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和文要約 

 

本稿では、災害履歴への関心持続期間に焦点を当て、その基本的な特徴や傾向を、個人差のみな

らず、その個人が準拠する社会の通念や価値観の違いなどとの関連の下で把握を試みた。日本とタ

イを検討対象地域の事例として用いた比較分析の結果、日本調査では、約 20 年足らずで関心が半

減、タイ調査では約 5 年足らずで関心が半減する傾向にあることが明らかとなった。これには個人

や社会の成熟度が影響していることが考察され、日本においては若年期の個人の関心が急激に減衰

する傾向が示された。また、とりわけ個人の成熟度を洪水経験の繰り返しとして捉えた場合、「経験

の繰り返しによる態度の極化現象」とも称すべき傾向の存在も示唆された。最後に、災害履歴に対

する時間感覚の在り方として「諦観」の概念に触れる。 
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１．はじめに 

現在や将来の災害リスクの程度を推し量ろうとすると

き、我々はしばしば、過去に起きた災害の履歴を参照す

る。しかし、「現在」に身を置く我々が「過去」に思いを

馳せるとき、そのスタンスには少なくとも 2 つの異なる

時間感覚が存在するという。森野（2008）によれば、そ

の 1 つは、「過去」を現在と連続する一貫した時間軸上に

位置づける「現在と連続する過去」と捉えるスタンスで

あり、これを「歴史化される過去」と称している。もう

1 つは、過去を現在とは分断された別の時間軸上に位置

づける「現在と切断された過去」と捉えるスタンスであ

り、これを「虚構化される過去」と称している。前者の

場合は、過去と現在との間に一貫した時間軸の存在を前

提とした「現実」として認識され得るのに対して、後者

の場合は、現在とは乖離した「虚構（フィクション・昔

ばなし）」として認識されやすい、ということである。 

災害の履歴に対する人々の時間感覚にもこのような違

いがあるとするならば、「過去」の同じひとつの災害事象

であっても、それを「現実」として捉えるか「昔ばなし」

と受け止るかによって、その人が「現在」や「将来」の

災害リスクを推し量るときに持つ意味や影響は大きく異

なることが予想される。本稿では、このような、過去に

起きた災害の履歴に対する受け手の感覚の違いに焦点を

あて、とりわけ、それが「現在と連続する過去」として

受容される場合の時間的な射程範囲はどの程度なのかと

いう点に着目する。ここでは、この時間的な射程範囲を

「災害履歴への関心持続期間」と称し、その長短などの

基本的な特徴や傾向を、個人差のみならず、その個人が

準拠する社会の通念や価値観の違いなどとの関連の下で

把握することを主旨とする。 

本稿ではまず、第 2章において、災害履歴に対する人々

の時間感覚に関連した先行研究のいくつかを概観するこ

とを通じて、「時間的な隔たりと現実感との関連」および

「過去を参照することに対する態度」という 2 つの考察

軸（論点）を提示する。続く第 3 章では、検証作業に用

いる調査データを概説し、第 4 章ではこの調査データに

基づいた 2 つの論点の検証および考察を行う。これらの

議論を踏まえ、第 5 章では、災害履歴に対する時間感覚
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の在り方に関する考察を深める。 

 

２．既往研究と本研究の論点 

（１）災害履歴の時間的隔たりと現実感 

たとえば、磯田道史著の「天災から日本史を読みなお

す～先人に学ぶ防災」（磯田, 2014）は、1586年の天正地

震と 1596 年の伏見地震が豊臣秀吉政権に及ぼした影響

についての記述からはじまる。本稿執筆時の 2017年から

それぞれ 431 年前と 421 年前の災害である（以下、年前

という表記は 2017年を基準とする）。そのほか、1680年

に静岡県袋井市を襲った台風と高潮（延宝 8 年、337 年

前）、1707 年の宝永地震津波と富士山噴火（宝永 4 年、

310年前）、1828年のシーボルト台風（文政 11年、189年

前）、1854年の安政南海津波（嘉永 7 年、163 年前）、1946

年の昭和南海津波（昭和 21 年、71 年前）などの数多く

の史料をもとに、一貫して過去の災害と人間社会との関

わりに重点が置かれた記述が続く。最終章は 2011年の東

日本大震災（平成 23 年、6年前）についての記述に割か

れている。 

念のため弁明しておくと、磯田の記述が信憑性に乏し

い虚構であるとか昔ばなしであるなどと批判する意図は

微塵も無い。ここでの数多くの史料と地道な調査に基づ

く繊細な洞察の数々は敬服に値することは言うまでもな

い。そうではなくて、前述のとおり、本稿での関心は、

「過去」の出来事に対する受け手の時間感覚の差異、す

なわち「現在と連続する過去」として受容される場合の

時間的な射程範囲はどの程度なのかという点にある。こ

の点に関して、ある人は、上述の豊臣秀吉政権下の出来

事と東日本大震災との間のどこかに少なくとも「現在と

連続する過去」と「現在と切断された過去」を分ける境

界が存在すると感じる人がいるかもしれないし、あるい

は、その境界はこの間には存在せず 1586年よりも遥か遠

くの過去の領域に存在すると感じる人もいるかもしれな

い。災害履歴に対するこのような時間感覚の差異が生ま

れる背景や要因に議論の焦点をあてたい、ということで

ある。 

このような時間感覚について、たとえば古橋（1979）

は、より具体的に、現在ある共同体（原型的な村落共同

体）の認識しうる時間の範囲としてはせいぜい「現在の

老人の 2 世代前まで」としており、それ以上さかのぼる

時間（老人の世代から 3 世代以上前）については現実の

体験として認識し得ないものである、と捉えている（図

-1 参照）。なお、この言及は古代の神話に見られる記述

の分析から見出された知見に基づくものであるが、ある

程度以上の時間を隔てた出来事に対して人々は現実感を

持ちにくいという傾向に関する言及は、現代においても

同様に見受けられることである。たとえば畑村（2011）

は、「現在」に起きた出来事（失敗・事故・災害）の記憶

は「個人は 3年、組織は 30年、地域は 60年、社会は 300

年、文化として 1200年」で消滅するという表現を用いて

いる（図-2参照）。これは、逆に言えば、「個人は 3年前、

組織は 30 年前、地域は 60 年前、社会は 300 年前、文化

として 1200 年前」に起きた出来事（失敗・事故・災害）

を人々は現実感をもって受け止めることが出来ないとい

う主旨としても理解することができる。また、矢守（2011）

は「防災のタイム・スケール～〈1 年〉・〈10年〉・〈100年〉

の防災～」において、もとより 100 年（もしくは「人間

の活動リズムとは遠くかけ離れた数千年、数万年」）とい

う災害現象の周期（return period）を現実感をもって認識

することは困難であることを前提としつつ、それに対す

る対抗措置としての防災活動の創意工夫を多数提唱して

いる。1000年という区切りの数字に関して更に付け加え

るならば、たとえば北原（2016）は著書「日本震災史～

復旧から復興への歩み～」の冒頭にて、「忘れ去られてい

た過去の災害」のひとつとして 1000年以上前に発生した

貞観地震（貞観 11年、1148年前）に触れると同時に、そ

れとの対比として「史都多賀城防災・減災アーカイブ『た

がじょう見聞憶』」1)にも触れ、その「伝えよう『千年後』

 

図-1 古橋（1979）による「現在ある共同体の 

認識しうる時間の範囲」 
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［古橋（1979）をもとに著者作成］

図-2 畑村（2011）による「記憶消滅の法則性」 
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の未来へ」というキャッチフレーズから「（東日本大震災

を）再び忘れることがないように、社会の記憶として留

めていこうという強い意志」が読み取られると述べてい

る。このことは、（畑村（2011）が言うように）1000年以

上前の出来事を我々の社会や文化が現実感をもって認識

し続けることは難しいということを、そして（矢守（2011）

が言うように）1000年という時間経過は人間の活動リズ

ムとは遠くかけ離れたものであることを、貞観地震とい

うひとつの災害履歴を通じて奇しくも証明しているかの

如くである。 

以上のような既往の知見に立脚するならば、少なくと

も、現在からの時間的な隔たりが大きくなるにつれて、

その災害事象について抱く主観的な現実感は徐々に減衰

してゆくものとの見立てに大きな支障は無いものと思わ

れる。この点を「論点 1：災害履歴の時間的隔たりの拡大

にともなう現実感の減衰傾向（表-1上段）」として、第 4

章にてアンケート・データに基づき確認を行う。 

（２）災害履歴を参照することに対する態度 

ところで、前節までの議論は、そのような傾向が現に

観測され得るという意味で“現象”に力点を置いた議論

であると言える。そして、どのような属性や特徴を有す

る個人や社会がより遠くの過去の災害履歴に対しても現

実感をもって認識しやすいのか等の知見を得ることは、

興味深い論点のひとつである。しかし、「何故、過去の災

害履歴を参照するのか」という点に立脚するとき、さら

には「過去の災害履歴を、どのような態度で参照するの

がより望ましいと言えるのか」といった議論にも立ち入

ろうとするとき、上記のような「過去に対する態度」と

いう“現象”の考察のみに終始するのでは不十分である

ように思われる。このような「過去に対する態度」の在

り方を考察するに際しては、矢守（2009）が展開する「防

災の時間論」がそうであるように、同時に「未来に対す

る態度」に関する考察も併せて行うことが肝要であるよ

うに思われる。 

「防災の時間論」は、木村（1982）が精神病理学的思

索にもとづいて提起した「アンテ・フェストゥム」と「ポ

スト・フェストゥム」という概念を基軸に、それを防災

研究分野に矢守（2009）が適用・拡張したものである。

ここでは、個人や社会の「過去に対する態度」のみなら

ず「未来に対する態度」とが対をなして議論が展開され

ている。その要点を簡潔にまとめるならば表-2のように

なる。 

このうち、「ポスト・フェストゥム」的な価値観に偏す

る個人や社会は、未来を「真正の未知としてではなく、

過去のつつがない延長（十分に予定され準備されたもの）」

として確保しようとする傾向（表-2内の[1B]）が強く、

それ故、過去の出来事や秩序を重んじる傾向（表-2内の

[1A]）が強く認められるという。未だ来ぬ未来の出来事

に対して事前からコツコツと用意周到に備える（一見し

て真面目で几帳面な）姿がこれに相当する。しかし、木

村（1982）によると、このような価値観が過度に先鋭化

すると、何らかのアクシデントによってそのつつがなさ

表-1 本稿における論点 

論点1 災害履歴の時間的隔たりの拡大にともなう現実感の減衰傾向 

論点2 
災害履歴を参照する 
ことに対する態度 

(a)個人の成熟度 
による差異 

（作業仮説 a） 
若年期の個人においては，災害履歴を参照することには消極的 

中年期以降の個人においては，災害履歴を参照することには積極的 

(b)社会の成熟度 
による差異 

（作業仮説b）
非先進国の社会においては，災害履歴を参照することには消極的 

先進国の社会においては，災害履歴を参照することには積極的 

 
表-2 「ポスト・フェストゥム」的価値観と「アンテ・フェストゥム」的価値観 

 
[1] 「ポスト・フェストゥム」的価値観 [2] 「アンテ・フェストゥム」的価値観 

[A] 過去に対する態度 [1A] 過去拘泥的．過去にこだわる． [2A] 過去分断的．過去にはこだわらない． 

[B] 未来に対する態度 
[1B] 過去のつつがない延長（十分に予定され準備さ

れたもの）として未来を確保しようとする． 
[2B] 圧倒的に未知なるもの． 

あらゆる可能性に満ちている． 

備 
考 

過度に先鋭化したときの

精神病理学上の症状 
鬱病．中年期以降の個人に多い． 統合失調症．若年期の個人に多い． 

防災対策 
多くの先進国の防災対策のスタンスは「ポスト・フェ

ストゥム」的． 
多くの非先進国の防災対策のスタンスは「アンテ・フ

ェストゥム」的． 

災害履歴を参照すること

への予想される態度 
積極的 消極的 

災害履歴への関心持続期

間に予想される傾向 
長い 短い 
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が奪われた場合に、「取り返しのつかないことになった」

という思いに陥り、鬱病的な症状となる可能性が高いと

いう。鬱病の発症は若年期というよりはむしろ中年期以

降に多いという木村（1982）の指摘を踏まえ、矢守（2009）

は、それを「中年期の社会」である先進諸国になぞらえ

て、先進諸国の防災施策は「ポスト・フェストゥム」的

価値観に基づくものが多くを占めると指摘している。こ

れを、本稿における議論に照らし合わせるならば、「ポス

ト・フェストゥム」的価値観が強い個人や社会は「災害

履歴を参照すること（すなわち表-2内の[A]）」には積極

的であり、その傾向は特に中年期以降の個人や先進諸国

の社会において顕著となることが演繹される、というこ

とになろう。 

一方、「アンテ・フェストゥム」的な価値観に偏する個

人や社会においては、過去が揺らぎのない過去として確

定できておらず（過去の積み重ねとしての自己が、自明

で安定したものとなっておらず）（表-2内の[2A]）、それ

故、未来を「これまでのつつがない延長」として捉える

ことが出来ず、未来を「圧倒的に未知なるもの（あらゆ

る可能性に満ちたもの）」として認識する傾向（表-2 内

の[2B]）が強いという。木村（1982）によると、このよう

な価値観が過度に先鋭化すると、確固たる実績や根拠に

乏しいにもかかわらず、支離滅裂に過大な未来像を語り

始めるなど、統合失調症を発症する可能性が高いという。

統合失調症の発症は若年期に多いという木村（1982）の

指摘を踏まえ、矢守（2009）は、それを「若年期の社会」

である開発途上国になぞらえて、開発途上国の防災施策

には「アンテ・フェストゥム」的価値観に基づくものが

多く見られると指摘している。これを、本稿における議

論に照らし合わせるならば、「アンテ・フェストゥム」的

価値観に偏した個人や社会は「災害履歴を参照すること

（すなわち表-2内の[A]）」には消極的であり、その傾向

は特に若年期の個人や開発途上国の社会において顕著と

なることが演繹される、ということになろう。なお、こ

こでの開発途上国という表現は、矢守による「多くの開

発途上国の社会が『ポスト・フェストゥム』的には構成

されていない、あるいは、少なくとも先進諸国ほど『ポ

スト・フェストゥム』性が強くない」（2009：p.91）とい

う言及からも明らかなように、厳密に開発途上国に限定

する意図というよりは、先進諸国との対比のもとで中進

国や新興工業国などを含めた「非先進国」を指す意図と

して理解される。このことから、本稿ではこれを「非先

進国」と表記することとする。 

以上の内容をあらためて論点として整理すると表-1

の下段のようにまとめられよう。第 4章でのアンケート・

データに基づく考察においては、これらの各論点につい

て検証を行うこととする。 

 

３．調査方法 

本稿では、前章で整理を行った表-1記載の各論点に関

して、アンケート調査データを用いた検証を試みる。こ

の検証に用いるデータには、「災害履歴に対する時間感覚」

を捉える設問が備わっていることは勿論のことであるが、

併せて、そこで把握された回答者の時間感覚について、

個人の成熟度（年齢など）の差異や、社会の成熟度（先

進国と非先進国など）の差異による比較分析を可能とす

るものとなっていることが求められる。本稿の検証作業

に用いる調査データの概要は表-3～表-5 に示すとおり

であり、以下に述べるように、概ねそこで求められる要

件は満たされているものと思われる。 

調査対象地は日本とタイの 2 国であり 2)、両国で同一

内容の質問を用いていることから、両国の比較分析が可

能となっている。無論、この 2 国間の比較のみをもって

して、社会の成熟度（先進国と非先進国）の差異による

影響のすべてを一般論として結論付けることは出来ない。

また、そこで得られる集計値等は、先進国あるいは非先

進国としての一般的・相対的な特徴以外にも、対象地域

固有の文化や国民性などを色濃く反映したものであろう

ことは十分に想像される。しかし、前章で概観したよう

な災害履歴に対する時間感覚に関して、一般に先進諸国

が有していると想定される特徴を日本ほどには強くタイ

は有していないであろうという理解、そして、一般に非

先進諸国が有していると想定される特徴をタイほどには

強く日本は有していないであろうという理解が、それぞ

れ一定程度に妥当性を有しているとするならば、この 2

国間の比較分析によってもたらされる知見を介して、少

なくともその一部を垣間見ることは可能であろうとも思

われる。とりわけ、「日本を含む先進諸国の防災実践は、

基本的に〈ポスト・フェストゥム〉的」（矢守 2009：p.89）

であるとの理解に立脚するならば、それとの比較対象と

してのタイの位置づけは、本稿における主旨を大きく逸

脱するものではないと思われる。 

なお、タイ調査では、2011年の大洪水時の様子などを

含め、全ての設問は「洪水」を対象とした内容となって

いる。日本調査では、冒頭で「自宅で最も関係の深い災

害の種類」を挙げてもらい、それ以降の質問ではその災

害種類についての回答を要請している。日本調査とタイ

調査で同一の災害種類を対象に分析を行う都合上、日本

表-3 調査概要 
 

日本調査 タイ調査 

実施時期 2013.12.18～2013.12.25 2013.1.28～2013.2.5 
対象地域 全国 バンコク市内 

サンプリング

方法 

インターネットリサーチ会社（楽天リサーチ）が

保有するモニターリストに基づき，各対象地域

の性別・年代別人口構成比の実態にできるだけ

即するよう割付サンプリング． 
回答方法 インターネット画面での回答入力 
回収数 1000票 400票 

分析で用いる

有効回答数 
469票 400票 
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調査に関しては「自宅で最も関係の深い災害の種類」と

して「洪水」を挙げた 469 人を有効回答として扱うこと

とする。回答者の基本属性は表-4 に示すとおりであり、

個人の成熟度（年齢）が異なることによる差異について

も比較分析が可能となっている。 

「災害履歴に対する時間感覚」の把握にあたっては、

無論、多様な調査方法が想定され得るものの、このうち

本稿で用いる調査では、表-5に示すような調査項目への

回答反応により把握を試みている。ここにおいて、回答

者には、「未来」の災害リスクの程度を見積もることが暗

に要請される「今後もし引越することがあったとして、

いざ自分の居住地を決めようというとき」という前提条

件のもと、そこで「過去」に起きた災害の履歴をどの程

度参照する意向を有するのか（災害履歴への関心持続期

間）が把握される設計となっている。すなわち、ここで

把握される「災害履歴への関心持続期間」の長・短は、

「ポスト・フェストゥム」的価値観の強・弱（「アンテ・

フェストゥム」的価値観の弱・強）（表-2内の[1]～[2]）

を「過去に対する態度」という断面（表-2内の[A]）から

観察するものとなっていると言える。なお、調査では、

表-5 に記載のとおり、「過去に起きた災害事象の現在から

の時間的な隔たり（これをD（年）と表記する）」を複数

の選択肢（D=0、1、2、3、5、7、10、20、50、100、200、

500、∞）として提示するかたちとなっている。 

次章以降では、この調査データによる集計結果を基軸

として、表-1記載の各論点に関する検証を試みる。 

 

４．論点の検証 

（１）対象国別にみる災害履歴に対する時間感覚 

調査にて選択肢として提示された D（年）を横軸にと

り、その D（年）までの災害が「気になる」とした回答

者の累積割合を縦軸にとり、それを対象国別にプロット

表-4 基本属性 

 日本調査 タイ調査 

性別 
男性 237 (50.5%) 199 (49.8%)

女性 232 (49.5%) 201 (50.3%)

年齢 

20歳未満 31 (6.6%) 15 (3.8%) 

20歳代 63 (13.4%) 120 (30.0%)

30歳代 91 (19.4%) 99 (24.8%)

40歳代 103 (22.0%) 122 (30.5%)

50歳以上 181 (38.6%) 44 (11.0%)

年 
収 

日本 
［万円］ 

～200未満 149 (31.8%) --- --- 
～500未満 150 (32.0%) --- --- 

500以上～ 92 (19.6%) --- --- 

タイ 
［万

THB］ 

～5未満 --- --- 117 (31.2%)

～15未満 --- --- 91 (24.3%)

15以上～ --- --- 167 (44.5%)

婚姻 
既婚 281 (59.9%) 191 (47.8%)

未婚 188 (40.1%) 209 (52.3%)

同居人数 
（自分以外） 

0人 73 (15.6%) 18 (4.5%) 

1人 121 (25.8%) 18 (4.5%) 

2人 109 (23.2%) 72 (18.0%)

3人 84 (17.9%) 96 (24.0%)

4人 51 (10.9%) 91 (22.8%)

5人 25 (5.3%) 52 (13.0%)

6人 5 (1.1%) 21 (5.3%) 

7人 0 (0.0%) 17 (4.3%) 

8人 1 (0.2%) 7 (1.8%) 

9人 0 (0.0%) 4 (1.0%) 

10人以上 0 (0.0%) 4 (1.0%) 

家屋形態 
持家 339 (72.3%) 290 (72.5%)

借家・賃貸 125 (26.7%) 73 (18.3%)

その他 5 (1.1%) 37 (9.3%) 

職業 

会社員 184 (39.2%) 193 (48.3%)

公務員 18 (3.8%) 32 (8.0%) 

自営業 45 (9.6%) 67 (16.8%)

専業主婦(主夫) 82 (17.5%) 17 (4.3%) 

学生 41 (8.7%) 60 (15.0%)

無職 38 (8.1%) 4 (1.0%) 

その他 61 (13.0%) 27 (6.8%) 

自宅での 
洪水経験回数 

なし 353 (75.3%) 84 (21.0%)

1度あり 93 (19.8%) 138 (34.5%)

複数あり 23 (4.9%) 178 (44.5%)

 

表-5 「災害履歴に対する時間感覚」の把握に用いる設問 

質
問

文

今後もし引越することがあったとして，いざ自分の居住地

を決めようというときに，自分はその地の過去の災害履歴

をどの程度まで気にすると思いますか．最もあてはまると

思うもの1つを選んで下さい． 

回
答

選
択
肢

○ 過去の災害など気にかけないと思う 
○ だいたい1年くらい前までの災害は気になるが，それよ

りも昔の災害は気にしないと思う 
○ だいたい2年くらい前までの災害は気になるが，それよ

りも昔の災害は気にしないと思う 
 

… 
 

○ だいたい200年くらい前までの災害は気になるが、それ

よりも昔の災害は気にしないと思う 
○ だいたい500年くらい前までの災害は気になるが、それ

よりも昔の災害は気にしないと思う 
○ それよりも昔の災害のことも気になると思う 

  

 

図-3 災害履歴への関心持続期間（国別） 
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したものが図-3である。黒丸（●）が日本での集計値を、

白三角（△）がタイでの集計値を、それぞれ示している。

なお、横軸D の値が一定以上大きい領域においてはグラ

フ形状として大きな変化が見受けられなかったことから、

ここではD の範囲を 50年までとして描画している。 

これらによれば、まず、現在からの時間的な隔たりが

大きくなるにつれて、その災害事象について抱く関心が

徐々に減衰してゆくという「論点 1：災害履歴の時間的

隔たりの拡大にともなう現実感の減衰傾向」の存在につ

いて、日本とタイの両国サンプルにおいて明瞭に確認す

ることが出来る。 

さらには、日本の集計値が上方に布置し、タイの集計

値が下方に布置しているという差異も、明瞭に読み取る

ことが出来る。たとえば、タイ調査では概ね 5年（D=5）

足らずで関心を示す回答者の割合が半減する（V(D)=0.5

を下回る）のに対して、日本調査で関心を示す回答者割

合が半減する（V(D)=0.5を下回る）のは約 20 年（D=20）

程度となっており、その差分は約 15年にも及ぶ。同様の

見方で、タイ調査では概ね 5～7 年（D=5～7）の段階で

は既に関心を示す回答者割合が 40%（V(D)=0.4）を下回

っているのに対して、日本調査ではそれは概ね 40～50年

（D=40～50）となっており、ここでの差分は約 33～45年

に至る。総じて、タイ調査よりも日本調査の回答者の方

が、災害履歴への関心持続期間は大幅に長いと言える。

先進国の一事例としての日本と、非先進国の一事例とし

てのタイという位置付けを前提とするならば、これらの

集計結果から、「論点 2：災害履歴を参照することに対す

る価値観」のうち、「(b)社会の成熟度による差異」に関す

る作業仮説 b について、それを概ね支持する結果が得ら

れたと言えよう。 

（２）年齢別にみる災害履歴に対する時間感覚 

同様に、個人の成熟度の差異がもたらす影響を確認す

るために、回答者の年齢（4カテゴリ）別に、対象国それ

ぞれ毎にプロットしたものが図-4である。丸が日本での

集計値を、三角がタイの集計値を示しているのは図-3と

同様であるが、その彩色により「白色：29 歳以下」、「薄

い灰色：30～39 歳」、「濃い灰色：40～49歳」、「黒色：50

歳以上」の回答者を示している。ここでは、判読しやす

いよう、日本調査の集計値を(1)に、タイ調査の集計値を

(2)に、それぞれ分けて示している。 

これによると、図-4(2)に示すタイ調査では、年齢が異

なることによる若干のばらつきはあるものの、その影響

は明瞭ではない。しかし、一方の図-4(1)に示される日本

調査においては、中年期以降の回答者に比して、若年層

の回答が大幅に下方に布置していることが明瞭に見て取

れる。このことから、「論点 2：災害履歴を参照すること

に対する価値観」のうち、「(a)個人の成熟度による差異」

に関する作業仮説 aについては、日本調査においてのみ、

それを支持する結果が得られたと言える。 

タイ調査において年齢による差異が明瞭でないことの

要因を本稿の調査結果のみから推定することは難しく、

今後の課題となろう。しかし、この調査結果から少なく

とも窺われることは、どの年齢層の個人との関わりにお

いても、およそ 10年を超える過去の災害が大きな関心事

として話題に掲げられるということは、おそらくタイで

は稀であろうという実状である。これに対して日本調査

では、中年期以降の回答者において長期に渡って関心が

持続される傾向が顕著であり、たとえ 20～50年前の災害

であったとしても約 50％程度の割合で高関心の状態が

維持され得る可能性が示されている。一方の若年期の回

答者においては、20～50 年前の災害を大きな関心をもっ

 

図-4 災害履歴への関心持続期間（国別・年齢別） 
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て捉える可能性は極めて低いものとなっている。たとえ

ば、阪神・淡路大震災は本稿執筆時点の 2017年を基準と

すると 22 年前の災害ということになるが、中年期以降の

個人はこれを高い関心を伴って「現実」の出来事として

捉え得るのに対して、若年期の個人においては、それは

もはや「現実」の出来事ではなく「虚構（昔話）」として

の受容に留まる可能性が高いということになる。これを

中年期以降の個人が若年期の個人へと語り継ごうとした

とき、そこに大きなリスク・コミュニケーション・ギャ

ップが生じることは否めない。関心のある者が関心のな

い者へ如何にして教訓を継承してゆくのかに関する方法

論は、別途議論を要するものと思われる。 

（３）洪水経験回数別にみる災害履歴に対する時間感覚 

前節では、「年齢」を個人の成熟度を示す代理指標とし

て集計および考察を行った。しかし、仮に「年齢」とし

ては若年期にある個人であったとしても、既に多数の洪

水経験を有しているような場合にあっては、その個人の

災害に対峙する姿勢は既に十分に成熟していると捉える

こともできよう。そこで本節では、災害に関する個人の

成熟度の代理指標として「洪水経験回数」を用いて、再

度、「論点 2」の「(a)個人の成熟度による差異」について

考察を加える。 

図-5 は、図-3 と図-4 と同様の記載方法にて回答者の

洪水経験回数別にプロットしたものである。日本での集

計値は丸、タイでの集計値は三角にて表記している。彩

色は、「白色：洪水経験なし」、「灰色：洪水経験 1度だけ」、

「黒色：洪水経験複数あり」の回答者を示している。こ

れによると、日本およびタイの両国において、以下のよ

うな特徴的な傾向を読み取ることが出来る。 

前節までの結果によると、日本調査における災害履歴

への関心持続期間は、タイ調査におけるものよりも圧倒

的に長い傾向を示すものであった。ここに、先進国の一

事例としての日本と、非先進国の一事例としてのタイと

いう位置付けを前提とするならば、日本が有する災害に

対する基本スタンスは相当程度「ポスト・フェストゥム」

的価値観に傾倒するものであり、それとは対照的に、タ

イが有する災害に対する基本スタンスは相当程度「アン

テ・フェストゥム」的価値観に傾倒するものであるとい

う見立てであった。そして、図-5においては、日本の回

答者に関しては、「日本（洪水経験：なし）」の回答者を

基準として見たとき、洪水経験を「1度だけ」有すること

は、本来有していたであろう「ポスト・フェストゥム」

的価値観を軟化させる方向で作用していることが確認さ

れる。しかし、洪水経験を繰り返し「複数」有すること

（つまり成熟すること）は、そこから、本来有していた

であろう「ポスト・フェストゥム」的価値観を更に先鋭

化・極化させる方向で作用していることが見て取れる。

タイの回答者における傾向はその真逆である。すなわち、

「タイ（洪水経験：なし）」の回答者を基準として見たと

き、洪水経験を「1度だけ」有することは、本来有してい

たであろう「アンテ・フェストゥム」的価値観を軟化さ

せる方向で作用していることが確認される。しかし、洪

水経験を繰り返し「複数」有すること（つまり成熟する

こと）は、そこから、本来有していたであろう「アンテ・

フェストゥム」的価値観を更に先鋭化・極化させる方向

で作用していることが見て取れる。 

表-2では、「論点 2」の「(a)個人の成熟度による差異」

に関して、より単純に、成熟度が増すと災害履歴を参照

することに積極的になる（関心持続期間は長くなる）こ

とを作業仮説として措定していた。しかし、ここで見た

ように、個人の成熟度を「洪水経験回数」として捉えた

場合には、その影響は、作業仮説のように一方向的な単

純なものとして表出するのではなく、その個人が準拠す

る社会が「アンテ・フェストム」的価値観に傾倒してい

るのか、それとも「ポスト・フェストム」的価値観に傾

倒しているのかに依って、その価値観をより先鋭化・極

化させる方向で対称的に現れている点が興味深い。その

影響の現れ方は、言わばTesser（1975、1976、1977）が指

摘した「態度の極化現象（そのことについて考える機会

や時間が多いほど、あらかじめ保持していた態度がより

極端なものとなる傾向・現象）」に沿うかの如くである。

この「経験の繰り返しによる態度の極化現象」とも称す

べき傾向の存在が示唆されたことは、従来の「災害経験

による影響」に関する議論の多くが「経験の逆機能・順

機能」の文脈での指摘 3)に留まっていたのに対して、そ

こにひとつの新たな視点からの議論の可能性を追加し得

るものと言えよう。 

 

５．災害履歴に対する時間感覚の在り方に関する一考察 

前章までで得られた検証結果に立脚するとき、しかし

ながら、災害履歴に対する時間感覚は如何にあるべきか

 
図-5 災害履歴への関心持続期間（国別・洪水経験回数別）
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（災害履歴に対するどのような時間感覚が望ましいと言

えるのか）といった、ある種の指針のようなものを考察

するうえでは、以下のような補足を要するものと思われ

る。 

たとえば木村（1982）および矢守（2009）の言及にお

いてもそうであったように、本稿においても、「ポスト・

フェストゥム」的価値観と「アンテ・フェストゥム」的

価値観のどちらか一方がより望ましく、どちらかがより

劣ったものである、などと主張するものではない。その

どちらとも「われわれのだれもが持っているそれ自体異

常でもなんでもない存在の意味方向」（木村 1982：p.174）

なのであり、種々の問題の発症を危惧するのは「全体の

均衡を破って極端に偏った事態」（木村 1982：p.174.）に

陥るときである。このことを矢守（2009：p.53）は、「ふ

つう、多くの人びとが、統合失調症や鬱病を発症しない

のと同様、通常の社会では、これら 2 つの方向性は先鋭

化することなくマイルドな形で両者が均衡しそのバラン

スの上に立って」日常社会が構成されている、と表現し

ている。すなわち、より望ましい状態とは、「ポスト・フ

ェストゥム」的価値観と「アンテ・フェストゥム」的価

値観のどちらか一方へ過度に偏向したり先鋭化した状態

ではなく、少なくとも、その両者が適度なバランスをも

って「均衡」した状態のことを指すと言える。 

しかし、ここで言う「適度なバランスをもった均衡状

態」とは、ただ単純に「ポスト・フェストゥム」的価値

観と「アンテ・フェストゥム」的価値観の中間の状態と

いうことではない。災害履歴を参照することに対する態

度に関しても、その望ましい状態とは、たとえば図-3～

図-5 における日本調査とタイ調査のプロットのちょう

ど中間付近を指すということでもなかろう。この点につ

いては、以下のような補足を要するものと思われる。 

（１）日本調査 

このうち、もとより、「ポスト・フェストゥム」的価値

観に基づく「過去にこだわる」態度（表-2内の[1A]）、つ

まり、過去の出来事をしっかりと見きわめようとする態

度それ自体は、たとえば前掲の磯田（2014）や北原（2016）

などがそうであったように、たとえ先鋭化・極化したと

ころで、決して否定されるべきものではないと思われる

のである。本稿で焦点をあててきた「過去に起きた災害

の履歴を参照する」という行為もこれと同様である。一

般に、このような態度や行為は、未来を「過去のつつが

ない延長」として確保（表-2内の[1B]）しようとする態

度と、本来的に一定程度、親和性が高いものであること

も事実である。この[1A]が[1B]と強固に対を成したまま

に過度に先鋭化・極化するとき、木村（1982）と矢守（2009）

が指摘する「鬱病」的症状として破綻が懸念される訳で

ある。しかしながら、前掲の磯田（2014）や北原（2016）

などのような「過去」への徹底したこだわりや集中的な

取り組み（[1A]）から同時に見えてくるものは、未来を

「過去のつつがない延長」として確保しようとする志向

性（[1B]）というよりはむしろ、この[1B]が如何に困難で

あるのかを自覚する姿勢、すなわち、「未来を圧倒的に未

知なるもの」と捉える姿勢（[2B]）である。とりわけ、磯

田（2014：p.iv）の「自然に対する人間の小ささを謙虚に

自覚せねばならぬであろう」という言及、あるいは北原

（2016：p.19）の「過去を振り返ることでなにかすぐに答

えがみつかるわけでもない。それは、確かにその通りな

のだ」という言及などからは、過去に対する徹底的な「洞

察」の作業の数々であるにもかかわらず、それと対極を

為すかのような、未来に対する謙虚な「諦め」にも似た

ニュアンスが同居するスタンスが感じ取られるのである。 

このようなスタンスは、たとえば飯牟礼（2008）など

が指摘する「諦観」という概念に通じるものであるよう

に思われる。飯牟礼（2008）によると、「諦観」とは、表

-6にも示すように、「諦観」の一般的イメージである「諦

める」という消極的な語義は含むものの、それはニュア

ンスとしてはむしろ弱く、入念に物事を観察したり「見

通す」「見極める」といった「物事を明らかにする」とい

う語義が第一義的にあるという。これはまさしく、前述

の「過去の出来事をしっかりと見きわめようとする態度」

そのものである。また、「諦観」ということばには、「悟

る」という意味が含まれていることから、諦めた後の新

たな心理的な変化を示しており、単純に「諦めて何もし

ない（しなくなる）」という消極的な態度ではないことが

含意されているという。つまり、辞書的に「諦観」とは、

「諦め」という意味以上のものを含むより積極的な概念

であると考える必要がある、としている。表-2内の表現

を用いれば、「諦観」とは[1A]と[2B]とが同居した状態と

いうことになろう。 

本稿で焦点を当てた「過去に起きた災害の履歴を参照

する」という行為に関して言えば、日本調査の回答者の

多くは[1A]に傾倒する傾向にあり、災害経験の繰り返し

によりそれが更に先鋭化・極化する傾向も示された。こ

の[1A]が先鋭化・極化したとき、それと同時に[1B]も先鋭

化・極化するとするならば、それは単に「ポスト・フェ

ストム」的価値観が先鋭化・極化した状態に過ぎない。

そうではなくて、この[1A]が徹底的に先鋭化・極化した

表-6 「諦観」の辞書的定義（飯牟礼 2008） 

広辞苑（第6版） 
【1】入念にみること．諦視． 
【2】明らかに真理を観察すること（仏教用語） 
【3】あきらめること 

大辞林（第2版） 
【1】全体を見通して，事の本質を見きわめること． 
【2】悟りあきらめること．超然とした態度をとること． 

大辞泉（増補新装版） 
【1】本質をはっきりと見きわめること．諦視． 
【2】あきらめ，悟って超然とすること． 
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とき、前掲の磯田（2014）や北原（2016）などのように、

それが[1B]からの脱却を促して[2B]へと到達する（すな

わち「諦観」の状態）とするならば、それは真の意味で

健全な「目指すべき（望ましい）災害履歴に対する時間

感覚」と言うことが出来よう。 

なお、日本調査において確認されたのはあくまでも「過

去に対する態度」が[1A]的であるという点のみであり、

日本調査サンプルの多くがこの「目指すべき（望ましい）

災害履歴に対する時間感覚」と合致しているのか否かを

見極めるには、さらに「未来に対する態度」が[1B]的なの

か[2B]的なのかの検証が別途必要となるものと思われる。

そこにおいて、もしも現状の回答者の態度が[1A][1B]で

あることが判明した場合、そのような態度が災害経験の

繰り返しによって更に先鋭化・極化されることは決して

望ましいことではない。そこで画策されるべき方策（処

方箋）は、「過去に対する態度」が[1A]のまま保持され続

けることを必須の条件としつつ、「未来に対する態度」を

[1B]から[2B]へと転換するのを促すための方策（処方箋）、

ということになる 4)。 

（２）タイ調査 

逆の視点からも、同様の考察が可能であると思われる。

もとより、「アンテ・フェストゥム」的価値観に基づく「未

来を圧倒的に未知なるもの」と捉える態度（[2B]）、つま

り、未来について「想定にとらわれない（何が起きても

おかしくないと考える）」態度それ自体は、たとえば片田

（2012）が提唱する避難三原則の「第一原則：想定にと

らわれるな」の理念がそうであったように、たとえ先鋭

化・極化したところで、決して否定されるべきものでは

ないと思われる。一般に、このような態度は、何が起こ

るか全く不明なのだから「過去など参照しても無駄であ

る」（[2A]）という態度と、本来的に一定程度、親和性が

高いものであることが想像される。この[2B]が[2A]と強

固に対を成したままに過度に先鋭化・極化するならば、

木村（1982）と矢守（2009）が指摘する「統合失調症」

的症状として破綻が懸念される訳である。しかし、前掲

の片田（2012）による防災教育において、「未来を未知な

るもの」と捉える態度（[2B]）への徹底したこだわりや集

中的な取り組みと同時に強調されていることは、「ならば

過去など参照しても無駄である」（[2A]）という志向性、

すなわち来る災害を「不意打」のものとして迎える姿勢

では決してなく、その逆の「せめて事前に出来得ること

を最善の努力をもってすべし」という志向性、すなわち

来る災害を「覚悟」を持って迎えようとする姿勢への転

換である。それは、片田（2012：p.64）の「相手は自然な

のだから、どんなことだってあり得る。そういう事実に

対して謙虚になって、そのうえで、我々ができる最善の

ことをやる。それが正しい姿勢でしょう」との言及から

も明らかに読み取られる。本稿で焦点をあててきた「過

去に起きた災害の履歴を参照する」という行為（[1A]）

も、「不意打」ちではなく「覚悟」のもとで「未知なる災

害」を迎えるための最善の努力の一環として位置づける

ことが出来よう。そして、このような[1A]と[2B]が同居す

る状態は、前節と同様、「諦観」の理念と同義であるとい

うこともまた、言うまでもない。 

本稿で焦点を当てた「過去に起きた災害の履歴を参照

する」という行為に関してあらためて触れると、タイ調

査の回答者の多くは[2A]に傾倒する傾向にあることが前

章までで確認された。この[2A]的態度は根源的に[2B]的

態度と親和的であるという理解に立てば、タイ調査サン

プルの多くがこの「目指すべき（望ましい）災害履歴に

対する時間感覚」を保持しているとは言い難く、そのよ

うな態度が災害経験の繰り返しによって更に先鋭化・極

化されることもまた決して望ましいこととは言えない。

そこで画策されるべき方策（処方箋）は、「未来に対する

態度」が[2B]のまま保持され続けることを必須の条件と

しつつ、「過去に対する態度」を[2A]から[1A]へと転換し

得る方策（処方箋）、ということになろう 4)。 

 

６．おわりに 

（１）まとめ 

本稿では、災害履歴に関する時間感覚に焦点をあて、

以下のような論点について検証を行った。 

まず、「論点 1：災害履歴の時間的隔たりの拡大にとも

なう現実感の減衰傾向」については、それを裏付ける顕

著な傾向が確認された。日本調査の全体集計においては、

約 20年足らずで関心を持続する回答者の割合は半減、約

50 年でおおむね 40％程度まで減少する結果となった。と

りわけ、タイ調査においてはその減衰傾向はより顕著で

あり、約 5 年足らずで関心が持続する回答者の割合は急

激に半減する傾向にあることが明らかとなった。 

また、「論点 2：災害履歴を参照することに対する態度」

に関して、社会の成熟度の観点からは、非先進国よりも

先進国の方が、災害履歴への関心持続期間がより長く保

持される傾向が確認された。同じく論点 2 に関して、個

人の成熟度を「年齢」として捉えた場合、中年期以降の

個人よりも若年期の個人の方が関心持続期間は短くなる

であろうとの仮説は、タイ調査においては明瞭ではなか

ったものの、日本調査においては明瞭に確認された。さ

らに、個人の成熟度を「洪水経験回数」として捉えた場

合、「経験の繰り返しによる態度の極化現象」とも称すべ

き傾向が存在する可能性が示唆された。 

これらの議論を踏まえ、本稿では、災害履歴に対する

時間感覚の在り方に関する考察を深めた。「災害履歴を参

照」する行為は、未来の災害リスクを「過去のつつがな

い延長」として固定的に確保しようとするための手段と

して先鋭化・極化するのは必ずしも望ましいとは言えな

い。あくまでも、未来を「未知なるもの」として捉える

態度を基調としつつ、そのもとで過去を“入念にみて本

質を見きわめる”ための努力を貫徹する態度（すなわち

「諦観」）の一環として、「災害履歴を参照」する行為が
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積極的に営まれることが望ましいと言える。 

このような態度形成を促すための方策（処方箋）を画

策しようとする場合、その検討地域の対象者がどのよう

な時間感覚（過去と未来に対する態度）を有しているの

かをまずはしっかりと見極めることが肝要であると言え

よう。このことは、例えば、本稿の 2 つの検証対象地域

において必要とされる方策（処方箋）の方向性が全く逆

の異なるものであったことからも明らかであろう。 

（２）課題 

本稿では、とりわけ調査データに関して、以下のよう

な課題を有しているものと認識している。 

まず、「災害に対する時間感覚」のより厳密な把握のた

めには、「過去に対する態度」のみならず「未来に対する

態度」と併せた把握作業が望まれるということは前述の

とおりである。 

また、論点 1 および論点 2 に関する検証に際して、災

害履歴の規模の差異を明示的には取り扱っていないとい

う点も今後の検討課題のひとつとして認識している。無

論、同程度の時間的隔たりであれば、大規模災害の方が

小規模災害よりも、それに対して抱く主観的な現実感は

大きくなることが想像される。これと同様のことは 4 章

(3)の洪水経験回数についても言える。加えて、洪水以外

の災害種類についての検証も興味深い。今後は、このよ

うな災害規模や災害種類の差異による影響についても検

証の幅を広げる必要があるものと考えている。 

前述のとおり、本稿で用いた調査の対象地域は日本と

タイの 2 国のみであり、この 2 国間の比較のみをもって

して社会の成熟度（先進国と非先進国）の差異による影

響のすべてを一般論として結論付けることは難しい。そ

の議論を一般性を帯びたより確かなものとするためには、

そのほかの国や地域を対象としたより多くの検証事例の

報告が望まれる。 

 

謝辞：本稿は JSPS 科研費 19760350、16H03139の助成を

受けたものです。 

 

補注 

1) 多賀城市：史都多賀城防災・減災アーカイブ「たがじょう見

聞憶」（URL; http://tagajo.irides.tohoku.ac.jp/index）（2017 年 5

月 19日閲覧） 

2) 「日本」の先進国としての位置付け、ならびに「タイ」の非

先進国としての位置付けは、内閣府が発行する「世界経済の

潮流2013年 I」の分類方法に拠る。ここでは、「OECD加盟

国。ただし、一人当たりGDP（2010 年。市場レートベース。）

が 1万米ドル以下の国（チリ、トルコ、メキシコ）を除く。」

を先進国としている。非先進国は「先進国以外の国」とした。 

3) これまでにも「災害経験による影響」に関する言及は多数見

受けられる（たとえば、及川・片田 1999、中森 2004、中村 

2008、加藤 2016、吉井 2016、等）。過去に災害経験を有す

ることによって望ましい（とされる）災害対応行動が促進さ

れることは「経験の順機能」と呼ばれる。一方、過去に災害

経験を有することによって逆に望ましい（とされる）災害対

応行動が抑制・阻害されることは「経験の逆機能」と呼ばれ

る。逆機能をもたらす災害経験の内容には、たとえば、被害

が軽微で済んだ経験や被害を免れた経験などが典型例とし

て挙げられる。 

4) 「[1A]と[2B]が同居した状態」を実現するための多様な方策

（処方箋）について矢守（2016）は、そこから“逸脱”して

いる部分への処方・介入の仕方の違いにより「単純な方策」

と「逆説的な方策」とに分類し、それらの特徴や位置づけの

整理を試みており、示唆深い。 
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ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to study some basic characteristics of a sense of time toward past disasters, in relation 

with individual and social differences. From the results of the investigation based on data collected through an internet 

research in Japan and Thailand, the following conclusions were reached. 

The Japanese respondents’ attention toward past disasters tended to be down by half in just under 20 years, and 

the Thailand respondents’ attention toward past disasters tended to be down by half in just under 5 years. Particularly, 

the Japanese respondents in young generation marked tendency to lose instantly own attention toward past disasters. 

Additionally, the analysis using a metaphor of a disaster experience to describe an individual maturation found a 

phenomenon of an attitude polarization as a function of a repetition of a disaster experience. Lastly, we refer to the 

concept of “discernment & resignation,” thorough the consideration based on the concept of “Post-festum & Ante-

festum.” 
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