
「主体―客体」関係から「主体―主体」関係
の構築へ

１．はじめに

この本は災害後のソーシャル・キャピタルに関
して第一人者であるダニエル・アルドリッチ
（Daniel P. Aldrich）著による本の翻訳である。
原著は「Black Waves」というタイトルでシカゴ
大学出版会より出版された。
アルドリッチはノースイースタン大学の教授

で、東日本大震災のすぐ後の２０１２年に「Building
Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recov-
ery」（「災害復興におけるソーシャル・キャピタル
の役割は何か―地域再建とレジリエンスの構築」
（ミネルヴァ書房、２０１５、石田祐・藤澤由和訳））
を出版し、注目を集めた。２０１２年の前著では主
に日本では関東大震災、阪神淡路大震災を研究し
ていたが、本書は東日本大震災をメインのテーマ
にしている。
福島浜通りは、震災から１１年経過した今でも

打ち捨てられたビルや建物があり、震災の爪あと
を生々しく感じる。復興の道遠し、という状態で
ある。だからこそ、この本を日本語で読めるよう
になるのは価値のあることだと思うし、喜んで内
容を紹介したい。

２．本の構成

この本の構成は以下のようなものである。とて
も構成がしっかりしている。第１章は地震、津

波、原発事故も３重の災害を描き出している。そ
の上で、本全体の分析のフレームワークは「ネッ
トワーク（人と人のヨコのつながり）」と「ガバ
ナンス（地域住民と政治家・行政のタテの関係）」
とするということが丁寧に説明されている。
第２章から第６章まではミクロからマクロへと

視点を動かしていく形で分析がされていく。ちょ
うど、映画で登場人物に寄っていたカメラ（第２
章）が少しずつ引いていき、日本全体（第５章）
を上空から見下ろすように眺め、最後には宇宙か
ら地球を眺める（第６章）ような、そんな感じで
ある。

（本の章立て）
第１章 東日本を襲った３重災害
第２章 被災者個人レベルの分析―近隣住民同士

の助け合い
第３章 市町村レベルの分析―支援を呼び込む垂

直方向のつながり
第４章 県レベルの分析―復旧成果の明暗を分け

たネットワークの力
第５章 国家レベルの分析―日本政府のガバナン

スに見られた変化
第６章 国家間の比較による分析―国民の生死を

分ける政府の対応
第７章 信頼関係の構築と連携の強化

第２章は個人とその人たちを取り巻くコミュニ
ティを対象にしている。ここで著者はかなり丁寧
なインタビューをしている。私たちはすでに多く
の東日本大震災で被災された人たちのストーリー
を多く聞いたり、読んだりしてきた。それにもか
かわらずここで紹介される津波の体験の聞き取り
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うに没入して読んでしまった。
描きだされていている人びとの経験と行動は教

訓に満ちている。様々な理由からすぐに避難に動
かなかった住民が多く、津波の時には「車を使って
逃げない」という鉄則にもかかわらず車を使って
避難しようとして人が多かった。また、逃げるに
も高齢者や体の不自由な人が多く介助者が必要で
あった、などである。そして何より、多くの場合、
その介助者は家族や近隣の住民の人たちで、コ
ミュニティ、つまりは人と人のヨコのつながりが
とても重要だったという点が強調されている。
しかし、このヨコのつながりに対して、タテの

関係つまり政治や行政による初期の対応の問題点
が指摘されている。特に政府が放射線量のデータ
について意図的に隠していた（「国民がパニック
に陥るのを懸念した」）ために、自治体は住民に
自主避難を呼びかけるという形になり、不信感が
高まったことが指摘されている。
さらに、東京電力の職員が住民全体にではな

く、被災者の親戚や友人だけに「すぐに原発周辺
のエリアの外へ逃げなさい」と連絡をし、連絡を
受けた人たちは避難所から真夜中に周りの人に気
が付かれないように抜け出していった。こうした
動きは徐々にヨコのつながりを分断し、住民の間
の信頼関係を損なう結果となった。この分断の影
響は福島の人たちと話をすると今も影を落として
いると感じさせられることが多い。
興味深いのはK６（ケスラー６）というテスト

により住民の不安や気分の落ち込みの度合いを計
測していることだ。これによると原発のメルトダ
ウンの影響を受けた双葉町の被災者は、日本全体
あるいは陸前高田の被災者よりもより強い精神的
な苦痛を受けていたという点が報告されている。
この点は、当時の問題だけではなく現在でも福島
の浜通りの復興を考える時に、重要なポイントに
なっていると考える。
続く、第３章では個人から一つ上のレベル、被

災自治体レベルでの分析がされている。ここでも
ヨコのつながりの大切さが議論されているが、さ
らに踏み込んで分析されているのは町議会の議員
と国会議員のタテの関係である。災害後に町の議
員たちが国会議員と連絡を取り始めたが、こうし
た「垂直方向の政治的つながり」が重要だったと
いう点だ。
問題は、この政治的なつながりが復旧のスピー

ドを決定する上で「市町村の財政力」や「津波の

高さ」などよりも重要だったという点である。つ
ながりの強い地域の復興は早く、つながりの弱い
地域の復興は遅かった。政治的なつながりが重要
だということを私たちはなんとなく認識はしてい
るが、データにもとづく定量分析の結果として示
されており、そのことが持つ意味はとても大きい。
第４章では、今度は自治体レベルから県のレベ

ルに上がっている。岩手、宮城、福島の３県の復
興を比較しているのだ。ここで問われているのは
県の「ガバナンス」と「つながり」だ。国の政策
を「決定事項」としてそのまま右から左へ自治体
に伝えれば、自治体の自由度は奪われ、自主性も
損なわれる。県が国と自治体の間でどのようなガ
バナンスをするかが重要だということだ。そうし
た中で、県として国の内外のNGOとどのような
つながりを持つか、そうした２つの点が県による
復興スピードに差がついている原因だという分析
である。
その中でも重要だと思うのは２０１４年に行われ

たという１，６００人の住民を対象にした郵送調査の
結果だ。ガバナンスに対する住民たちの評価が大
きく違うのだ。「地方の政治を信頼できるか」と
いう質問に対して、「信頼できる」あるいは「あ
る程度は信頼できる」と回答した福島県民は３５％
しかいなかった。これは宮城県の５９％、岩手県
の４７％と比較して大きく低い。この点は後述す
るように重要な意味を持つと思う。
第５・６章は国家レベルで分析がされている。

第５章は日本だけ、第６章はアメリカ、インド、
ハイチ、中国・四川が分析されている。国家レベ
ルの分析でも重視されているのは、政府と地域の
関係、人びとの政府に対する信頼の度合い、と
いった「タテのソーシャル・キャピタル」だ。日
本政府の対応に対する評価は、震災発生後は新た
な課題に柔軟に対応し、革新的な初期対応であっ
たとされている。
一方、その後の対応は評価されておらず、「従

来型の政治に回帰」し、大規模プロジェクトの実
施という点では機能したが、国民からの信頼ある
いは町づくりという点では躓いてしまったと評価
している。「メルトダウンという言葉を使うのを
避けた」こと、「放射能量のデータを測定して公
開する市民グループに告訴をちらつかせた」こと、
「放射線被曝に楽観的な予測を示したこと」など、
こうした政府の行動が、国民の政府に対する信頼
を崩してしまったと評価している。
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まとめの第７章では、災害に弱いコミュニティ
がレジリエンスを高めるための方策が提示されて
いる。社会的なつながりを深めていく方策だ。

３．現在の福島浜通りの課題に取り組むた
めに

本書はヨコ（水平）のつながり、とタテ（垂直）
のつながりを見事に分析していると思う。そし
て、その分析は今の福島浜通りの課題を理解する
のに重要な視点を提供している。そのタテのつな
がりとは「国―県―自治体―コミュニティ」であ
る。このタテの関係で重要なのは３つの点だ。
第１には、町の議員の国会議員との「垂直方向

の政治的つながり」が復興のスピードに重要だっ
たという点だ（第３章）。つながりの強い地域は
早く復興し、つながりの弱い地域は復興から取り
残される。平たく言えば、中央とのコネのあるな
しが復興のスピードを決めたということだ。
第２には、住民１，６００人の地方政治に対する評

価の結果だ。福島県の結果が宮城や岩手と比較し
て、とても低く、不信感が募っていることだ（第
４章）。この不信感は、特に福島浜通りに行くと
強く感じる点だ。
第３は、国や東京電力の住民への向きあい方に

問題があったことだ。放射能量のデータについて
意図的に隠し、メルトダウンという言葉を避けた
ことや（第２および５章）、東京電力の職員が被災
者の親戚や友人だけに「早く原発周辺から逃げな
さい」と連絡していたこと（第２章）などである。
こうした３点がタテの関係において、特に福島

の浜通りの人びとの政府や東京電力に対する信頼
を崩す原因になり、かつ、ヨコの関係も損なわれ
るという結果を招いたと言えるだろう。
現在の福島浜通りの方々にインタビューをする

と、本書で指摘されているような不信感を強く感
じることが多い。そうした不信感は、松岡（２０２１）が
指摘するように、復興や廃炉について様々な形で
政府や東京電力と地域との対話が十分になされな
いまま、中央での「決定事項」を押し進める形で
なし崩し的に進めてきたことにもよるだろう。
政府や行政が、とりあえず「復興」が順調に行っ

ているように見えること、外形的に整えることを
優先するあまり、住民にとっての復興の姿を描き
きれていないように思う。
本書で土建国家に回帰しているという指摘があ

るが、その通りである。すべてが首都圏を中心に
決められ、それを受け入れるというこの構造は、
行政に対して不信感をいだいた住民にとって復興
とは何かに対して強く違和感を覚えることにつな
がっているのだろうと思う。企業誘致についても
同じである。これはまさに途上国開発でいうとこ
ろの参加の欠如であり、エンパワーされていない
状況にあると言えるだろう。住民の不信感は無力
感でもあると感じる。
また、そうした住民の不信感は政府・行政だけ

でなく、首都圏などから来るメディアや研究者な
どに対してもあるように感じる。それは住民の意
図と異なる形で、都合の良い部分だけ切り取られ
て報道されることの積み重ねがあったからだと思
われる。おそらく取材する側、研究する側にとっ
ては一つ一つは小さなことだったかもしれない
が、そうした小さな違和感が堆積してしまったの
だろう。ここには「取材する側、される側」、ある
いは「視る側、視られる側」という、分断がある。
政策も中央で決められ、中央と地方、あるいは

中央と住民の関係は、主体と主体の水平的な関係
ではない。主体と客体（決めるものと、受け入れ
るもの）という垂直的な関係となってきた。
著者のアルドリッチは、２００８年の論考の中で

原発が立地される場所は「市民社会の質・力量の
弱い地域が選ばれる」としている。これは、原発
に対する反対運動がない方が良いからだ。実際、
福島の浜通りの町の人たちの町に対する帰属意識
はとても高い。つまり、結束型ソーシャル・キャ
ピタル（Bonding Social Capital）は強いが、町
を超えた地域のつながりはむしろ分断されてきた
と言っていいだろう。
大熊町、双葉町など、浜通りの町はそれぞれ面

積や時間距離で言えば、極めて近い隣接した地域
である。しかし、お話しを伺うと、町を超えた連
帯やつながりはあまり感じられないことが多い。
むしろ分断されていると感じることの方が多い。
つまり、橋渡し側ソーシャル・キャピタル（Bridg-
ing Social Capital）は分断されている状況にある
ように思う。
これには２つの理由があるだろう。第１には電

源三法に基づく多額の各種交付金・補助金が各自
治体に流れた。しかし、こうした資金が各町村を
まとめる方向ではなく、むしろ分断する方向に働
いたこととも関係するのだろう。また、第２には
歴史的に町の行政が基本的に国や県のタテの方向
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で結びついていったことに由来するように思われ
る。自治体という名前であるにもかかわらず、日
本の自治体はトップダウンの性質のまま来てし
まった。これらのことが、そうしたヨコの関係を
分断してきてしまったのであろう。
東日本大震災では「つながり」が極めて重要な

キーワードとなった。本書を通じて感じるのは
「著者のまなざし」である。それは冒頭にも述べ
たように、現場で何が起きているかデータと聞き
取り調査から理解しようとするものだ。通常、科
学的手法というのは、徹底して客観視することが
求められるものだ。そこにある眼差しは当然、
「視る主体」としての研究者と、「視られる客体」
としてのモノである。ここにも主体―客体という
関係がある。しかし、本書はアルドリッチの相手
の何が実際に災害の場所で起こったのか、そこに
いなかった外部の人間としてそれを理解しようと
する強い意志、とそれを相手立場に立って考えよ
うとする努力を感じる。それによって主体―主体
関係を取り戻しているとも言えるだろう。今後の
福島浜通りの復興を考えるにあたって必読の書だ

と思う。
本書の訳はすぐれており最初から日本語で書か

れたのではないかと錯覚するほどである。個人的
には邦訳された本は読みにくく感じることが多
く、苦手である。しかし、この本にはそれがな
かった。また、役者あとがきに各章のテーマや、
使われているデータ、結論が表にまとめられてい
る。これが頭の整理にとても役に立つ。読まれる
際には、この表を参照しながら読むと全体像の把
握が容易だと思う。

参考文献
Aldrich, Daniel P. ２００８. Site Fights: Divisive Facilities

and Civil Society in Japan and the West. Cornell
University Press.（＝湯浅陽一監訳・リンダマン
香織・大門信也訳、２０１２、『誰が負を引きうける
のか――原発・ダム・空港立地をめぐる紛争と
市民社会』、世界思想社）

松岡俊二、２０２１、「１F廃炉の将来像と『デブリ取り
出し』を考える」、『環境経済・政策研究』、１４巻、
２号、pp.４３―４７．

書 評114


