ遠隔要因に影響される社会を示したモデ

ルとなる。

そして，得られる P について，シグモイド関数 r（P）を，

 （6）

とし，この関数 r（P）に対して，0 ～ 1 の乱数を発生させ，

r（P）より大きければボランティアをしない，小さけれ

ばボランティアをする，として群衆行動のモデルでよく

用いられているモデル（例えば，古田・森野（2006），

大浦（1992）などを参照）を参考にし，次の時間におけ

るセルの値を規定した。素朴な理解としては，P の値が

ある一定以上を超えるまではボランティアをしにくい

が，ある一定の値を超えるとボランティアを急激にしや

すくなる，という関数である。また，ここで表される k

は，その増大に伴って，ボランティアをするかしないか

が，はっきりと区別される社会・個人を想定することに

なる定数であり，曖昧さに寛容であるかどうか（例えば，

Frenkel-Brunswik, 1949; Sullivan, Piereson, & Marcus, 

1982）の度合いとして解釈可能である。また，E は定数

であり，ボランティアがしやすい個人が多い社会かどう

かを示す定数である。例えば教育によってボランティア

をしやすくなるような社会の場合 E が大きくなる。

結　　　果

東日本大震災後に行われた平成 23 年度社会生活基本

調査による実際の災害ボランティア行動者率からボラン

ティアの初期値を考慮することにする。すなわち，セル

（i, j）においてボランティアが生起する確率は，

r0(i, j) = –ln(Lij) + L0 （7）

7） 近傍要因として用いられるモデルは，主に 3 種類に分けられる。第一に，ノイマン近傍と呼ばれる，着目セ

ルに近接する左右上下の 4 つのセルに着目したモデルである。第二に，ムーア近傍と呼ばれる，上下の斜め

方向も考慮した，合計 8 つのセルを近傍として用いたモデルである。第三に，全てのセルの影響を考慮した

モデルである（e.g., Nowak, Szamrej, & Latené, 1990）。ただし，全セルを考慮しなくとも，ある程度十分な

情報を得られることからムーア近傍や，ある一定の距離以内にあるセルのみを考慮することも多い。

8） 具体的には，遠隔要因における距離 L が作動する圏内，すなわち，遠隔要因が同質に機能する場所として

区切られた圏内として考えることができる。一方，セル外部は，本シミュレーションでは海外と考えること

ができるだろう。海外についても遠隔要因が作用する規範圏内として考えることができるが，規範による影

響が著しく減少することが想定されるため，セルの外部は想定しないこととした。
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となる。ただし，L0：距離関数の初期値，Lij：セル Nij と

被災地セル D とのユークリッド距離とした。なお，今

回は，平成 23 年度社会生活基本調査に基づき，各県の

ボランティア割合とその県庁所在地から盛岡または仙台

で近い方との距離（km）に対数近似させた際の値とし

て L0=0. 119 を用いた 9）。なお，セルのサイズは，

1,000×1,000 程度の大きさまで拡大したが，結果として

大きな変化は認められなかったため，ボランティアの

拡大がサチュレーションしない程度の大きさである

200×200=40,000 とした。今回の場合，地理的な要因を

検証することとするため，セルの解釈は「ある地域でボ

ランティア活動が起こっているかどうか」とした。また，

風化係数 d=0. 037，距離反比例係数 u=0. 2，寛容度

k=12，ボランティア係数 E=0. 1 と固定した。これらの

固定パラメータについては，データ（図 1）の適合度・

先行研究から判断した。例えば，風化係数 d は両災害に

おいて異なっていたと考えられるが，本シミュレーション

では，矢守（1996）による長崎大水害の値（d=0. 037）

を便宜的に使用した。なお，複数の風化係数 d について

検討した結果，W が大きい（近傍要因が強い）場合には，

d 値による影響は，W が小さい（遠隔要因が強い）場合

に比べて，ボランティアへの影響は大きく，d 値が小さ

い場合（風化が遅い）場合長期に持続し，d 値が大きい

（風化が早い）場合急激に減少することがわかっている。

また，距離反比例係数 u については，セルの全体数とモ

デルのデータとの適合度から判断し決定した。u=0. 2

から大きくずれた値の場合，ボランティアセルが異常に

増えるか，全く見られない極端な状況になる。また，寛

容度 k やボランティア係数 E については，先行研究（例

えば，古田・森野，2006; 太田・飯田・河岡，1996）を

参考にして，データの適合度から値を決定した。

本研究では，パラメータ近傍要因と遠隔要因の比であ

る近傍－遠隔比＝w1/w2 及び，被災地セル D（i, j）のみ

を変数としてシミュレーションを行った。なお，このモ

9） 便宜上初期値を設けたが，初期値をこの値より下げても結果に関してはほとんど差が見られなかった。

図 2　ボランティアセルの時間 t における代表的な推移（d=0. 037, u=0. 2, k=12, E=0. 1, W=1. 0, D（100, 100））
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デルでは，ある時間 t において，ボランティアを行って

いるセルは■，そうでないセルは□として示した。

時間ごとの挙動

被災地セルを中心座標 D（100, 100）としてシミュレー

ションを行った。図 2 に近傍－遠隔比 W=1 での代表的

なセルの挙動を示す 10）。時間 t=1 では，中心にやや偏っ

て分布していたボランティアセルが多いが徐々に中心に

集まる形で，t=10 においては，中心にボランティアが

分布し，やや中間位置ではパッチ状に集まったボラン

ティアが見られるようになる。その後，中心に向けて収

束する形で，t=30 では中心以外はほとんどランダムに

ボランティアセルが見られるだけにとどまる。さらに，

t=50 付近では，集団としてのボランティアは見られな

くなり，パッチ状になるボランティアセルは消滅し，以

後パッチ状にボランティアが見られることはない。

ボランティア数と時間 t
図 3 で時間ごとにおけるボランティア行動量がどの

ように変化するか W=1/4, 2/3, 1, 1. 5, 4. 0 について比

較した。このグラフからは，W が小さい時（例えば，

W=1/4），すなわち，近傍要因より遠隔要因が強い場合，

ピークが速くなり減少スピードも速い，シャープなグラ

フとなる。一方，W が大きい時（例えば，W=1. 5），す

なわち，遠隔要因より近傍要因が強い場合，ピークは遅

くなり減少スピードも遅い，ブロードなグラフとなる。

また，W≥4. 0 といった近傍要因がかなり強い場合は，

ボランティアが現れ続けるユートピア状態が継続，ある

いは，中心から全体へ広がっていった。このような傾向

は，セル数を 200×200 より増やした状態でも特に変化

はない。

ボランティア総数と近傍－遠隔比 W
また，様々な W において，時間 0 ～ 100 におけるボ

ランティア者数の総和をグラフ化した（図 4）。なお，

各 W につき 10 回の平均値をプロットした。縦軸の値は，

数が膨大になるため，総ボランティア数を合計時間と全

セル数（40,000）で割った割合として平均ボランティア

割合 Vave を表示することにした。つまり，0≤t≤100 に

おいて平均的にどれほどのセルがボランティアをしてい

たかを示す値であり，この値が多いほどボランティアの

総和は大きくなる。

また，図 4 においては，2 つの災害発生位置 D におい

てどれほど Vave が変化するかも同様に示されている。座

標を D（i, j）に対し，災害発生位置を中心としたモデル

D（100, 100）では，Vave は，災害発生位置を右端中央に

したモデル D（200, 100）に対して高くなっている。この

傾向は，W が変化しても大きな違いは見られない。一方，

災害発生位置が中央 D（100, 100）の場合，近傍－遠隔比

W が大きくなる（近傍要因が強くなる）にしたがって，

Vave は，W≤0.5 付近でやや減少するものの，W=0. 5 か

らW=2. 0付近まで増加し，ピークはW=2. 0付近となる。

一方，災害発生位置が中央右端 D（200, 100）の場合，近

傍－遠隔比 W が大きくなる（近傍要因が強くなる）に

したがって，Vave は，W≤0.5 付近で減少する傾向は同様

であるが，W=0. 5 から W=2. 0 付近までほとんど増加

10） 誤差による大きなグラフの変化は認められなかったため，表示している値は試行 1 回の結果例である。

図 3 遠隔－近傍比 W ごとにおけるボランティア出現数

図 4 全セルのうちボランティアを行っていたセルの割

合 Vave（時間 0~100 の平均値）と近傍－遠隔比

W の関係
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しない。また，2.0≤W になるとボランティア数は，急

激に減少する。ピークは W=0 と W=2. 0 付近であるが，

全体として W が変化しても，災害発生地が中央 D（100, 

100）と比較して，Vave の変化はほとんどない。

考　　　察

シミュレーションの結果から，阪神・淡路大震災と東

日本大震災における違いについて考察する。シミュレー

ションでは，第一に，社会的な背景の変化を反映した近

傍要因と遠隔要因のどちらに重みがあったかを示す近傍

－遠隔比 W，第二に，都市災害と地方災害を反映した

セル上のどこで災害が起こったかを示す災害発生位置

D（i, j）に着目した。したがって，東日本大震災で特徴

的であったこれら 2 変数のパラメータ変化による社会の

ダイナミクス変化から，阪神・淡路大震災と東日本大震

災におけるボランティアの社会的形相の違いについて考

察する。最後に，本シミュレーションの限界と課題，展

望について言及する。

遠隔－近傍比 W
図 3 では，近傍－遠隔比 W が小さい時，明確なピー

クがシミュレーション初期（左）に現れ，W が大きく

なるにつれグラフのピークが右にずれ消失していく 11）。

図 1 と比較すると，シミュレーションからは，東日本大

震災において近傍要因が阪神・淡路大震災よりも強かっ

たことを示す結果となった。この結果は，これまで指摘

されてきた初動の遅れに関する議論（渥美，2014; 村井，

2011）ともよく合致する。具体的には，計量調査によっ

て指摘されている所得・距離といった機会費用の問題，

社会的な背景から指摘されていたボランティア迷惑論・

不要論や行き過ぎたマニュアル化と言った問題は，マス

メディアなどの報道以上に，遠隔要因を阻害することに

つながり，それによってグラフのピークが右へとずれた

ため，初動が遅れたと説明できるだろう。もちろん，背

景で述べたように NPO などのネットワーキングや，企

業や市民団体といった周辺でのボランティアコーディ

ネートの取り組みが行われたことは近傍要因の促進につ

ながり，継続したボランティアにつながったと説明でき

る。だが，一方で，留保しなければならないのは，効率

的な救援活動のために組織ネットワークを構築し，その

後支援に向かうという取り組みの危うさについてであ

る。初期にある程度ボランティアが確保されない場合，

パッチ状の集団を形成する前に一気に減少するため，災

害の影響規模や社会状況によっては，ボランティア数が

確保されない場合があることを指摘しておく 12）。

まとめると，阪神・淡路大震災と比べて，東日本大震

災では，遠隔要因が比較的弱く，周辺の環境に左右され

る近傍要因が強く効いたことからグラフが右にシフトし

たと考えられる。だが，ボランティアが長期に持続する

要因である近傍－遠隔比 W が高くなったこともあり，

結果的にボランティアの持続につながったとも言える。

災害発生位置 D
シミュレーションからは，被災地を中央とした D（100, 

100）の場合と比べて，被災地が東日本大震災のような

周辺位置 D（200, 100）の際には，W を変化させてもボ

ランティア数の大きな変化はなく，むしろ全体のボラン

ティア数が減少してしまうことを示している。つまり，

近傍要因は，初期の災害位置の条件によって，ボランティ

アの非持続・減少につながるということである。特に東

日本大震災のような地域で起きた災害では，距離的な要

因や福島原発事故など遠隔要因を強く阻害する問題が幾

つもあった。このような場合，初期のボランティア数が

確保できず，近傍要因が強まっても持続するボランティ

ア数は大きく増えない。つまり，比較的中心部（ただし，

「交通」や「人々」の，であって，直接的には，地理的に

沿岸部であるという意味ではない）であった阪神・淡路

大震災の被災地に比べ，東日本大震災のような被災地域

では，近傍要因によって活性化されなかった可能性があ

る。もちろん，現実の災害発生位置とシミュレーション

の物理的な座標を比較する際には，人口密度や周辺の条

件など十分な注意が必要であるが，シミュレーションに

おける座標の周辺部に被災中心が位置された場合には，

ボランティア数が減少してしまうことを指摘しておく。

11） 遠隔要因のウェイトが高まることで，各エージェントに対する影響のピークがシミュレーション初期に立ち

上がり，一方で近傍要因のウェイトが高い場合に時間をかけてなだらかに進行する現象は，類似する先行研

究とも整合的である（石黒・安野・柴内，2000; Shibanai, Yasuno & Ishiguro, 2001）

12） 例えば，図 4 の場合，初期値が少なく，W が近傍要因に傾いた際にボランティアの全体数の増大はほとん

ど見られない。その他にも，E=0. 05 と小さい（＝教育などボランティアをやろうとする人自体がそもそも

少ない）場合（Appendix 1）や，u=0. 3 と大きい（＝報道が少ないなど遠隔要因の影響がより急激に減少す

る）場合（Appendix 2）には，近傍要件がほとんど作用せず，一意的に減少する傾向が見られる。
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また，近傍要因と遠隔要因にはトレードオフの関係も

ある。渥美（2011）や Atsumi（2015）は，「災害ボラン

ティアを社会に馴致させようとして作用する力」として

秩序化のドライブが災害後に起こることを指摘してい

る。秩序化のドライブは，災害ボランティアをコーディ

ネートし，マニュアル化を行い，あるいは，事前に災害

NPO や市民団体がネットワークを組織しておくことが

良いこととされる社会のあり方を指摘したものである。

しかし，一方で，災害ボランティアや NPO が本来持つ

はずの「既存システムで解消されない問題」に対して臨

機応変に対応できる特徴が失われ，災害後の救援よりも

単に秩序の維持のみが目的化されるという事態になって

しまっていることを指摘している。東日本大震災の状況

と今回のシミュレーションを比較すると，災害対策とし

てのネットワーク作りやマニュアル化といった阪神・淡

路大震災から発展してきた制度化された中で近傍要因が

より強力に働いたと言えるだろう。だが，その一方で，

阪神・淡路大震災の時に見られたような，制度や組織の

枠組みのない中で衝動的とも呼べる，人々が臨機応変か

つ即興的に被災者に寄り添うような姿勢が見られなかっ

たことも相関している。これは，秩序化が進む日本社会

において近傍要因が強く作動しつつも，一方で，遠隔要

因が阻害された側面もあると言える。ここには，「ボラ

ンティアの成熟」にともなって生じた「徹底した制度化」

は一方で初動の遅れにつながる微妙なバランスの上に成

り立っている。近傍－遠隔要因双方の底上げという単純

な解決策に至る前に，互いが互いを規定しあっている可

能性に留保した上で対策を考えていく必要がある。

以上から，東日本大震災でのボランティア数の減少要

因をまとめると，第一に，遠隔要因を阻害する，あるい

は近傍要因を高める初期の条件によりグラフの立ち上が

りが遅れたこと，第二に，近傍要因の高さによりボラン

ティアは持続したが，災害が沿岸部という周辺で発生し

たため，効果的には持続しなかったことが示唆される。

また，近傍要因と遠隔要因にはお互いを規定しあってい

る要因も含んでいるため留保すべき点もある。

今後の災害への提言

東日本大震災においての考察を批判的に進めてきた

が，もちろん阪神・淡路大震災においての問題もある。

すなわち，災害発生後のボランティア数のピークは早

かったものの，東日本大震災に比べると持続したボラン

ティアにつながらなかったことである。以下では，東日

本大震災での取り組みを振り返りながら，総合的に今後

の災害へ向けての提言を行う。

まず，近傍－遠隔比 W が双方に依存的であるという

点に留保しつつも，W を災害発生後うまく切り替えて

いくことで行動者数・持続においてともに有効になるこ

とを指摘する。

第一に，災害初期においては，安全面に留保しながら

も W を小さい方向へ傾けることが挙げられる。すなわ

ち，報道量 13）・個人の旅費支援，日頃の教育といった

遠隔要因を誘発させることが挙げられるだろう。東日本

大震災のような災害では，被災地までの距離が重要な阻

害要因であったため，例えば，ボランティアに対する高

速道路無料化といった交通面での支援策は有効なものに

なったと考えられる。

第二に，災害初期から中期にかけては徐々に W を高

める方向へ傾けることが挙げられる。具体的には，ボラ

ンティアバスや市民グループへの助成など近傍要因の取

り組みの強化を行うことがあげられる。また，現地へ向

かうだけの取り組みだけでなく，ボランティアの報告会

や説明会，あるいは，物販やイベントといった取り組み

も合わせて有用な取り組みになると言えるだろう。加え

て，すでにボランティアとして現地へ向かった方々に，

活動後，「見たことや感じたことを帰ってから周りの人

に伝えてくださいね」といった言説も東日本大震災の被

災地ではみられた。このような形で，帰宅後も周囲の環

境の中でボランティアに関するコミュニケーションを活

性化させることも一方策となりうるだろう。最後にこの

シミュレーションの限界と今後の展望を示す。

シミュレーションの限界と課題：中心局在化

このシミュレーションから導かれるボランティアを広

げる方策の限界を述べておく。その方策は，どうやった

ら中心からより広範に広がるかというものでしかないと

いうことである。つまり，ボランティアが中心（災害発

生位置 D）に局在化するこのモデルは 14），たとえ上記

の提言が達成されても，結果的にはある一定以上中心か

ら離れると「どこかでボランティアが広がらない領域」

ができてしまうことである。いわば中心局在効果の及ば

ない離れた場所でどうすればボランティアが広げられる

かについては教えてくれない 15）。そこで，今回のシミュ

レーションで想定した被災地との距離 L の性格に着目

13） もちろん，東日本大震災では福島原発事故など阻害的な要因もあったため，単純な報道量が遠隔要因の阻害

を防ぐわけではない。
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し，今後の研究の可能性について述べておく。

中心局在化の原因は，結果的に遠隔要因が示す関数中

の L に帰結する。つまり，被災地までの物理的なユー

クリッド距離である。だが，L は，本質的には被災地上

のセルと自身のセルとの物理的距離ではなく，むしろ心

的距離のLとしてその距離を考えることができる。Lは，

変動しうるし，近づくこともありうる 16）。L が 0 へと

近づく事例として以下に，阪神・淡路大震災で被災した

2 子の母が震災 20 年目に綴った手記集からの抜粋を紹

介する。登場する女性は，当時 5 歳だった姉を亡くし生

き残った 17 歳の娘（当時 1 歳）である。

“小さい頃，「お姉ちゃんの事覚えてる？悲しい？」と

聞かれることがあったのですが，「大人は私にどう答え

て欲しいのかわかる。でも震災の事もお姉ちゃんの事も

覚えていない。お姉ちゃんがいたらいいと思うし，いな

いのは悲しい。でもその時悲しかったのかわからない」

と言っていました。…「［東日本大震災が発生して］何

もできないかもしれない。でも大切な人をなくした人を

抱きしめてあげる事はできる」。そして，被災者に向け

てメッセージを書き始めました。その中に，「自分を責

めないでください。皆さんは一人ではありません。遠い

けれど私はいつも皆さんに寄り添っています」という一

文があります。（小西，2015, p. 7）”

被災地は遠く，誰もが画面に写された状況を現実のも

のとして捉えることは難しかっただろう。だが，一方で，

被災した経験のある方々の中には，他者の被災経験をま

さに自分のものとして捉えた人もいた。つまり，遠隔要

因中の L → 0 の極限，まさに〈自分〉と〈他者（被災者）〉

の相互反転が起こるほど近くに感じていることとも言え

よう。ここには，中心局在効果の及ぶ範囲外において，

どうすれば L を非局在化することができるかについて

考える鍵があるように思われる。実際，被災地において，

被災者が支援を負債として感じ，被災者からの〈反対給

付〉が起こることの指摘がなされている（渥美，2012; 

内尾，2013）。内尾（2013）は，人類学的な贈与の観点

から，被災地内においての〈反対給付〉の重要性を指摘

しているが，渥美（2012）は，被災地内を超えて，「未来

の被災地」への〈反対給付〉を「被災地のリレー」とし

て新たな贈与の可能性を指摘している 17）。

今回，セルが表すものは，個人ではなく「地域」であっ

た。その上で，手記に登場する記憶はないが被災者に寄

り添うことのできる女性のように，地域の中で災害や救

援の経験を自らのものとしてどうすれば捉えられるの

か，また，伝承し，残していくのかについても考える必

要性があるだろう 18）。泡沫的に消え行く中心局在的な

支援から，利他的な連鎖が非局在的に広がる社会へ向け

ての実践的な試みは今後の社会の課題とも言える 19）。

14） 実際には，被災中心ではセル自身も被災するためボランティアを行うことは難しいと考えられる。そのため，

厳密には，中心（災害発生位置 D 周辺）ではボランティア行動が起こらないドーナツ型になると想定される。

ただし，災害が発生すると被災地とその周辺では利他的な行動が起こるということからも（例えば，Solnit, 

2009 高月訳 2010），厳密にカウントできないボランタリーな行動が含まれている可能性についても指摘して

おく。

15） 中心においてパッチが形成される現象については，例えば，小杉・藤沢・水谷・石盛（2001）などでも指摘

されている。

16） 遠隔要因中の距離 L は，社会学における第三者の審級として集権身体が占める場合とも類推的である（大澤，

1990）。シミュレーションにおいて，遠隔要因を第三者の審級として考えれば，その範域性がもたらす距離は，

身体にとって認識された位相的な距離であり，単純な物理的な距離ではない。この点は，セル・オートマト

ンだけでなくネットワークモデルなどの新しい分析も検討する必要がある。

17） 最新の研究では，社会学的にも実証されつつある（三谷，2015）。

18） 記憶や伝承については，社会における集合的記憶（Halbwachs, 1950 小関訳 1989）やその世代間を超えた社

会の記憶（Connerton, 1989 芦刈訳 2011）などの研究が参考になる。

19） 中心局在化は，教育学におけるケアリング論における同心円（concentric circle）の関係にも類似的である

（Noddings, 1984 立山他訳 1997）。岡部（2015）は，学習指導要領に見られる身近な他者から広く社会に広が

る順序を踏む日本の教育が，Noddings（1984）に親和的であることを指摘している。だが，Card（1990）に

よる同心円の外部の他者への軽視（関係における悪）といった批判に代表されるように，この理論では私的

に関係のある領域を超えた公的な関係へ適用することを難しくしている（Rachels, 1986 古牧・次田訳 2003）

という。教育学において広く見られるケアリング論の非対称的な―ケアする／される―関係を越えて，共約

不可能な（未来の）他者との関わり方を，教育学においても考えていく必要があるとしている。
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今後の展望

本論文では，主に震災に焦点を当てた大災害時のボラ

ンティアについてシミュレーションから考察を加えてき

た。主に，発災位置 D 及び近傍－遠隔比 W のみを変数

としてボランティアの生起を考察してきた。本シミュ

レーションで一定程度災害ボランティアを説明可能であ

るものの，方法論上いくつかの仮定を用いざるを得な

かった。例えば，風化係数を阪神・淡路大震災や東日本

大震災ではなく，長崎大水害の値を使うなど，距離反比

例係数やボランティア係数などのいくつかのパラメータ

である 20）。

また，ボランティアが活躍するのは，大災害だけでは

ない。地震以外にも，突発的には風水害や土砂災害，周

期的には雪害など災害ボランティアが活躍する災害は多

種多様にあり，災害によっても，ボランティアの性質も

異なるだろう。水害の場合は，主に泥出しや家財の撤去

など特に初期にかけてボランティアが必要とされる。こ

のような場合，速くピークを持ってくるために近傍－遠

隔比 W を低く，すなわち遠隔要因の活性化を促すべき

だろう。一方で，地震災害などで仮設住宅のような住居

での生活を余儀なくされるような復旧・復興まで長期化

する場合には，逆に近傍－遠隔比 W を高く，すなわち

近傍要因の活性化に重点を置き，継続したボランティア

を促すべきだろう。実用的には，大規模地震だけでなく，

小規模～中規模災害やその他の災害で，本シミュレー

ションがどれほど有効に機能するかについて，今後の研

究・実践が望まれる。
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Simulating altruistic behaviors following a disaster: Comparing the 1995 Hanshin  
Earthquake with the 2011 East Japan Earthquake

Hiroaki Daimon (Graduate School of Human Sciences, Osaka University)

Tomohide Atsumi (Graduate School of Human Sciences, Osaka University)

This paper focused on altruistic behaviors of volunteers following two major catastrophes: the Hanshin 

Earthquake in 1995 and East Japan Earthquake in 2011. Basic simulations using cellular automata were conducted 

to examine the volunteers. The simulation accounts for the Neighborhood factor (N), which prescribes conformi-

ties in near environments, and the Remote factor (R), which prescribes norms through information about the 

disaster from mass media. During the Hanshin Earthquake, the number of volunteers peaked in the earlier 

stages, but did not continue due to stronger R factor.  On the other hand, the opposite pattern was observed in the 

East Japan Earthquake, because of a stronger N factor. To elaborate, the total number of volunteers decreased due 

to the limited accessibility to the geographical location of the affected area. This paper discusses the limitation of 

this simulation in that it concentrates volunteers to the centralized disaster area, and forwards the importance of 

increasing the N and R factors in the recovery process.

Key Words: disaster recovery, volunteer placement, cellular automata

Appendix 1.　E=0. 05 の時におけるボランティア出現数 Appendix 2.　u=0. 3 の時におけるボランティア出現数


