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和文要約 

 

本稿では、防災の責任の所在に関するコンセンサスの在り方について考察する。ここでは、言語

の態である能動態・受動態・中動態の概念を参照しつつ、自ら「する」の徹底を図る米国（能動的

防災）と、防災行政に「される（してもらう）」を求める日本（受動的防災）を対置させたうえで、

第 3 の防災の在り方として「防災の責任の所在を問わず、結果として防災がそこに現前する状態」

を指向する社会（中動的防災）の存立可能性に言及する。 

中動的防災なる社会状態は、受動的防災や能動的防災に拘泥した人々においては俄かに想像し難

いばかりか、ともすると、単に責任の所在を曖昧にしているだけではないのか、責任の曖昧化に便

乗した無責任な行動を肯定するだけではないのか、あるいは、単なる全体主義や集団主義の賛美に

過ぎないのではないか、などといった懸念も生じかねない。それはちょうど、言語の態の区分には

能動態と受動態しか存在しないという思い込みが、中動態の概念への理解を妨げている状況と同じ

である。その思い込みを解凍する契機として本稿では、キューバおよびニュージーランドの防災を

参照する。なお、そのような懸念は、中動的防災の実践国としてのニュージーランドでは杞憂であ

り、むしろ日本において憂慮すべきものである可能性がアンケート調査により示された。 
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１．はじめに 

「『避難』とは『難』を『避』けることです」と中央防

災会議（2020）が強調するように、この意味での避難が

確実に実施されれば、人的被害を最小限に食い止めるこ

とが出来るはずである。ただ、日本では大規模な風水害

のたびに、住民避難の問題や課題が繰り返し議論される

状況にある（牛山 2020）。自力で避難できない人への配

慮が必要なことは言うまでもない。しかし、問題は自力

で避難できる人にもある。命にかかわる事態においてさ

え、避難情報が出なければ避難せず、避難情報が出ても

避難しないというケースが後を絶たない。防災を巡る日

本国民の態度は、どこか行政任せで受動的である。自身

の安全の問題であるにもかかわらず、その責任を他者の

意志に委ねる（帰する）かの如くの事態である。防災の

責任の所在はどこにあるのか。日本の防災の基本方針を

しるす災害対策基本法によれば、防災の責任は行政にあ

るとされる。ならば、その全てを行政に任せておけば万

事うまくいくのだろうか。そうではない事例が多発する

現状において我々は、別の方向性も模索してみる必要が

ある。 

たとえば米国は日本とは対称的である。2017 年秋のハ

リケーン・イルマ襲来時にフロリダ州で顕在化したのは

“shadow evacuation”（Palm Beach Daily News 2018, The 

Palm Beach Post 2018, etc.）あるいは”over-evacuation 

problem”（NPR 2018）と呼ばれる現象、すなわち、州政

府が発する避難命令対象者数を上回る人々による避難行

動である。自身が危険だと判断すれば、避難命令の対象

であろうとなかろうと避難する。防災を巡る米国民の態

度は、概して主体的で能動的であると言えよう。永松

（2019）によれば、米国では、災害時における行政の責

任は極めて限定的に捉えられているという。このため、

災害による人的被害が発生したとしても、それを行政の

責任として検証するという動きがそもそも乏しい。原則

として、米国の政府機関は、意図的な過失行為などを除

き、その行動について法的責任を問われないという原則

（Sovereign immunity）が存在するのである。大量に提起

される裁判は、真実の解明や責任の追及を求める動きと

いうよりは、多くの賠償を獲得するための手段としての
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意味合いが強い。このような日米の比較を踏まえ、永松

（2019）も、日本における住民の行政依存体質の強さを

問題意識として指摘している。 

近年の日本の防災研究者たちは「行政に任せきりでは

なく、住民は主体的に行動すべき。」と主張してきた。「受

動的な態度を改めて、能動的に行動すべき。」という方向

性である。しかし、そこでの理想像と現状との隔たりは

依然として大きいと言わざるを得ない。この方向性に則

って改善を継続してゆきさえすれば、やがてその理想像

にたどり着く日がやってくるのであろうか。いや、そも

そも、その理想像を目指すことが我々の唯一の道なのだ

ろうか。理想とすべき像はほかにもあるのではないだろ

うか。本稿の問題意識の出発点はこのような問いにある。 

そこで本稿では、防災の責任の所在について、「する（能

動）」の徹底を図る米国と「される（してもらう）（受動）」

を求める日本を対置させたうえで、そのいずれでもない

（あるいは、そのいずれでもある）第 3 の防災の存立可

能性について考察する。その糸口として本稿では、言語

の態である能動態と受動態、そしてそのどちらでもない

（厳密にはそのどちらでもありえる）第三の態である「中

動態」の概念を参照する。中動態の概念を参照する防災

研究は本稿が最初ではない。著者ら（及川・片田, 2018）

の他にも、たとえば矢守（2019）は、「津波てんでんこ」

に依拠する避難行動の生起過程などを詳細に検討・解釈

するなかで中動態的発想の重要性を強調している。渥美

（2019）は、災害ボランティアにおける「助ける／助け

られる」の関係性ではなく「助かる」社会の重要性を中

動態の概念に関連付けたうえで言及している。いずれの

議論も、そこでの主要なキーワードは「主体」であり「意

志」であり「責任」であるということは、その引用元に

もなっている「中動態の世界：意志と責任の考古学」（國

分功一郎, 2017）などを参照することで即座に理解される

ことだろう。 

 

２．中動態とは 

まず、言語の態である能動態と受動態、そしてそのど

ちらでもない（厳密には、どちらでもありえる）第三の

態「中動態」の概念について、本稿に関係する要点を國

分（2017）から引用・要約して確認しておく。 

われわれは能動態か受動態かを明確に区分する言語に

慣れ親しんでいる。それしかないとすら思いこんでいる。

ところが、じつはこの区別はいかなる言語にも見出され

る普遍的な区別ではなく、歴史的にはかなり後世になっ

てから出現した新しい文法法則だという。かつては、能

動態／受動態という区別ではなく、能動態／中動態とい

う区別であった。そして、受動とは、この中動態がもっ

ていた意味のひとつに過ぎなかった、というのである。 

ここにおいて、かつての能動態が持っていた意味と現

在の能動態の意味は異なることに注意を要する。その峻

別のために、仮に、前者を“旧能動態”、後者はそのまま

“能動態”と呼称することにする。再掲すると、かつて

の対立構造は旧能動態／中動態、現代の対立構造は能動

態／受動態、ということになる。 

能動態と受動態の対立は、自分が作用を及ぼすか／作

用を受けるか、という対立である。では、旧能動態と中

動態の対立はどうかというと、これは、外か／内かとい

う対立である。動詞が指し示す作用が主語から出発して、

主語そのものがその作用の場所になっている時に中動態

が使われ、その作用が主語の外で完結する場合には旧能

動態が使われる。つまり、主語の外で終わるか、主語の

内に完結するか、という違いである。 

このような外か／内かという対立構造が、する／され

るの対立構造へと変化したというのが言語の歴史である。

この変化は、以下のような社会的要請によってもたらさ

れたという。例えば、ギリシャ語の「ファイノー」とい

う動詞は旧能動態であり、その意味は「I show something」

となる。これの中動態活用である「ファイノマイ」とい

う語の意味は、「I appear」あるいは「I am shown」などと

なる。「I appear」と「I am shown」は、現在では能動と受

動として断固として区別されるが、その両方の意味の複

合体が中動態「ファイノマイ」である。「I appear」であ

ろうと「I am shown」であろうと、どちらとも私の姿が

現われていることを示しているに過ぎないのに、何とし

てもこれらを区別するのが現代の能動／受動の区分であ

る。それはつまり、この現代的区分は私に、「あなたは自

分の意志で現れたのか？それとも現れるのを強制された

のか？」と尋問してくる。つまり、能動態／受動態の対

立への変化は、行為の原因としての意志の所在の有無を

ことさらに強調し、責任の所在を執拗に明確化しようと

する社会的要請によってもたらされた、というのである。

これに対して、中動態にて表現される事態においては、

その原因としての意志や責任の有無は問わない。明確な

意志に基づき意図的に（いわゆる現代的な意味での能動

的に）行ったのか、何かに強制されて（いわゆる現代的

な意味での受動的に）行ったのか、それらの区別を必要

としない場合に用いられる表現方法なのである。結果的

にその状況・行為・現象が現前しているという事態だけ

を表現する態なのである。 

 

３．中動的防災における責任の所在 

前述のとおり、防災の責任の所在を一般住民がどう捉

える傾向にあるのかという点で、日本と米国は対照的で

ある。自ら「する」の徹底を図る“米国型防災”に対し

て、防災行政に「される（してもらう）」を求めるのが“日

本型防災”だとするならば、“米国型防災”は能動態に、

“日本型防災”は受動態に、それぞれなぞらえることが

出来るだろう。そして、そのいずれでもない（あるいは、

そのいずれでもある）中動態的な防災なるものが存在す

るならば、それは「防災の責任の所在を問わず、結果と

して防災がそこに現前する状態」を指向する社会の姿が
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想起されよう。しかし、そのような中動的防災なる実践

は本当に存在し得るのか否かは、受動的防災に拘泥した

人々や、能動的防災に拘泥した人々にとっては、俄かに

想像し難い。それはちょうど、言語の態としての区分に

は能動態か受動態かしかないという深い思い込みが、中

動態の概念への理解を大きく妨げている状況と同じであ

る。その思い込みを解凍する契機として、たとえば以下

のようなキューバおよびニュージーランドの防災を参照

することは示唆に富むと思われるのである。 

（１）キューバ型防災 

2017 年に米国と同じくハリケーン・イルマが襲来した

キューバでは、地域社会そのものが一体となって整然と

避難した。キューバでは、被害が予測される事態になる

と、気象観測機関が早期から対象住民に丁寧な情報を伝

え、避難所が開設される。避難所には、潤沢な食料や水、

医薬品が配備され、医師や看護師、またペット同伴のた

めの獣医師まで派遣される。できるだけ日常生活を損な

わず、避難しやすいような環境づくりが行われている。

というより、むしろ普段の生活レベルに比べて遥かに快

適な環境が避難所にて提供されるケースも少なくないと

いう。老人や妊婦、子どもや障害者を優先避難させ、移

動には国営バスが提供される。避難後は、軍が警備を行

うなど、アフターケアも徹底している。自主防災組織も

住民の避難支援を行う。平時からの防災教育やコミュニ

ティ単位での主体的な避難訓練も抜かりはない。こうし

て、ハリケーン襲来時には、危険な地域に住民は全く存

在しなくなるという。これでは、犠牲者など生じようが

ない。経済的には決して恵まれているとは言えないキュ

ーバが防災先進国と呼ばれる所以はここにある（中村・

吉田, 2011）。 

無論、それは政治体制も影響してのことだろうし、経

済事情等により常に全てが円滑に実行されるとは限らな

いだろう。しかし、キューバ政府は、人民の安全を守る

ためのあらゆる手立てを徹底的に真剣に考え抜いている。

そんな真剣な政府を信頼して依存することの、いったい

どこが悪いというのか。前述の「能動 vs 受動」という評

価軸を無理矢理あてはめるならば、確かにキューバ国民

は、そんな真剣な政府に行政依存的で受動的であると言

えなくもない。しかし同時に国民それぞれが極めて主体

的で能動的でもある。いや、もはやこのような評価軸を

適用すること自体がナンセンスであろう。政府と人民は

共に最善を尽くしており、その間には強固な一体感が存

在する。そこにおいては、防災の責任の所在は行政にあ

るのか住民にあるのかといった問い自体が、虚しく感じ

られる。「する」だけでも「される（してもらう）」だけ

でもない、災害という共通の敵に対して住民も行政もそ

れぞれが出来る限りの最善を尽くす、そんな一体感を根

源的に伴う防災の在りようが“キューバ型防災”と言え

る。誰がやろうともそこに防災の営みが現に存在するこ

とこそが重要という点において、それはまさに中動態的

と表現されるべきではなかろうか。 

キューバは社会主義国である。著者らのインタビュー
1)に協力してくれた 50 歳手前のキューバ人男性は、「最

近は変わってきてね。」と嘆く。近年の規制緩和や米国と

の国交回復を契機に、資本主義が大量に流入し始めてい

る。その影響下で、“キューバ型防災”における一体感は、

首都ハバナ近郊、とりわけ若年層を中心に急速に薄れ始

めているという。その変化の過程はちょうど、責任の所

在を尋問する社会的要請の台頭によって中動態が失われ、

能動／受動の対立軸でしか物事を捉えられなくなった言

語の態の変遷過程に、奇しくも重なるように見える。 

（２）ニュージーランド型防災 

中動的防災の様相は、社会主義体制下における固有の

ものでは決してない。資本主義体制下であっても為政者

のスタンスや風土のありようによっては十分に可能であ

ることが、たとえばニュージーランド（以下「NZ」）に

おける災害に伴う補償と検証の理念（たとえば、Yasmin 

2019 など）を参照することで即座に理解される。 

NZ の事故補償制度は、NZ 内で起きた自動車事故や労

災事故など、事故の態様にかかわらず全ての被害者に対

して治療費や生活補償などを行う制度であり、補償対象

者にはNZ にいる外国人も含まれ、NZ 国民においては海

外事故も対象とされる。本稿の議論にかかわる注目すべ

き特徴は、加害者の故意・過失にかかわらず、補償を受

ける者は、そのかわりに、加害者に対する追加的な不法

行為訴訟を原則として禁止している点である。原因や責

任の追及よりも傷害等を被ってしまったという結果に着

目し、すみやかに事故補償を行うことにより、被災者の

早期回復と社会復帰に要する時間を短縮しようとする強

くて明確な意図がそこにあり、世界で最も徹底した究極

のノーフォルト制度と言われている。ここに、責任の所

在を執拗に尋問しようとする意図は見当たらない。それ

どころか明確に禁止しているのである。そこに防災の営

みが現に存在することこそを重視しようとする姿勢は、

まさに中動態的と表現し得る事態である。 

NZ の同制度について、たとえば大澤（2018）も、「過

失の有無やその責任を特定するより前に、まず被害者の

救済や補償を行うのが先である」という理念を貫徹する

ものとして、その中動的なスタンスを評価する。一方、

棚瀬（1994）を参照しながら「こうしたやり方は、補償

のためのシステムとしては効率的であることがわかって

いながら、必ずしも世界的には普及しなかった。たとえ

ば米国は、ノーフォルト保険の立法化に失敗した。この

ことは、こうしたやり方が、伝統的な道徳や正義に対す

る脅威として受け取られたからであろう」として、米国

との相違に言及する。同様の言及は他にも、たとえば佐

野（2016）などにも見られる。 

同制度は、1967 年に報告されたウッドハウス・レポー

トの五原則（共同体の責任、包括的な受給資格、完全な

リハビリテーション、現実的な補償、運営上の効率性）
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を基礎として、1972 年に立法化され、1974 年に施行され

た。このうち、本稿の議論に関わる要点として、五原則

の一つ目である「共同体の責任」に着目する必要がある。

この部分に関する記述を増田（2018: p.122）から引用す

ると以下のとおりである。 

 

この一つ目の原則は根本的なものである。また、二重

の論点に拠っている。近代の社会は、まさに構成員た

る市民の生産的労働から利益を得ているのだから、社

会は進んで働く彼らに対してだけではなく、就労不能

によってそうすることを妨げられてしまった彼らに対

しても責任を負うべきなのである。そして、我々は皆、

以下に述べるような共同体の活動（この活動は、毎年、

予測可能だが避けることのできない身的傷害の代償を

必要とする）を主張するのであるから、ランダムだけ

れども統計的には必然な犠牲者となる者を我々皆で共

に支えていくべきなのである。これらの共同体の諸目

的に係る固有のコストは、公平の原理に基づいてその

共同体によって負担されるべきである。 

 

ここに謳われている社会保険的な理念は、1998 年に一旦、

新自由主義にもとづく徹底した規制緩和・規制改革が行

われた折に、市場化・民営化の方向へ強力に押し切られ

た時期を経験している。45 年を超える長きに渡り存続し

続けている同制度ではあるが、決して順風満帆な道を歩

んできたわけではないのである（増田 2018：p.134）。こ

の市場化・民営化は 1999 年に撤回された。NZ はあらた

めて同制度を選択し直したのである。この民営化の撤回

の動き、すなわちウッドハウス・レポートの理念への回

帰の動きについて、浅井（2004）は、政治的要因はあっ

たにせよ「民営化への消極的評価は、存在したと考えら

れる」と評している（浅井 2004: p.662）。佐野（2016）

は、「NZ国民の心理の根底部分では不法行為制度の価値

観が残存しており、わずかなきっかけによって不法行為

訴権廃止に対する不満が表面化する（不法行為制度から

の完全な決別には困難が伴う）」可能性に言及しつつも、

「この価値観の対立は究極的に NZ 国民により選択され

ることとなる」としている。 

ところで、NZ における災害に伴う「補償」システム

が責任の所在の追及を禁じているからといって、災害や

事故の原因究明や真相究明が蔑ろにされる訳では決して

ない。真相究明のための「検証」システムは、「補償」と

は無関係に独立したかたちで機能するよう位置づけられ

ているのである。「補償」と「検証」が、相互に独立した

かたちで同時並行的に行われるからこそ、「補償」の迅速

性が担保される。なお、この「検証」システムにおいて

さえ、証言した者に対して「免責」が与えられており、

特定の者に対する責任の所在の追及を禁じるという点で

徹底している。NZ においては、追及すべきものは責任

ではなく、あくまでも真相と再発防止策なのである。こ

のような「補償」と「検証」のシステムは、2011 年のカ

ンタベリー地震の被災者に対しても適用されている

（Yasmin 2019）。 

中動的防災は、キューバのような社会主義体制におい

てのみ特権的に見出されるものなのではない。NZ のよ

うな資本主義体制のもとであってもそれは十分に実践可

能なのであり、その為政者のスタンスや風土のありよう

によっては十分に選択可能なのである。「なぜ NZ なの

か」（佐野 2016: p.188）と問われれば、その答えは「NZ

である必要はない。NZ でなくとも選択は可能である。

無論、日本も例外ではない。」ということになろう。 

 

４．防災の各類型における責任の所在感覚 

（１）各類型の相対的な付置関係に関する仮説 

日本と米国とキューバと NZ では、国情が大きく異な

る。日本型防災は今後如何なる方向を目指すべきか。 

ひとつには、防災行政と住民が分断し、双方が責任の

追及と回避を応報的に繰り返す殺伐とした関係性のもと、

住民は受動的な態度であり続けるという現状維持の姿勢

をつらぬくという事態も、想像することは可能である。

住民は自らの安全の問題であるにもかかわらず、自分か

ら積極的に動くことは無く、防災行政からのはたらきか

けが無ければ動こうとしない。自身に責任は無いのであ

る。自身に何か被害が生じた場合には、はたらきかけが

有ったのか無かったのかに着目し、もしも無かった場合

には防災行政の責任を問いただす。さながら「帰責ゲー

ム（棚瀬 1994: pp.10-11）」（他者に責任を帰させようとす

る行為。責任の押し付け合い。）の様相である。それで防

災の万事がうまくいくのならそれでもいい。しかし、も

しもそうでないならば我々は、別の方向性を模索してみ

ることも決して無駄ではない。 

たとえば、日本型防災に顕著な受動的態度の脱却を図

り、米国型防災に顕著にみられる能動的態度の獲得を目

指すという方向性、すなわち自己責任意識の強化を図る

という方向性も、少なくともあり得るかもしれないひと

つの方向性として選択肢から除外する必要はない。帰責

ゲームに絡めて記すならば、「自らの責任を自覚して帰

責ゲームをしないよう努める」という方向性とも言える。

以下では便宜上、「防災に関する自己責任意識」と呼称す

る軸を設け、それが強い場合を「能動的（能動性が強い）」、

それが弱い場合を「受動的（能動性が弱い）」と呼称する

ことで、この方向性を記述することとする。 

しかし、この方向性は従来から再三再四、繰り返し指

摘され続けてきたものと何ら変わりは無い。それらとは

異なる第三の方向性の可能性を見出そうとするとき、中

動態の概念を参照することは示唆に富むと思われる。國

分自身も「皆を『能動的な責任主体』に仕立て上げよう

とする近代的な発想を抜け出さなければならないという

のは様々な分野で求められていることでしょう。『中動

態の世界』で目指しているのもそれです。」（國分・山崎



及川康・片田敏孝：防災の責任の所在に関する一考察, 災害情報, No.19(1), pp.47-59, 2021年 （誤字修正版） 

2017:p.170）と述べている。それは、帰責ゲームに絡めて

記すならば、「帰責ゲームがそもそも成立し得ない世界

を目指す」方向性と換言できる。帰責ゲームが成立する

条件を無効化するためには、大きくわけて２つの戦略が

存在すると思われる。 

ひとつには、その行為に対する責任はどこにも「無い」

とする中動態の根源的な思想（超越論的な態度）に立脚

する戦略である。責任がそもそも「無い」のだから、当

然、それをどこかに押し付けることも出来ず、帰責ゲー

ムは成立し得ない。確かに、國分（2017）のみならず小

坂井（2008）や大澤（1990）などが指摘するように、意

志の存在を前提とした「責任」と呼ばれる社会現象は「虚

構」であるとの主張には、論理的根拠も明確であるし、

著者らも同意する。一方、より事実的な視点に立脚する

とき、しかしながら多くの人々は、たとえ「自由意志に

よる行為だから責任を負うという近代個人主義的了解は

誤りである」と懇切丁寧に説明されたところで、「責任」

の存在を前提とする一般常識的な了解をそう簡単には手

放さないだろう。確かに、「責任」なる概念は事後的に超

越的に擬制された虚構に過ぎない。しかし、その蓋然性

ゆえ、擬制というプロセスは自身の手により隠蔽される。

この擬制と隠蔽というプロセスを経て、「責任」という幻

想は「規範」としてあたかも最初からほんとうに存在し

ていたかの如くの様相で存在権を得るようになる。実社

会においてこのようなプロセスがどうしても不可避だと

するなら、中動態の超越論的な態度のみに立脚し続ける

ことの実践的な意義は必ずしも豊かではないかもしれな

い。より事実的な態度に立脚した戦略というものも想起

し得るはずである。すなわち、その行為に対する責任は

どこかに「ある」とする認識を否定せずに、その所在を

問うこと自体を「しない（できない）」状態を目指す、と

いう戦略である。本稿で採るのはこの後者の戦略である。 

後者の戦略が中動態の原理的な思想から若干逸脱して

いるからといって、それが即座に中動態の概念と全く無

縁であるということにはならない。そもそも帰責ゲーム

の成立には、責任を押し付ける「相手」が、主語である

ところの「自身」とは別に独立して存在していることが

絶対的に必要なのであった。本稿の場合の自身とは住民

であり、相手とは防災行政である。住民と行政は分離独

立して存在していることが必要なのである。しかし、こ

の両者が分離独立した状態ではなく一体化した状態、つ

まり「私たち」であったとするならばどうだろうか。主

語の範囲の拡張と言い換えてもよい。拡張された主語を

「包括的な”We”（inclusive “we”）」（東 2009: p.20）と呼

んでもよい。とにかく、そこで行われる所作はまさしく、

「動詞が指し示す作用が主語から出発して、主語そのも

のがその作用の場所になっている」状態であり、「主語の

内に完結する」状態であり、それはすなわち、中動態に

よって表現されるべき事態に他ならない。その場に及ん

で「（防災行政と住民とのあいだの）帰責ゲーム」はもは

や成立し得ない。この状態を表現すべく、以下では便宜

上、「住民と防災行政の一体感」と呼称する軸を設け、そ

れが強い場合を「一体的」、それが弱い場合を「分断的」

と呼称することで、この方向性を記述することとする。 

この２つの分類軸に基づけば、図-1 に示す 4 つの象限

を描くことが出来る。我々の関心は、日本型防災・米国

型防災・キューバ型防災・NZ 型防災のそれぞれが、こ

の相対的な付置空間のなかのどの位置において特徴付け

られるかということである。相対的には、受動的防災（日

本型防災）は第 3 象限に、能動的防災（米国型防災）は

第 2 象限に、それぞれ付置されることになるだろう。そ

して、中動的防災が付置される領域は、それらの右側（第

1 象限と第 4 象限）ということになろう。ただし、この

うちの第 1 象限と第 4 象限には、同じ中動的防災の領域

にあったとしても、そこで表現される社会状況の特徴に

は微妙な差異が存在する。すなわち、第 4 象限にて表現

される住民の状況は、防災行政との一体感のもとにあり

ながら、自身の責任については無自覚な状態である。そ

れは単に「責任が破壊・抹消されてしまった状態」（矢守

2019）に過ぎないとも言える。あるいは「moral-hazard

あるいは free-rider の状態」（棚瀬 1994）とほぼ同類であ

るとも言える 2)。3 章(1)に記したとおり、著者らがキュ

ーバ型防災に見たものは、第 4 象限ではなく第 1 象限に

て表現される姿であった。このことの延長線上に演繹的

に考えれば、NZ 型防災の付置領域も第 4 象限ではなく

第 1 象限であることを期待することはできる。しかし一

方で、NZ型防災に関しては、3 章(2)に記したように、わ

ずかなきっかけ（たとえば市場化や民営化などの非一体

化を指向するような施策）がひとたび表面化すると、と

たんに第 3 象限へと転落する危険性を帯びているともと

れる。だとするなら、NZ 型防災は、もともとは第 3 象

限の状態を起源とし、そこで具体的な方法をかなり自覚

的に選択することによって半ば強制的に一体感だけが醸

成された状態、すなわち第 4 象限に付置される可能性と

いうのも否定はできない。NZ 型防災が付置する可能性

防災に関する
自己責任意識

住民と防災行政
の一体感

第2象限 第1象限

第3象限 第4象限

（能動的）

強
↑

↓
弱

（受動的）

← →弱
（分断的）

強
（一体的）

(US)

(JP)

(NZ)

(NZ)

（各象限内に記載の括弧は想定される作業仮説）
 

図-1 防災の各類型の相対的な付置関係の把握 

のための座標空間と作業仮説 
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は、第 1 象限と第 4 象限の双方に存在しているというこ

とになろう。 

（２）仮説検証のための調査 

ただし、とりわけキューバ型防災および NZ 型防災の

付置領域に関するこのような印象には、前章までに見た

ような幾つかの文献に基づく考察の他には、著者らによ

る各国の一般住民に対するかなり限定的なヒアリング調

査の知見以外の客観的な論拠を定位出来ていないのが現

状である。そこで以下では、受動的防災（日本型防災）・

能動的防災（米国型防災）・中動的防災（キューバ型防災、

NZ 型防災）の相対的付置関係に関する上述の仮説につ

いて、簡便なアンケート調査に基づき検証を試みる。 

なお、キューバに関しては、一定程度のサンプル数を

確保した上での一般住民に対する質問紙調査や Web 調

査の実施は事実上、不可能である。このことから、ここ

での検証では、中動的防災に関しては NZ のみを検証対

象とせざるを得ない。キューバに関して、あるいは、そ

の他の中動的防災の可能性を秘める地域に関して、住民

調査データに基づく検証は今後の課題としたい。 

アンケート調査の実施概要は表-1に示すとおりである。

サンプル数は合計 1,200 票であり、その内訳は、日本（以

下、JP）と米国（以下、US）と NZ の 3 か国それぞれ、

性別と年代別の均等割付のもとで 400 票（=10 区分×40

票）ずつとなっている。設問内容は各国調査ともに同一

である。JP 調査は日本語表記、US 調査と NZ 調査は英

語表記の質問文である。検証にあたっては、回答者の「防

災に関する自己責任意識」および「住民と防災行政の一

体感」に関する認識を把握する質問を設けている。これ

らをそれぞれ[Q1]および[Q2]と呼称しておく。 

なお、各対象国の公用語あるいは生活言語において「責

任」や「一体感」などと翻訳される語・概念の意味合い

に微妙な差異が生じてしまっている可能性を完全に排除

することは無論できない。あくまでもここでの分析が対

象とするものは、表-1 記載の文面を回答者に提示した際

に観測される反応であることに注意を要する。 

分析に際しては、対象国ごとに[Q1]および[Q2]の平均

値で考察を進める集計的な手続きではなく、各人ごとの

回答状況に着目する非集計的な議論が望ましい。そこで

まず、全サンプル（1,200 名）のうち、特徴が類似する者

同士を[Q1]と[Q2]に基づくクラスター分析によって幾つ

かのグループに類型化する。各グループの特徴を図-1 の

座標空間内における相対的付置関係として把握したうえ

で、各グループに属する回答者が、JP･US･NZ のどの地

域に偏在する傾向にあるのかを読み取る。 

（３）検証結果 

[Q1]（標準化値）と[Q2]（標準化値）に基づくクラス

ター分析（Ward 法、平方ユークリッド距離）により全サ

ンプル（1,200 名）をグルーピングした結果、C1～C4 の

4 つのグループが見出された。各グループに属する回答

者の[Q1]平均値を図-2(1)に、各グループに属する回答者

の[Q2]の平均値を図-2(2)に、それぞれ示す。これにより、

図-1の座標空間内における相対的付置関係としての各グ

ループの特徴は、以下のように読み取ることが出来る。 

[C1]グループに類型化される回答者においては、「防

災に関する自己責任意識」は「能動的（能動性が強い）」

傾向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「分断

的」である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内に

おける相対的付置関係としては「第 2 象限」に対応付け

られる。したがって、[C1]グループに類型化される回答

者には、能動的防災の傾向が読み取られることから、US

への偏在傾向が存在することが予想される。現に、[C1]

グループに類型化される回答者 227 人の地域偏在傾向を

示した図-3[C1]を見ると、US への偏在傾向が確かに見受

けられる。この偏在傾向の統計的有意性については、表

-2 に示した調整済み残差にて確認することが出来る。能

動的防災はUS において特徴的なのである。 

[C2]グループに類型化される回答者においては、「防

災に関する自己責任意識」は「受動的（能動性が弱い）」

傾向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「分断

的」である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内に

おける相対的付置関係としては「第 3 象限」に対応付け

られる。したがって、[C2]グループに類型化される回答

者には、受動的防災の傾向が読み取られることから、JP

への偏在傾向が存在することが予想される。現に、[C2]

表-1 調査実施概要 

実施期間 2019 年 11 月 6 日～12 日 

実施方法 

インターネット調査。インターネット調査会社が保

有するモニターリストから抽出。対象国ごとに年

齢階層（20 歳代／30 歳代／40 歳代／50 歳代／

60 歳以上）と性別（女性／男性）で均等割付。JP
調査は日本語表記、US調査とNZ調査は英語表

記であるが、設問は各国とも同一内容。 

有効回答 1,200 票（JP: 400 票, US: 400 票, NZ: 400 票) 

＜主な設問＞ 
 

[Q1]：自然災害から命を守るには住民自身が自己責任をもつ

べきだ （1:そう思わない～9:そう思う） Residents need to take 
some responsibility to protect themselves from natural disasters. (1: 
Disagree ～ 9: Agree) （平均値=6.80, 標準偏差= 2.00） 
 

[Q2]：「防災に関する行政と住民との関係の現状」について、次

の「A」と「B」には対立する意見を示してあります。あなたのお

考えはどちらに近いでしょうか。 「A: それぞれ一定の距離を

置いている“別々”という関係性にある」 「B: “わたしたち”と呼

べるような一体感がある」 （1： A に近い ～ 9： B に近い） 
Below are two conflicting statements about the “current 
relationship between the government and residents with respect to 
disaster prevention”. Which best reflects your thought: A or B? [A: 
There is a sense of distance where the parties refer to one another 
as “us and them”] [B: There is a sense of unity where both parties 
refer to themselves collectively as “we”] (1: Closer to A ～ 9: 
Closer to B) （平均値=4.74, 標準偏差=2.11） 
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グループに類型化される回答者 452 人の地域偏在傾向を

示した図-3[C2]を見ると、JP への偏在傾向が確かに見受

けられる。この偏在傾向の統計的有意性については、表

-2 に示した調整済み残差にて確認することが出来る。受

動的防災は JPにおいて特徴的なのである。 

[C3]グループに類型化される回答者においては、「防

災に関する自己責任意識」は「能動的（能動性が強い）」

傾向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「一体

的」である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内に

おける相対的付置関係としては「第 1 象限」に対応付け

られる。つまり、[C3]グループに類型化される回答者は、

中動的防災の傾向が読み取られることから、NZ への偏

在傾向が予想される。現に、[C3]グループに類型化され

る回答者 358 人の地域偏在傾向を示した図-3[C3]を見る

と、NZ への偏在傾向が確かに見受けられる。この偏在

傾向の統計的有意性については、表-2 に示した調整済み

残差にて確認することが出来る。中動的防災、とりわけ

第 1 象限に位置付けられる意味での受動的防災は、NZ

において特徴的なのである。 

[C4]グループに類型化される回答者においては、「防

災に関する自己責任意識」は「受動的（能動性が弱い）」

傾向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「一体

的」である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内に

おける相対的付置関係としては「第 4 象限」に対応付け

られる。つまり、[C4]グループに類型化される回答者は、

中動的防災において危惧されていた moral-hazard あるい

は free-rider の状態である可能性が示唆される。問題は、

どの地域への偏在傾向があるのか（あるいは無いのか）

であるが、[C4]グループに類型化される回答者 123 人の

地域偏在傾向を示した図-3[C4]を見ると、そのほとんど

は JP に偏在していることが明瞭に確認される。この偏在

傾向の統計的有意性については、表-2 に示した調整済み
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↓
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図-2 各グループの「防災に関する自己責任意識」と「住民と防災行政との一体感」 
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図-3 各グループに属する回答者の地域偏在傾向 
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残差にて確認することが出来る。moral-hazard あるいは

free-rider の問題は、NZ において危惧される問題ではな

く、JP において特徴的なのである。 

以上の結果を図-1と同じ座標空間内に記してまとめた

ものが図-4 である。4 章(2)および図-1 にて提示した相対

的付置に関する検証仮説のうち、第 4 象限以外に関して

概ね支持するものであることがわかる。加えてこれは、

とりわけ日本型防災の意味を単に「防災行政と住民が分

断し、双方が責任の追及と回避を応報的に繰り返す殺伐

とした関係性のもとで営まれる受動的な防災」として“の

み”捉えることは不十分であり、そこに更にmoral-hazard

あるいはfree-riderの状態をも含めて捉え直す必要がある

ことを示唆するものであることがわかる。 

（４）防災の責任追及意向 

中動的防災は、その定義からも明らかなように「防災

の責任の所在を問わない」ことが最大の特徴なのであっ

た。このことについて、ここで改めて確証を得ておきた

い。具体的には、[C3][C4]に属する回答者は、そのほか

のグループに属する回答者よりも、防災の責任追及意向

が少ない傾向にあることを確認する。確認には、前掲の

調査にて設けてある[Q3]を用いる。[Q3]では、まず、回

答者に表-3に記したような架空の状況を想定することを

要請する。この状況想定は、イタリア・ラクイラ地震に

おいて地震予知情報の適否を巡って争われた実際の訴訟

をモデルに、記述としては若干のデフォルメを伴ってフ

ィクションとして描かれたストーリーを、斎藤（2018: 

pp.v-vi）からそのまま引用したものである。その架空の

状況想定に対して回答者が抱いた防災の責任追及意向を、

「誰も悪くない」という問いかけに対する「1：そう思う

～9：そう思わない」の反応として把握した（平均値=5.61, 

標準偏差=2.28）。図-5 は、その反応を[C1]～[C4]の 4 類

型ごとに平均値（標準化）として示したものである。も

とより、曖昧な問いかけゆえ、それに対する反応も幅を

もったばらつきの大きなものとなることが想像される。

現に、[C1]と[C4]に類型化される回答者の反応はそのよ

うなばらつきの大きい状況となっている。しかしながら、

[C2]および[C3]に類型化される回答者の反応は、そうは

なっていない。[C2]の回答者（JP に顕著な受動的防災の

タイプ）においては、防災の責任追及意向が明確に強い。

それに対して、[C3]の回答者（NZ に顕著な中動的防災の

タイプ）においては、防災の責任追及意向が弱いことが

明瞭にわかるものとなっている。 

中動的防災が「防災の責任の所在を問わない」という

点で特徴的であるという見立ては、[C4]に属する回答者

防災に関する
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図-4 防災の各類型の相対的な付置関係の把握 

に関する検証結果 

表-2 各グループの特徴のまとめ 

 [C1] 
(N=277) 

[C2] 
(N=452) 

[C3] 
(N=398) 

[C4] 
(N=123) 

(1) 
防災に関する自己責任意識 ○強  弱 ○強  弱 

住民と防災行政の一体感 弱 弱 ○強  ○強  

(2) 

JP 
(N=400) 

度数 60  192  88  60  
期待度数 75.7 150.7 132.7 41.0 

調整済み残差 -2.450* 5.224** -5.810** 3.839** 

 少 ○多  少 ○多  

US 
(N=400) 

度数 97  141  119  43  
期待度数 75.7 150.7 132.7 41.0 

調整済み残差 3.336** -1.222 -1.778 0.404 

 ○多     

NZ 
(N=400) 

度数 70  119  191  20  
期待度数 75.7 150.7 132.7 41.0 

調整済み残差 -0.886 -4.002** 7.587** -4.240** 

  少 ○多  少 

(3) 責任追及意向  ○大  ○小   

（*：p<0.05, **：p<0.01） 
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には該当せず、[C3]の回答者のみ、すなわち第 1 象限の

意味での中動的防災においてのみ当てはまると言える。

[C3]の人々によって営まれる中動的防災は、自らの責任

を自覚してはいるが、しかしながら、防災の責任の所在

がどこにあるのかは問い詰めない、という点で特徴的な

のである。 

 

５．おわりに 

（１）日本型防災のこれから 

防災研究、とりわけ防災の責任に関する議論に中動性

の概念を持ち込むことの意義は、以下の点にある。すな

わち、日本型防災において繰り広げられる帰責ゲーム（棚

瀬 1994: pp.10-11）という因習からの脱却を促す大きな契

機となり得る、という点である。この帰責ゲームは、「防

災行政と住民が分断し、双方が責任の追及と回避を応報

的に繰り返す殺伐とした関係性のもとで営まれる受動的

な防災」をベースとして繰り広げられている。我々はこ

こからの脱却を試みるべきである。そのために何が必要

なのかを考えるとき、中動態の概念からは多くの示唆を

得ることができるはずである。 

しかし、その中動性の概念に関しては、未だ十分な理

解が浸透しているとは言えない。ともするとそこには、

単に責任の所在を曖昧にしただけではないのか、責任の

曖昧化に便乗したmoral-hazard あるいは free-rider といっ

たような無責任な行動を肯定しているだけではないのか、

さらには、それは単なる全体主義や集団主義の賛美に過

ぎないのではないか、などといった懸念が付きまとう。

本稿で掲げた防災の類型に関する相対的付置関係のうち、

第 1 象限および第 4 象限が中動的防災の占め得る領域と

いうことになるが、この懸念は第 4 象限に相当する。 

しかし、そのような懸念は少なくとも NZ 型防災にお

いては杞憂であり、むしろ日本型防災において憂慮すべ

きものであることが、本稿の分析にて示された。日本型

防災のこれからの方向性を模索するという冒頭に掲げた

主旨に立ち返るなら、日本においてもしも「防災行政と

住民との一体感」を醸成するという方向性のみを推し進

めたならば、その帰結として予期されるのは、まさに上

記の懸念がさらに助長された事態であろう。 

では、日本型防災は今後如何なる方向を目指すべきな

のか。この大きな問いに対する明瞭で実践的な回答を本

稿における「一考察」のみによって示すことは困難であ

る。しかし、少なくとも日本型防災は NZ 型防災を「参

表-3 責任追及意向の設問における状況想定 

[Q3]: 以下の文章（状況想定）は、あなたがお住まいの国における出来事だと想像してください。 

もっとも地震が起きやすいと想定されたある地域について、地震予知の最先端で活躍する専門家（大学教授）が、数日先の大地震の発

生を予知する作業をしている。政府は、この専門家の地震予知に基づいて、当該地域に非常事態宣言を発し、数日先に発生する大地震に

備えて地域住民に迅速な避難を指示する。 
ある日、この専門家は、観測網から送られてくる大量のデータを分析していて、大地震発生の予兆を察知した。専門家は、直ちに政府

に連絡を入れた。首相は、当該地域に非常事態宣言を速やかに発した。 
しかし、3 日経っても、1 週間経っても、半月経っても、1 ヶ月経っても、大地震はまったく起きなかった。その間、非常事態宣言のた

めに避難を強いられた地域の住民や事業者は、政府に対して不平不満を口にするようになった。 
専門家は、ついに地震予知の失敗を認めた。政府も、40日経過した時点で非常事態宣言を取り下げた。 
そして、人々が戻ってきて平常に復するかに見えた45日目に大地震が起きた。人々は地震発生の危機が過ぎ去ったと安堵し油断してい

たこともあって、多くの人々の命が失われた。 
 

[Q3]: Please image that the following (fictional) situation has occurred in your country. 

A leading expert (university professor) in the field of earthquake prediction is engaged in work to predict the occurrence of major earthquakes in 
earthquake prone areas several days in advance. Based on this expert’s earthquake prediction, the government will declare a state of emergency in the 
affected area and instruct local residents to promptly evacuate before a major earthquake occurs in the next few days. 

One day, the expert analyzed a large amount of data sent from the observation network and noticed signs of an impending major earthquake. The expert 
immediately contacted the government. The prime minister promptly declared a state of emergency in the area where the earthquake was predicted to occur. 

Time passed… 3 days, a week, 2 weeks, a month… but still no major earthquake occurred. Meanwhile, the local residents and business operators forced 
to evacuate due to the state of emergency began to complain to the government.  

The expert finally admitted that the earthquake prediction was incorrect. And the government called off the state of emergency after a total of 40 days. 
Then, 45 days after the prediction, just when everyone had returned to the area and things seemed to be getting back to normal, the major earthquake 

occurred. Many people had let their guard down, thinking the risk of the earthquake had passed, and lost their lives as a result. 
. 
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図-5 責任追及意向 
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照するに値する貴重な先行事例として認識すべき」とい

うことだけは指摘しておくことは出来る。そして、そこ

での最大の論点は、「NZ 型防災ではなぜ、ノーフォルト

制度をはじめとした一体化を指向する種々の施策が推し

進められてもなお、第 4 象限に陥ることなく第 1 象限に

留まることが可能なのか」という点である。この点に関

する明快な回答を現時点で著者らは残念ながら持ち合わ

せてはいないが、その議論の糸口として幾つかの視点は

提示することはできる。その視点の例示として、以降の

(2)および(3)に補論を提示する。(2)の補論では「NZ にお

けるその理由を思索しようとすると、日本では第 1 象限

としての中動的防災の実践など不可能かもしれないとい

う見通しに至る」という、著者らのやや悲観的な所感を

示す。一方、(3)の補論では「だとしても悲観的に諦める

のはまだ早いのかもしれない」という、一筋の光（最後

の砦）の存在可能性を絞り出す。これらの補論を含め、

多少粗削りではあるかもしれないが、本稿で示された幾

つかの知見や示唆が、防災の責任の所在に関する議論や

日本型防災の今後のあるべき方向性に関する議論の活性

化に幾ばくかでも資することが出来るならば望外の喜び

である。 

（２）補論：なぜNZなのか 

NZ の風土に関する理解について小松（2012: p.41）も

「それらの成果・実績が生み出された所以をたずねる場

合、たんなる『やる気のあるなし』といった精神論で理

解、評価する人がいるとしたら、安易にすぎるであろう」

と釘を刺す。「体制としては一貫して資本主義と民主主義

を基調としてきた。それでいて、競争のみを是とせず、

国民の間には安定志向、それを土台にした相互扶助と共

生の理念が基本的なところ・大切なところでは根づき、

機能してきたのである」としている。そして、その理念

は、あらゆる場において垣間見られるという。 

たとえば、NZ で広く受容されている修復的司法

（Restorative Justice）などは、その最たる例のひとつであ

ろう。修復的司法とは、被害者・加害者・コミュニティ

の三者の対話による紛争解決形態である。加害者を司法

によって断ち、処遇を決定していく西洋型司法システム

では NZ の伝統的文化に馴染まないのではないかとの違

和感のもと、マオリの伝統的習慣である拡大家族等を含

む集団による対話で加害者を再統合してゆく紛争解決方

法を踏襲し、それはファミリーグループ・カンファレン

ス（Family Group Conference）として結実されている（竹

原 2012: pp.284-308）。 

あるいは、NZ における障害者政策の理念にもそれは

はっきりと表れている。ともすると我々は、障害

（disability）を「個人が有する機能障害（impairments）」

と捉えがちであるが、NZの障害者施策はそうではない。

障害とはあくまでも「機能障害を有している人たちを考

慮しない社会がつくりあげる障壁（barriers）」であるとの

認識なのである。そのもとで、無知や偏見を含むそれら

の障壁を取り除くことが、障害者の完全参加が図られる

社会の形成に不可欠であると謳う（綿貫 2012: p.282）。こ

のような理念は、NZ の公用語が英語とマオリ語と手話

の 3 言語となっていることにも通底する（青柳 2019）。 

さらには、クライストチャーチモスク銃乱射事件（2019

年 3 月 15 日）におけるアーダーン首相の声明にも、それ

は確実に読み取られる。「They are us.（被害者には移民や

難民が多く含まれていたかもしれないが、彼らはニュー

ジーランド人であり、彼らは私たちである。）」（The New 

Zealand Herald 2019a）というフレーズがよく知られると

ころとなったが、ここだけを切り取るなら、それは「移

民難民政策の寛容さ」と「国民と行政との一体感」をあ

らためて確認するに留まるものである。注目すべきはそ

こだけではない。ともすると我々は、しばしば容疑者に

制裁を与えたいと希求する。無論、殺人犯には司法に則

り処罰が下される。しかし、首相が声明として強調する

のはそのような表層的な事ではない。「He may have 

sought notoriety, but we in New Zealand will give him nothing, 

not even his name.（容疑者は悪名を求めるかもしれないが、

NZ の私たちは彼には何も与えない。だから私は彼の名

前さえ口にしない。）」（The New Zealand Herald 2019b）と

いうことである。ここで強調されるのは、容疑者を引き

ずり出してきて公衆の面前で土下座させることではなく、

責任の所在を強く尋問することでもない。最も強調され

るのは、あくまでも被害者の救済なのであって、ここで

は遺族と共にあることなのである。このことは、事件発

生直後の米国トランプ大統領からの「米国が提供できる

サポートは何か」との問いかけに対する NZ アーダーン

首相の返答が、報復攻撃の協力要請などでは決してなく

「sympathy and love for all Muslim communities.（全てのイ

スラム教徒コミュニティに共感と愛を）」（The New 

Zealand Herald 2019c）という内容であったことにも同様

に感じ取ることが出来る。 

このような声明に至った背景としては、無論、アーダ

ーン首相個人のパーソナリティーに依るところも大きい

だろう。しかし、その声明の具体の内容が重要なのでは

ない。より重要なことは、それを多くの NZ 国民が支持

しているという現実である。極論すれば、ここで「We will 

give him nothing.」なのか、あるいは「We will give him 

punishment.」なのかの違いは、その拠り所としての国の

風土の在りようの違いであると言っても過言では無いと

思われるのである。そして、前者の「We will give him 

nothing.」と言わしめる風土が存在する NZ においては、

もはや第 1 象限としての中動的防災を実践することなど

は必然とすら言えるのではなかろうか。中動的防災の実

践の有無だけを切り出して議論しても、その背景に及ぶ

真相は見えにくい。中動的防災を、たとえば前掲の修復

的司法や障害の捉え方などと並列に位置付けることで初

めて、それらを可能とさせる背景としての風土の様相、

それらを実現せずにはいられない風土の様相が浮かび上
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がる。その意味では、「なぜ NZ なのか」という問いは、

NZ 国民には当然過ぎる愚問と感じられるであろう。こ

の問いは、後者の「We will give him punishment.」が声高

らかに叫ばれる社会においてのみ、あるいは、責任の所

在の追及と回避が応報的に繰り返される国情においての

み、成立し得る問いであると言える。問いと言うよりは、

羨望と言い換えてもよい。そして、その問いが問い（羨

望）として成立する社会であり続ける限り、第 1 象限と

しての中動的防災の実践など不可能に近い。隔たりがあ

まりにも大きすぎるのである。日本では到底、それを実

践することなど不可能なのかもしれない。悲観的に過ぎ

るかもしれないが、そう考えずにはいられないのである。 

（３）補論：風土の可能性 

概して我々は、修復的司法、障害者施策、クライスト

チャーチモスク銃乱射事件での首相の声明、第 1 象限と

しての中動的防災、などの幾多の実践を可能とさせるNZ

の風土なるものが、幾多の実践に先立って「根本的な価

値観」としてあらかじめ存在していた、と考えがちであ

る。無論、部分的にはそのような側面もあるだろう。よ

り厳密には、国民自身がそのような因果の方向（風土が

原因。修復的司法、障害者施策、クライストチャーチモ

スク銃乱射事件での首相の声明、第 1 象限としての中動

的防災、などはその結果。）を信じることが出来る状態に

あることが重要である。しかし、実際には主たる因果の

方向は逆である。幾多の個別具体の実践の積み重ねによ

り、それらの背景としての風土なる概念が「根本的な価

値観」として事後的に形作られる。したがって、幾多の

個別具体の実践者たちが、そこで如何なる「根本的な価

値観」を確信しながら実践するのかによって、その国や

地域の風土の在りようも異なってくると言える。風土な

る概念は所与の条件ではない。我々が作り上げるもので

ある。 

だとするなら、日本型防災の可能性は、「防災行政と住

民が分断し、双方が責任の追及と回避を応報的に繰り返

す殺伐とした関係性のもとで営まれる受動的な防災」が

行われる社会にも、あるいは、「責任の所在の尋問に腐心

するのではなく、防災行政と住民との一体感のもと、我々

の責任をそれぞれが自覚して営まれる中動的な防災」が

行われる社会にも、如何なる方向にも開かれていると言

える。第 1 象限としての中動的防災の実践は、日本にお

いても不可能ではないのかもしれない。悲観的に諦める

のはまだ早いのかもしれない。 
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補注 

1) インタビューは2018年1月2日にキューバ国内（首都ハバ

ナ近郊）にて著者らが通訳を介して直接に行ったものであ

る。 

2) 棚瀬（1994）は、不法行為責任を支える実質的な道徳的基

礎づけを「共同体的正義」として論じている。そこでは、

不法行為法のあり方を規定する３つの正義感（個人的正

義・全体的正義・共同体的正義）が提示されている。この

うち、前者２つの問題点を乗り越えようとして提起された

ものが共同体的正義であった。ここではその詳細を記す余

裕がないので、それらを本稿の主旨（４つの象限）になぞ

らえつつ、ごく簡潔にその要点をまとめておく。すなわち、

個人的正義に関する議論の段階とは、孤立した諸個人の「す

る」か「しないか」を扱った議論であると括ることができ、

それはすなわち、図-1 および図-4 の左側における「第 2 象

限（能動的防災、米国型防災）」か「第3象限（受動的防災、

日本型防災）」かの議論にも重なる。次いで、全体的正義に

関する議論の段階は、端的に括れば、最終的には「共同体

の誰にやらせる（誰に負担を強いる）のが効率的か」とい

う思考への引力にどう抗うのかが議論されていると言え、

それはすなわち、図-1 および図-4 の「第 4 象限」の議論に

重ねることができる。moral-hazard や free-riderの問題が取り

沙汰されるのはこの段階である。最後に、共同体的正義に

関する議論の段階は、端的に括れば、最終的には「共同体

のなかの自分として何ができるか」に関する議論であると

括ることができ、それはすなわち、図-1 および図-4 の「第

1象限」の議論に重なる。なお、この共同体的正義の議論に

おける、「いったん個人主義をくぐり抜けた地点での連帯

の可能性が探られなければならない」（棚瀬 1994: p.18）や

「共同体的正義では、不法行為を、加害から回復まで通時

的にみて、その上で、加害者が、被害者と向き合い、その

苦痛を除去するために自分として何ができるか考えていく、

そうした不法からの回復のプロセスに大きな関心をもつ。」

（棚瀬1994: pp.19-20）などの論点は、本稿の最終章に示す

補論を糸口として「NZ 型防災ではなぜ、ノーフォルト制度

をはじめとした一体化を指向する種々の施策が推し進めら

れてもなお、第 4 象限に陥ることなく第 1 象限に留まるこ

とが可能なのか」という問いへの回答を模索する際には示

唆に富むと思われる。とりわけこれらは、(2)補論にて触れ

た「修復的司法」の理念にも深く通じるものであると思わ

れる。 
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ABSTRACT 

 

In this paper, we consider the consensus on the responsibility for disaster prevention. This paper refers to the 

viability of a society (middle-voice disaster prevention) that aims to be "a state in which disaster prevention is 

present as a result, regardless of the responsibility of disaster prevention", by contrasting the United States (active 

disaster prevention), which seeks to “do” by itself, and Japan (passive disaster prevention), which requires disaster 

prevention administration to “do.” 

It may be hard to imagine a state of middle-voice disaster prevention for people who are obsessed with passive 

or active disaster prevention. Not only that, they may be concerned that it is merely blurring responsibility, that it is 

just affirming irresponsible behavior like moral-hazard and free-rider, or that it is just a praise of totalitarianism or 

collectivism. This paper refers to disaster management in Cuba and New Zealand as an opportunity to resolve those 

concerns. A questionnaire survey suggested that such concerns are unrelated in New Zealand where middle-voice 

disaster prevention is practiced, and are rather relevant in Japan.  
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