
1．は じ め に

　東日本大震災および福島第一原子力発電所事故は，当たり前の「日常」を一瞬にして打ち砕き，
人びとの暮らしやその基盤にあった自然との関わりのあり方を根底から覆し，世代を超えて受け
継がれてきた経験と記憶をも大きく揺るがすものであった。
　環境社会学会では，大震災以降の圧倒される現実を前にしながらも，「生活者，社会的弱者の
生活の現場の視点に立って考え，社会にとって望ましい持続性，堅牢さ，そしてしなやかさにつ
いて深い問いを発しつつ，今後の社会が目指すべき方向についてのビジョンを提示するという環
境社会学特有の学のあり方を改めて自覚，認識し，貢献して」いくために，震災・原発事故問題
特別委員会（以下，震災特別委員会）が立ち上げられた1）。
　2015～16 年度の第 3 期震災特別委員会では，東日本大震災以降になされた環境社会学および
隣接諸分野における研究成果を総括した文献目録と研究動向論文の作成に取り組んだ2）。本稿は，
第 3 期震災特別委員会の活動成果をまとめたものであり，東日本大震災と福島原発事故に関する
環境社会学研究の成果と課題を明らかにすることを目的とする。
　研究動向論文のもととなる文献目録の作成においては，委員会で設定した表 1 のキーワード一
覧に則って，CiNii と Webcat などの学術文献データベースを使用し，2011 年から 17 年に刊行
された論文や書籍を中心に収集した3）。検索対象は，東日本大震災と福島原発事故に関連するも
のに限定し，社会学系の雑誌を中心にしつつ隣接諸領域も含めることとした。本委員会で設定し
たキーワード一覧のうち，「自然環境と生業」と「エネルギー政策」に関しては，震災以前から
すでに環境社会学において一定の研究蓄積がなされてきたが，それ以外の項目においては，環境
社会学よりも隣接諸領域の研究業績に負うところが大きい。また，国の政策が次々と打ち出され，
被災地の状況が刻々と変化していく現場のスピード感に対応するために，隣接諸領域も含めた震
災研究を参照することが不可欠であった。
　本委員会では，キーワード設定から研究動向の作成にいたる一連の過程を通じて，これまでの
環境社会学研究が，東日本大震災後の社会の分析においていかに受け継がれ展開しているのか，
これまでになかった新たな研究課題がどのように生み出されているのかに着目した。これは環境
社会学研究が，既存の社会システムと価値観を根本から問いなおし，持続可能な社会のあり方や
今後，社会が目指すべき方向についてのビジョンを提示するものになりえているのかを批判的に
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表 1　東日本大震災に関する環境社会学研究キーワード一覧

大分類 中分類 小分類

社会変革と再生
人間社会と自然との関係

災害社会学，レジリエンス，サステイナビリティ，ガバナンス，
多重防護

政策決定過程と市民参加
政策議題設定，アリーナ，人間の復興，革新的エネルギー・環
境戦略，社会制御過程，新自由主義，経路依存性

自然環境と生業

生業構造 生業と地域復興，災害と地域構造

第一次産業 水産業・漁村，農林業・農村，養殖業，ハマの復興

生業と原発事故 福島の生業，営農再開（存続），放射性物質汚染，消費者

ローカル知 生業の知識・認識，技術・技法，生業に関わる地域組織・規範

マイナー・サブシステンス マイナー・サブシステンスの持続性

コモンズ（自然利用） 自然資源管理のしくみ，生活・生業戦略，住空間の形成

津波被害と生活再建

津波避難 避難行動，災害文化，災害弱者，消防団，自主防災組織

避難所
運営，福祉避難所，災害弱者，地域性，ジェンダー，自主防災
組織

仮設住宅 自治会，内陸避難

移　転
防災集団移転，合意形成・プロセス，コミュニティ形成，個人
移転（がけ近，自主再建），住民参加，制度，学校移転，住宅
再建，就学・就業

復　興
復興計画，コミュニティ復興，避難計画，防災計画，生業（漁
業・農業），学校再編

原発事故による避難と被害

原発避難
避難，自主避難，母子避難，広域避難，避難所・仮設住宅・借
り上げ住宅，子ども，自治体，住民票，高齢者

被　害 被害，賠償，訴訟，健康問題，農業，漁業，林業，風評被害

復　興 復興，復興公営住宅，住宅再建，帰還，学校

リスクと合意形成

リスク認知・認識
自然災害（津波），原子力災害，放射性物質リスク，環境基準，
安全性，除染，廃炉，不確実性，科学知，生活知，記憶・経験，
リスク・マネージメント

運　動
被害 ─ 加害関係，構造的格差・差別，社会的弱者（弱者切り捨
て），反・脱・卒原発，リスク認知，メディア，地域紛争（環
境コンフリクト）

コミュニケーション
復興（防潮堤建設問題など），放射性廃棄物の処理・処分，災
害廃棄物の処理・処分，ステークホルダー，科学の自律性・公
平性，アセスメント

公共圏
公論形成の場，有識者会議，検討委員会，地域社会における意
思決定システム（自治会・町内会），分配と公平（負財の配置
と社会的受容），価値選択，熟議民主主義

補償・賠償
被害，損失，責任帰属，負担（経済的・社会的），被害者救済，
訴訟，社会的受容，被害回復，再建（生活・コミュニティ），
風評被害

エネルギー政策

原子力発電

社会構造 中央と周縁，電力供給構造，原子力ムラ

政　策
再稼働，核燃料サイクル，放射性廃棄物，原子力安全規制，原
発輸出

科学技術と社会 科学技術と専門家／専門知，リスクコミュニケーション

世論・社会意識 意識，世論調査

立地地域 全般，産業構造，自治体財政／政策，生活

脱／反原発運動
全般，立地／周辺地域，抗議行動／デモ，ネットワーク・SNS，
メディア報道

諸外国の動向
ドイツ，オーストリア，イタリア，イギリス，フランス，欧州，
アメリカ，ロシア，中国，台湾，韓国，インド，その他の地域



検討するためである。
　環境社会学には，長期的かつ継続的なフィールド調査に基づいた生活構造分析という研究方法
の強みがある。しかし，今後の課題として，記録と分析にとどまることなく，今回の震災研究か
ら得られた知見を，南海トラフ巨大地震をはじめとして発生が予想されている大規模災害にいか
に生かすことができるのかを検討することも必要である。本稿では，東日本大震災に焦点を当て
て研究動向の整理を行っているが，今後は，世界的に頻発している大規模災害をも射程に収めて，
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再生可能エネ
ルギー／エネ
ルギー転換

再生可能エネルギー政策
固定価格買取制度，RPS 制度，自治体再エネ条例，再公有化，
エネルギー公社，エネルギー自治，ポジティブマップ（開発可
能区域）／ネガティブマップ（開発回避区域）

再生可能エネルギー経済 雇用，収支構造，イニシャル／O ＆ M，太陽光バブル

技術と社会的受容

大規模化（メガソーラー，ウィンドファーム，大規模バイオマ
ス），小規模技術（小型風力，薪・チップボイラー），環境アセ
スメント，合意形成過程，再エネ被害（低周波騒音，シャドウ
フリッカー，光害，臭気等），NIMBY

電力システム改革
発送電分離，電力自由化，PPS （新電力），分散型エネルギー，
系統接続

熱エネルギー 地域熱供給，林業と木質バイオマス

コミュニティパワー
事業主体形成，市民出資，市民信託，市民風車，事業化支援，
ファイナンス，地縁組織による事業

被災者支援とボランティア

公的支援
支援制度（災害救助法，被災者生活再建支援制度，原発事故子
ども・被災者支援法，災害弔慰金），復興支援員，生活支援相
談員，避難所，仮設住宅

ボランティア
登録支援専門家，専門家チーム，中間支援組織，ボランティア
センター，ボランティア情報

被災者支援
公助・共助・自助，子ども，義援金，救援物資，心身のケア，
災害公営住宅，当事者支援，自助グループ

支援の格差
ジェンダー，災害弱者，支援物資やケアの格差，避難所格差，
在宅被災者，自主避難，住宅再建の格差

まちづくり支援
復興まちづくり，防災まちづくり，災害復興支援特別基金，被
災者のニーズ，被災マンションの再建，集団移転，高台移転，
外部支援者

母子避難者支援
避難の権利，広域避難，自主避難，定住意向，移住者，避難元
コミュニティ

暮らしと災害文化

過疎・高齢化
移住・防災集団移転，人口減少，コンパクトシティ，高齢化，
介護，限界集落

災害文化

災害文化の継承・創造，災害危険区域指定，災害常習地，慣習，
年中行事，生業と文化，防潮堤，民俗芸能，レジリエンス，頑
健さ（robustness），環境適応，生業（狩猟採集，農耕，漁），
地域（在来）知

記憶の継承 伝統行事の復活と創造，口頭伝承，伝承者・継承者の不在

メモリアル 震災遺構，供養儀礼，供養碑，記念碑，記念行事

災害史 備荒書，備荒作物，郷蔵，飢饉，人災

脆弱性
社会の／個人の／自然の災害脆弱性，災害弱者，キャパシテ
ィ・ビルディング

ジェンダー ジェンダー格差（被害の／復興過程の）

災害リスク
災害リスク・マネージメント，適応と緩和，多言語災害情報，
多文化共生

（出所）　第 3 期震災・原発事故問題特別委員会作成．



環境社会学研究のオリジナリティを生かした調査研究と実践のあり方を再考していくことが求め
られるだろう。震災と原発事故問題を切り口として，従来以上に学際的な研究として環境社会学
研究を研ぎ澄ましてゆくと同時に，新たな国際共同研究プロジェクトを推進するなど環境社会学
研究のさらなる展開が期待される。

（山本早苗）

2．自然環境と生業

　東日本大震災ならびに福島原発事故問題の発生は，各地に広範囲かつ重層に及ぶ「被害」をも
たらした。そのなかでも特筆されるのが，被害の大きかった太平洋沿岸地域の自然環境そのもの
が大きく変動し，それに寄り添う人びとの暮らし─自然を相手とした生業（第一次産業）が破
壊され，「風土のすべてから一瞬にして切断されるという，きわめて根本的な喪失の経験」（友澤，

2016）があったことだ。人びとにとって，震災によってダメージを受けた生活（暮らし）を回復
させようとするのは，地域の生業や産業そのものにとどまらず，震災にいったん断ち切られた自
然環境と生業間の多様な関係性を取り戻す，あるいはつなぎなおして維持しようとする試みにほ
かならない。それに対し，社会学的な視点から，暮らしが被った「被害」の発生過程とその全容
を明らかにし，さらにそこからいかにして回復しうるのか，が問われている（西城戸・宮内・黒田

編，2016；長谷川・保母・尾崎編，2016）。

2. 1．生 業 構 造
　生業の成り立ちやその営みの組み合わせは，当該地域の風土的な特徴に加え，社会関係や社会
組織のあり方によっても大きく規定される（川島，2015b）。したがって，被災した人びとが，生
活再建を進めるに際し，どこに生活の拠点を構え，生業にまつわるどのような選択を重ねていく
のかということを，暮らしを軸とした構造的な連関（生業構造）として捉えていく必要がある

（西城戸・平川編，2015）。そこではとくに自然を相手とする生業と人びとの暮らしが不可分である
ことや，空間の一体性が強調されてきた（富田，2011）。また，震災によってこれまでの生業構造
が大きく変化するのも然ることながら，震災前から進行していた環境変化や，生業構造が抱えて
いた問題点が震災によって露わになり，すでに生じていた地域社会の過疎化・高齢化といった現
象が急峻化しうる（稲垣ほか，小田切解題，2014；金谷，2015）。

2. 2．第一次産業
　地震の直後に発生した津波によって，漁業においては，船舶や漁港だけでなく，養殖施設や養
殖物も大きな被害を受けた。震災前から縮小再生産の渦中にあった日本漁業のなかで，生産体制
や生業構造の再編を余儀なくされた地域漁業も少なくない。たとえば宮城県における「拠点漁
港」の集約や，漁業への外部資本の導入提案と実施が，従来の地域漁業や「ハマの復興」のゆく
えとの兼ね合いで論じられている（濱田，2013；大矢根，2012；加瀬，2013）。農業においても，津
波を被ったことによる田畑の流失・塩害の発生など，多くの農地被害が生じたが，それ以上に農
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業機械や施設が流失したのを取り戻すだけの余力がなく，後継者ももたない小規模農家が，震災
を機に耕作放棄や離農を決断せざるをえない状況に追い込まれた。こうした各種の第一次産業を
めぐる担い手問題や，生産現場の集約化が進む一方で，生業を存続させるという選択を主体的に
行ったり，生業周辺で自発的な活動を展開したりという，いわば「産業」を「地域の生業」とし
て捉えなおし，意味づけなおそうとする個々の実践とその可能性もまた見出されている（吉田，

2015；金谷，2015；望月，2016；石原，2017）。

2. 3．生業と原発事故
　福島を中心として，地震・津波に加えて原発事故発生による放射線拡散のいわば「三重の被
害」まで被った地域では，人びとが住まいと暮らしの双方を失い，故郷から離れざるをえない苦
境（自然と生業の関わりの喪失）にまで陥った（長泥記録誌編集委員会編，2016）。漁業においては，
原発事故から派生した汚染水漏洩事故問題と，その度重なる報道から「風評」の問題も生じた

（小山・田中監修，2016）。そのようななかでも，地域固有の歴史や文化を踏まえた生業再建の可能
性が指摘され（早尻，2017；牧野，2016），いったん断ち切られた自然との関わりや，生業を取り
戻そうとする実践のあり方が模索されている（濱田・小山・早尻，2015）。

2. 4．ローカル知
　地域固有の歴史や文化を踏まえた生業再建を進めるうえでは，自然環境と関わるためのローカ
ルな知識・技術・組織について明らかにする必要がある。
　自然環境と関わるためのローカルな知識や技術を対象にした研究では，自然環境と深く関わっ
てきた人びとが自然のもたらす恩恵や災害とどのように向き合ってきたのか，その地域の個別性
を踏まえたときに，どのような復興のあり方が考えられるのかが検討されている（川島，2012，

2017）。また自然環境と関わるための組織に関する研究では，被災して生業を営むための施設や
機械を失ったことにより，個人や家単位で営んでいた生業を，既存の組織や価値観を踏まえなが
ら，新しい生産組織を作って再興しようとする事例などが報告されている（落合・小野寺・成澤，

2014）。

2. 5．マイナー・サブシステンス
　東日本大震災やその後の原発事故の被害地域には，海や山などの自然環境と密接に関わる暮ら
しが営まれていたところが少なくなかった。そのような自然との関わりは，生計維持を主目的と
するものにとどまらず，採取したものを分け合ったり，活動そのものを楽しんだりすることを目
的としたものも含まれていた。こうした自然との関わりは，それを行う人びとにとって大きな楽
しみであり，生きがいであり，被害によってその地を離れざるをえなかった人びとがふたたび戻
ってくる理由の 1 つになることが指摘されている（佐治，2015）。また，東日本大震災の被災者の
なかには，生業を営むための設備や場に被害が出たことを契機として，これまで従事していた生
業から「引退」した被災者も少なくない。このような人びとがマイナー・サブシステンス的な活
動に参加することにより，被災経験や被災後の生活変化を乗り越えようとしている（望月，2017）。
一方で，原発事故によるマイナー・サブシステンスへの被害が生じているにもかかわらず，その
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被害が顕在化しづらい構造になっていることを指摘する研究もある（金子，2015）。

2. 6．コ モ ン ズ
　東日本大震災では，海，山，森，川，湖などのローカル・コモンズとそれを利用・管理してき
た地域組織やコミュニティも数多く被災した。みずからが研究対象としてきた地域が災害に見舞
われたコモンズ研究者たちは，被災地のローカル・コモンズが，災害の起こる以前にどのように
利用・管理されていたのか，そして，いかに復興しようとしているのかを報告している（塚本，

2014；西城戸・宮内・黒田編，2016）。
　それらの多くは，ローカル・コモンズの資源や空間，あるいはその利用・管理に関わってきた
組織やネットワークを生かした復興のあり方を論じている。一方で，かつては利用価値のあった
自然資源がその価値を失い，管理主体や意思決定主体が曖昧になったコモンズについては，災害
復興・まちづくりの妨げになるケースもある（麦倉・吉野，2013）。
　さらに，大規模災害を経験した社会における新しいコモンズ論の展開も試みられている。近代
化によって希薄になった人と自然との関係を省みる，その方法論としてコモンズに注目するもの
や（赤坂，2016），地域経済の観点から，人びとがつながり支え合う拠点をコモンズとして捉え，
その創出について論じるものがある（似田貝，2017）。

（黒田暁・川田美紀）

3．津波被害と生活再建

3. 1．被災者にとっての生活再建
　ここでは，津波被害を受けた地域がどのような生活再建の過程をたどるのかといった点を，東
日本大震災を中心とした研究動向を整理することによって明らかにする。しかしながら，東日本
大震災に関してみるならば，その研究の多くは建築学・心理学・福祉学・看護学等の実学が中心
となっており，環境社会学的視点によって取り組まれた作業は多いとはいえない。また，現時点
では，津波被害よりも原発事故に由来する被害に関する論考が多く確認される。
　東日本大震災をめぐる研究において，他分野と比べ津波被害と生活再建に関する論考の相対的
な少なさは，被害の広大さかつ甚大さゆえの，被災の長期化による。津波冠水面積は 561 km2

（国土交通省報告）にも及び，生活再建過程の長期化・多様化が指摘される。生活再建の過程は，
単純化するならば，発災直後・避難期・仮設住宅期・移転期・平時となるが，東日本大震災では，
復興の遅れとして象徴されるように「仮設住宅期」の延長が指摘され，また生活再建の道筋は単
線的ではなく複線的な過程をたどっている。この間，被災地から求められてきた作業は，心理
的・看護的なケアが中心であり，集団移転地等のハード面の整備の急務であった。他分野と比較
して社会学・環境社会学の論考の少なさは，被害を目の当たりにし，まだ先行きがみえないなか
で，社会学・環境社会学は何ができるのかという問いに答えることの難しさも意味している。
　被災各地では，ようやく高台移転地への集団移転が行われ，将来を描き出すスタートラインに
立った状況といえる。それゆえ，生活再建に関する環境社会学的研究は，自治会の再編，共有地
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の扱い，資源への向き合い方，社会関係と生業復興等，コミュニティ形成との関連から，今後，
積極的に取り組まれるものと考える。
　そもそも，被災者にとって「生活再建」とは何か。「生活再建」については，これまでの震災
経験をもとに整理が行われてきており，生活再建過程を段階的に捉える視点の必要性が提示され
ている。阪神淡路大震災をもとに，生活再建の課題がまとめられ，「すまい」「つながり」がその
上位に位置する。被災者の生活再建は，段階的に理解され，その段階に合わせたハード面とソフ
ト面双方からの支援が求められる。

3. 2．避難所運営と仮設住宅
　発災直後および避難所運営の動きについてはいくつか論考があるが（金菱・植田，2013；金菱，

2013；麦倉ほか，2013；植田，2012a, 2012b），その多くは，漁村コミュニティにおける震災以前から
存在した「つながり」が，避難所運営においても寄与したという点からまとめられている。この
点は，都市直下型地震であった阪神淡路大震災で確認された避難所運営の混乱とは異なる。
　「仮設住宅期」については，阪神淡路大震災を対象とした研究が仮設住宅への「入居開始期」
を焦点に論じられてきたことに対し，東日本大震災では，「仮設住宅期」の長期化に伴った論考
が多い。なかでも齊藤康則は，コミュニティ形成について，「入居開始期」「関係形成期」「自治
会活動期」「仮設退去期」というように段階ごとに捉え「下からの組織化」の様子を考察してい
る（齊藤，2016）。住民の生活再建において，仮設コミュニティの入口だけではなく，その出口と，
それ以降の住民の生活再建へのつながりを論じる。

3. 3．高台集団移転
　高台集団移転をめぐる問題群については，山口弥一郎が言及して以降（山口〔1943〕2011），多
くの論者がまとめている（安部，2016；藤沢，2015；室崎，2013；横内ほか，2015）。東日本大震災に
関しても同様であり，被災地の住民にとって「海のそばに住むこと」の意味と，歴史・文化，生
業との兼ね合いから，集団移転のあり方を問う必要がある。
　被災者が集団移転地として津波常習地へと帰る合理性を，植田今日子が海難史と生業からみる
海の領域意識の観点から捉える一方で（植田，2012a, 2012b），沼野夏生は昭和三陸津波における集
落移動の様子から，「原地復帰論」を批判的に検討しながら，「高台集団移転」に転じる人たちの
存在を指摘し，事前復興への応用のあり方を提案する（沼野，2015）。
　「防災集団移転促進事業」は，西日本を襲った「昭和 47 年 7 月豪雨」の被害をきっかけに制度
化されたが，集団移転地では被災から 40 年経た現在においても，住民たちは「移転をさせられ
た」という感覚であることが指摘されている（安部，2016）。このことからもわかるように，今後，
高台集団移転地において，人びとが生活との折り合いをどのようにつけていくか，その方向性を
検討することが研究課題として求められよう。
　集団移転をめぐる諸課題を視野に入れながら，「合意形成」について取り組んだ作業として，
西城戸誠・宮内泰介・黒田暁らの宮城県石巻市北上町を対象とした調査研究がある（西城戸ほか

編，2016）。そのなかの「住まいの再生と住民たち」では，筆者らが高台移転をめぐるワークショ
ップの運営に関わりながら，集団移転の合意形成を進めてきた様子が描かれており，制度と地域
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社会の復興，世帯の復興との時間的ズレの存在を指摘している。

3. 4．個人と生活再建
　生活再建をめぐるこれまでの議論においては，ある種「集団」を前提としてきた。しかしなが
ら，東日本大震災では，長期化する被災状況のなかで，「個人」としての移転も多く存在する。
そういった世帯や個人の「生活再建」も捉えていくことが求められる。集団移転に参加せず個人
での移転を行った世帯のほか，被災地にありながら被害がない世帯においても，長く続く被災地
の経済的閉塞状況から住み慣れた土地を離れる人が後を絶たない（庄司・西城戸，2017）。震災前
の階層の影響も，人びとの生活再建の営みに影響している（麦倉，2013）。これまでの関係性をも
とにコミュニティの形成のあり方を論じることが重要である一方，既存の「集まり」を視野に入
れすぎることで，新しく生まれる関係性の可能性を削いでしまう危険性もある（木村，2013）。
　時々刻々と過ぎていく時間のなかで，被災のグラデーションが顕在化してきている。それら状
況に向き合った個々の思いが交差する場が，コミュニティであり，その集約が求められる場もコ
ミュニティである。しかしながら，被災地に目を向けると，新たな自治会再編の道筋が立てられ
ないまま，次々と生まれてくる生活課題に対応せざるをえない。一方で，コミュニティを離れた
人たちが，どのように生活再建を果たしているのか，津波被害の場合，原発避難を扱った研究に
比べると，皆無に等しい状況である。彼らが，移転先においてどのような生活再建を果たしてい
るのか，コミュニティへの包摂はどのようになされているのか。そして，被災コミュニティの復
興を考えるのであれば，ふるさとを後にした人たちが，従前コミュニティとどのような関わりを
もちうるのか，環境社会学においても捉えていかなければならない課題である。

（庄司知恵子）

4．原発事故による避難と被害

　福島原発事故は世界に対して大きな衝撃を与えたが，それは研究者にとっても例外ではない。
社会科学分野においてもさまざまな調査研究を促してきた。そのなかでもとくに社会学では，さ
まざまな調査研究が蓄積されてきたといえる。
　原発事故による避難と被害というテーマだとチェルノブイリなど福島原発事故以前の調査研究
も含めるべきだろうが，ここでは福島原発事故に絞って時系列的に研究動向を整理しておきたい。

4. 1．原 発 避 難
　原発事故に関する社会学的研究は，原発被災者の避難実態についての調査研究から始まった。
その際，広域避難する避難者への聞き取り調査を通じた原発被災者の避難状況の解明が多くの研
究者によってなされ，研究蓄積されてきたのが特徴である。避難者を取り巻く複雑な環境，強制
避難者と自主避難者との違い，避難行動に伴う被災者間の分断，などの実態を明らかにしてきた。
　原発事故の避難に関する調査研究としては，山下・開沼編（2012），山下ほか（2012），山下ほ
か（2013），大島・除本（2012）などが挙げられる。それらの研究では強制避難者と自主避難者，
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避難者間の分断などの基本的な論点が示されており，その後の研究を枠づけているといえる。ま
た，強制避難者（山下ほか，2012；除本，2012；松薗，2013；山本ほか，2015），県外避難者（原田，

2012；山根，2013；松井，2017）や母子避難者（河崎ほか，2012；関・廣本，2014；高橋・田口，2014；

吉田，2016），自主避難者（宝田，2012），県内滞在者（渡邊，2014；成編ほか，2015）など，立場の異
なる避難とその論理に関する分析が蓄積されてきた。
　また，当事者である避難者と研究者による共同作業・共同研究が生み出されているのも大きな
特徴である。山下祐介を中心とする研究者と富岡町からの避難者とによるタウンミーティングに
よって避難者の声を集め，それぞれ構造的に理解する試みがなされている（松薗，2013；佐藤彰彦，

2013；山本ほか，2015）。また避難者へのヒアリングを聞き書きとしてまとめる試みもなされてい
る（関・廣本，2014；高橋・田口，2014）。
　避難区域からの避難者に対する質問紙調査も行われている（今井，2011a, 2011b, 2012, 2014b, 2016, 

2017；丹波，2012；高木，2013；高木ほか，2017）。今井照は同じ原発被災者に対する 6 次の調査から
避難者の意識ならびに行動の変化を明らかにしており，丹波史紀は福島県双葉郡 8 町村の全世帯
に対する質問紙調査から避難の実態を明らかにしている。ただし，聞き取り調査と質問紙調査が
有機的に結びついているわけではない。そこには原発避難という状況のなかでの質問紙調査の難
しさがあり，今後の課題といえよう。

4. 2．被　　害
　原発避難に関する研究のうえに，原発被災者の受けた被害についての解明が進められている。
とくに環境に係る研究分野は初期から原発事故による被害の析出を目指しており（藤川，2012；

大島・除本，2012；除本，2012；関，2013；藤川，2014），それを被害回復へとつなげる視点・枠組み
を提示してきた（除本，2013a, 2013b, 2016b）。そこにおいては環境社会学における被害構造論の適
用が目指されてきた。
　そのようななか，舩橋晴俊が提起した「五層の生活環境」は原発被災者の受けた被害を整理す
るうえで非常に重要である（舩橋，2014）。自然環境から文化環境までの 5 層の生活環境を奪われ
たことにより，かりに最低限のインフラ復旧がなされてもすぐに避難者が元の地域に戻れないこ
とを理論的に裏づけている。除本理史も「ふるさとの喪失」（除本，2016a）という形で同様の考
え方を示しているが，除本はそれを被害回復の鍵概念として使用している。実際の原発訴訟にお
いてこの考え方に基づく判決が 2017 年に入ってなされている。
　また，避難指示解除がなされた地域に戻った住民の被害も大きな論点である。里山での営みの
なかでのささやかな喜びが失われたこと（金子，2015），そしてまだ帰っていない住民との軋轢を
避けるためにみずからの農業行為に負のラベリングを付与すること（牧野，2016）などは，原発
事故前のコミュニティの崩壊が帰還者の生活を困難にしているという点で原発事故による被害と
いえるだろう。
　他方，長期避難のなかで避難者受け入れをめぐる課題についても明らかにされている。強制避
難者が多く集まる福島県いわき市では避難者と受け入れ住民との軋轢が顕在化しており，その背
景についても研究がなされている（川副，2013；高木・川副，2016）。原発避難者からみた受け入れ
住民との軋轢はみずからの受苦の不理解であり，そのこと自体が新たな被害として社会全体とし
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て共有されていくべきと考えられる。

4. 3．復　　興
　原発避難ならびに被害に関する研究のうえに，原発避難者の復興についてもさまざまな課題の
提起がなされてきた。そのなかでも二重住民票制度の提案は，原発避難を踏まえた具体的提案だ
といえる（舩橋，2013b；今井，2014a）。
　避難指示の解除に伴い復興のあり方を問う研究も行われている（除本・渡辺編，2015；除本，

2015；藤原ほか，2016；除本，2016b, 2016c；藤川，2017）。除本・渡辺編（2015）は避難指示が解除され
た福島県双葉郡川内村に対する総合調査であり，教育や医療，商業などさまざまな地域社会の諸
機能が抱える課題が示されている。それは舩橋のいう「五層の生活環境」が有機的に連関してい
ないためであり，除本のいう「不均等な復興」が地域再生を難しくしている様子が描かれている。
　他方，被災自治体の再建も大きな論点である（今井，2014a；金井・今井編，2016）。今井は，原
発事故による避難自治体への調査から，長期避難の実態に対応した制度を整備することを提案し
ており，その 1 つとして二重住民票制度が提案される。加えて舩橋晴俊の提起する「第三の道」
は（舩橋，2013b），住民が長期にわたって帰還しない避難自治体が存続し，ひいては被災者の超
長期避難を可能とすることを示している。
　とはいえ，避難指示区域の解除はこの 2～3 年の出来事であり，十分な研究蓄積を求める段階
とはいえない。除染廃棄物や中間貯蔵施設の建設の問題を含めて，まだまだ研究の余地があると
いえよう。

（高木竜輔）

5．エネルギー政策

5. 1．原　　発
　原発問題をめぐる社会科学分野の研究の蓄積は，2011 年以前からなされてきた。社会学の隣
接分野である政治学や経済学では，それぞれ，原子力政策や立地地域の財政に関する研究がおも
に取り組まれてきた。社会学においても一定の研究蓄積があり，なかでも，環境社会学やその隣
接分野においては，原発関連施設の立地をめぐる問題の研究や，原発関連施設への反対運動の展
開過程を明らかにする研究や，科学技術と社会との関係を論じる研究が，とくに多く蓄積されて
きた。
　震災および福島原発事故以降は，これらの研究対象に，2011 年以降の脱原発運動が加わる。
環境社会学およびその隣接分野の研究についていえば，大都市を中心に展開された脱原発運動を
対象とした研究（平林，2013；町村・佐藤編，2016 など）が加わったほか，11 年以前に立地点周辺
で展開された反対運動を再評価する研究（安藤，2014；猪瀬，2016；渡邊，2017）が行われている。
それらにおいては，11 年以前の反／脱原発運動をめぐる諸研究と比べて，エネルギー政策の転
換をより強く意識し，そのための示唆を意図する傾向が強いことが特徴として挙げられる。
　さらに，「原子力ムラ」に代表される構造的問題に焦点を定めた研究（松本，2012；阿部，2013，
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舩橋，2013a など）の蓄積に加え，科学技術社会論学会が，学会誌『科学技術社会論研究』の第
11 号で特集「科学の不定性と東日本大震災」を，第 12 号で特集「福島原発事故に対する省察」
を組み，それらにおける議論を中心に，科学技術の社会的受容とその際の専門知の役割に焦点を
定めた諸研究が蓄積されつつある（平田，2015 など）。他方，海外の原発問題を対象とした研究は，
環境社会学およびその隣接分野では限定的であり（ユン／中根・藤木訳，2017；湯浅，2015；青木，

2013 など），今後の展開が待たれる。

5. 2．再生可能エネルギー
　エネルギー問題は，環境社会学の成立のごく初期から重要な位置づけにあった。エネルギー消
費のあり方や原子力，化石燃料利用の問題とともに，再生可能エネルギー（再エネ）はエネルギ
ー問題の焦点の 1 つとして，福島原発事故以前から，多くの研究が行われてきた。『環境社会学
研究』（第 8 号）においては 2002 年に特集「エネルギー転換の社会学」が編まれているが，本項
では，11 年を前後する時期から現在までの再エネに関する研究動向を中心に整理する。
　固定価格買取制度（FIT）は，1990 年代末に始まった「自然エネルギー促進法」推進のキャン
ペーンを通じて日本に紹介され，その導入が待たれていた。しかし，時の政権与党や省庁の抵抗
に遭い，2002 年の「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」では固定枠制度（RPS）が
導入された。RPS の下で再エネの導入は足踏みを続けたが，民主党政権によって 11 年 3 月 11 日，
FIT を導入する再エネ特措法案が閣議決定された。東日本大震災が発生したその日であった。
　2012 年 7 月に発足した FIT によって急増した再エネ導入の実態は，太陽光発電とりわけメガ
ソーラーの増加であり，大都市圏の事業者が全国各地に進出するという構図が顕著にみられる

（山下英俊，2014；茅野，2014，2015）。それゆえ，再エネをめぐって，地域社会は従来型・外来型の
開発を支えてきた社会構造と社会関係に，なお拘束され続けているとの指摘もある（茅野，2016a）。
　では，変革の道筋をどこにおくべきか。再エネは本来的に分散型のエネルギー源であり，資源
を有する地域がその便益を得るために，地域に根ざした導入形態を希求する「コミュニティパワ
ー」が問われている（古屋，2013；飯田・環境エネルギー政策研究所〔ISEP〕編，2014；豊田，2016）。
環境社会学における再エネ研究の特徴の 1 つは，このコミュニティパワーをめぐって，なぜ必要
か（Why），そして，どうすればよいか（How）という議論を牽引している点にある。「なぜ」を
めぐる議論は，社会的受容性に関する一連の研究（丸山，2014；本巣，2016）によって，再エネ施
設の立地に関する合意形成過程が，科学的解法だけでは導かれず，私たちが社会的存在であるこ
とに立脚して初めて問題の処方箋が描ける可能性を示している。さらに再エネの普及のあり方を，
技術的課題と社会的課題とが重なる領域から論じることは，コミュニティパワーが新たな社会構
想と社会制御（ガバナンス）の媒介となる可能性を拓く（丸山・西城戸・本巣編，2015；角，2015；山

本，2016）。とはいえ，コミュニティパワーの主流化にはまだまだ課題が多く，事業化・事業主体
形成（古屋，2012；大門，2016；茅野，2016b），資金調達（大門，2011；寺林，2013；湯浅・大門，

2014），地域におけるエネルギーと「公」「共」の関わり（小松田，2014；北風，2016；寺林，2017；

中山，2017）など，個々の課題に焦点を当てた実証研究が進められている。

（青木聡子・茅野恒秀）
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6．被災者支援とボランティア

　阪神淡路大震災以降，被災者支援やボランティアに関する論文や書籍が数多く出されてきた。
しかし，環境社会学において自然／人為的災害による被災者支援やボランティアを含む担い手の
分析は中心の課題にはならなかった。社会学的な環境研究は「災害の全容解明」を目指し，環境
社会学者は被害の把握をとくに重視してきたからである。これらの研究成果は，被害を矮小化し
たり，潜在化を図ろうとしたりする勢力への対抗として，また，公的な制度や仕組みを整えるた
めの基礎的資料として活用されてきたが，支援への直接的言及は少なかったといえる。一方，隣
接領域における「被災者支援」研究の幅は非常に広いため，本項では原発災害に関連するいくつ
かの社会科学的研究に限定する。

6. 1．公的支援と支援の格差
　震災直後の災害支援の文脈における緊急・応急対応に加えて，これまでの災害研究等の蓄積で
は対応しきれない原発災害特有の事象（広域避難，母子避難，避難の長期化，汚染地での暮らしなど）

の支援の実態が明らかにされてきた。とくに広域避難支援に関して多数の報告がなされている。
なかでも研究が蓄積されているのは，全国 47 都道府県に及ぶ避難先での暮らしの実態と支援に
関するものである（山根，2013；西城戸・原田，2014；田代，2014；関西学院大学災害復興制度研究所ほ

か編，2015；松井，2017）。これらの研究の特徴は，被災の状況を把握しつつ，被災者のニーズを
徹底的に聞き取ることで，支援策について言及していることである。被害の実態を明らかにする
研究と支援とを架橋しようする新たな試みといえる。
　さまざまな研究によって支援の実態が明らかになるにつれて，震災直後の公的な生活支援が，
原発災害と自然災害，被災者と非被災者を区別したため，ニーズと公的支援の間にズレが生じて
いることや賠償に関する支援格差，災害弱者，低認知被災地の問題が可視化され（田中・標葉・

丸山，2012；原口，2013；藤野・細田編，2016），硬直化した現制度の限界が示された。多くの被災
者たちが，賠償施策や被害者救済施策からこぼれ落ちる現状が明らかになり（髙橋，2015；除本・

渡辺編，2015；山本ほか，2015；日野，2016），災害救助法や被災者生活再建支援法の課題の整理（関

西学院大学災害復興制度研究所，2014），「二重住民登録」制度の導入（今井，2014a），「避難の権利」
や「原発事故子ども・被災者支援法」の制定と運用（河﨑ほか，2012；e シフト〔脱原発・新しいエ

ネルギー政策を実現する会〕編，2014；清水，2014；尾松，2016）などの新たな制度設計について言及
されるようになった。

6. 2．被災者支援とボランティア
　原発災害の加害者である国が「支援」や「復興」を強調しつつ，被害の線引きや支援の幕引き
を図るなどの矛盾を抱える存在である一方で，地方自治体や自治体職員による独自の支援の内容
や奮闘の過程が関係者の証言によって丹念に報告・分析されている（金井，2012；高橋ほか，

2016；今井・自治体政策研究会編，2016）。しかし，被災地と支援を行う自治体間や地方自治体間で
の支援策が大きく異なっており，その役割と評価が十分に整理されているとはいえない。民間支
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援の担い手としてのボランティアについては，『社会学年報』第 43 号（2014 年）での特集記事や
阪神淡路大震災後のボランティア論や市民社会論と関連づけた論考がみられる（仁平，2012；山下，

2014）。
　広域避難者支援のもう 1 つの大きな特徴として，研究者やメディアだけではなく，被災当事者

（とくに女性）による発信があげられる。災害直後に SNS を主とした発信方法は，徐々に手記の
形でまとめられるようになった。これには，研究者やメディアの記者による聞き取り（「ふくしま，

わたしたちの 3．11」証言記録集・制作委員会，2016；金菱編，2012；関・廣本，2014；吉田，2016）と，
被災者／避難者がみずから執筆した体験記（自主出版を含む）の双方がみられる（佐藤秀樹，2013；

森松，2013；避難ママのお茶べり会，2013）。国際社会にもダイレクトに発信されており（スワンソン，

H. ほか，2014；東日本大震災避難者の会 Thanks & Dream, 2016），避難の経路，被災者（地）の複雑
な思い，アイデンティティの再形成などを当事者の声と表現方法で推し量ることができるように
なった。語り自体が資料として貴重であることはいうまでもないが，被災からの回復力としての

「語り書き」という行為の分析はこれからである。ここでは十分にとりあげられなかったが，災
害心理学的な研究成果が多数出ており，トラウマや「心のケア」は被災者支援の重要なキーワー
ドになっている。

6. 3．まちづくり支援とコミュニティの再生
　避難指示を受けた地域のまちづくり，コミュニティの再生，産業復興に関する支援を中心に扱
った研究は今のところ多くない。原発災害から 6 年が過ぎ，避難指示が解除される自治体が増え
るにつれ，帰還後のまちづくりやコミュニティ再生に向けた取り組みが加速化している。震災後，
アカデミズムへの信頼失墜や調査被害を問われる一方で，支援現場からの研究者への期待は今も
なお大きい。社会科学の研究者が被災者（地）支援（合意形成・調整，復興計画の作成など）に深く
関与しながら慎重に研究を進めるケースも出てきており（佐藤彰彦，2013），記録の継続や研究の
蓄積が求められている。
　その他，被災者個人と被災地（コミュニティ）の回復プロセスの相互連関性の解明，健康不安
とリスクコミュニケーションへの社会科学的な見地からの支援，「支援文化」の継承なども，「被
災地支援」研究として新たに取り組むべき研究課題といえよう。

（西﨑伸子・金太宇）

7．暮らしと災害文化

7. 1．記憶の継承・メモリアル
　被災からの「復興」や生活再建を主題にする諸研究において，記憶とその継承，記憶の想起，
コメモレイションは，地域社会，集団，個人，どの位相にとっても重要なキーワードになってい
る。研究の焦点はいくつかあり，1 つの焦点は，資源化される記憶とその機能にある。記憶は持
続可能で弾力性のある社会 ─ 生態系システム（SES）を構築するうえで，攪乱・危機から集団・
社会が回復する過程を支える重要な資源であり，具体的な機能の分析や理論化が積み重ねられて
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きた（大塚，2014）。この主題については，民俗学・人類学などにとどまらず，工学・計画論系に
おいても質的調査法などの方法論も含めて広がりがみられる。たとえば，被災の記憶を伝承し，
未来のリスクを軽減するための媒体・装置として，生活のなかの習俗や民俗知の分析や（川島，

2015a；田口，2014），それらの調査方法も含めてまちづくり・社会空間再構築のための社会実験・
実装（矢ケ崎・一ノ瀬，2013）も行われてきた。環境社会学では，災害・公害の経験を軸に，単に
機能主義的分析にとどまることなく，記憶の媒体としての村落，年中行事，祭事，供養儀礼，そ
して，記憶の物象化と記憶化の過程になる伝承という行為そのものが，近隣関係や産業基盤とな
る社会的諸関係の再建を支えたり，歴史的連続性や集合的アイデンティティの再構成，生活合理
性の基盤を創ったりしてきたことが分析されてきた（植田，2012a, 2012b, 2013, 2015）。もちろん，
行事，民俗芸能，祭礼などは記憶の機能を果たしたり担保したりする装置以上の意味と働きかけ
をもつ。また，関連して，震災遺構や災害跡地の保存について，社会学で近年蓄積が著しい，戦
争や災害など「負の記憶」としての性質をもつ記録に関する議論，あるいは遺構や跡地の保存と
記憶の物象化についてなど，隣接分野も含めた新たな問題提起がなされている（今井，2013；林，

2017）。それに対して，環境社会学がこれまで積み重ねてきた記憶の議論や，歴史的環境，観光，
被害に関する感性と知覚の集合的錬成をどのように考えるかなど，学問的・実践的課題は枚挙に
いとまがないほど存在しており，いっそうの展開が見込まれる。

7. 2．ジェンダー
　暮らし，生活を取り戻すためには，生活（life）（関編，2015）の時空間的構成の変化と環境との
関わりをミクロからマクロまで議論していくことが必要である。そのなかで，社会経済的な格差
のみならず，ジェンダーによる格差も重要な解決すべき課題であり，ジェンダーという観点から
しかみえない現実もある（萩原，2016）。被災生活時の家族の構造的変化や移動による家族関係の
変化，被災後のリプロダクティブ・ライツ／ヘルスの問題など（竹信，2012；柘植，2017；浅野，

2016），とくに東電の福島原発事故による放射能汚染がもたらした被害の重層性と広がりを捉え
るうえでこの観点は非常に重要であろう。他国における災害・公害の事例研究との比較もまた，
暮らしの再興から減災・防災の社会デザイン，社会運動の実態解明につながる重要な研究課題で
ある。
　もっとも，ジェンダーという観点からは，単に男女という二項対立的カテゴリにとどまらない
別の主題もみえてくる。すなわち，性的マイノリティも含めた多様な個人・集団の多様性と差異
を引き受けて，どのような復興がありえるか，そのための民主主義とは何か，という問いである。

（西原，2012；徳田，2015；郭，2013）。具体的には，防災・減災の制度設計，緊急期・復興期の短
期・中期的復興過程における格差の是正，差異を引き受けたうえでの新しい社会の再構築の模索
が課題となろう。とくに，移民，在住外国人，難民などマイノリティ集団がどのような課題を抱
えるか，避難時の多言語対応から，支援を受けられる諸条件の差，復興期における多文化共生の
実現などが課題である。第一次産業および建設業等における移民労働・研修生問題とも密接に関
連するだろう。
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7. 3．災害リスク
　災害リスクについては，リスクとは何か，その制御とはどのような状態を指すのか，という議
論から，災害リスクを人文社会科学が研究するとはどのようなことか，その方法論の模索まで

（大矢根，2011），東日本大震災以前から災害社会学・人類学の周辺で議論が蓄積されてきた。と
はいえ，日本においては，災害リスクという言葉そのものは，海外での使用が先行して，工学
系・行政・保険を扱う経済・経営学で広がった。阪神淡路大震災以後から人文社会科学系でもそ
の使用が広がって，災害リスクの具体的な（主観的・集合的）知覚と評価，リスクとして現実化す
るメカニズム，自然から受ける恩恵とリスクの包括的理解と地域社会による包括的制御，知見の
蓄積とローカル性（金菱・植田，2013；一ノ瀬，2015，2016）など，リスクへの向き合い方といなし
方について，その包括性も含めて議論が蓄積されている。これらの議論は，昨今きわめて国内外
で活発になった気候変動に関する研究，とくに適応と緩和をどのように考えるか，という主題と
深く関わる。

7. 4．災 害 文 化
　「災害文化」に関する社会学の論考は，2011 年以前から一定程度の蓄積がなされてきた。災害
文化で検索（Cinii）結果に表示される最も古い論文は，1980 年代の論考であり，分析対象として
は繰り返し津波を経験してきた三陸沿岸を舞台とするものが主要となる。また，社会学の周辺領
域でも 3．11 以前より災害文化に言及する論考は少なくない。多くは災害文化の普及を直接的に
目指す教育学関連，そして建築やまちづくりの実践知としての建築学関連の研究である。
　しかし災害文化という用語の普及に伴ってか，五十嵐元雄や船津衛以外の社会学者らによって
1990 年代頃より災害文化論としての社会学的研究蓄積は増加傾向をたどり，2006 年の『社会学
雑誌』第 23 号では「災害文化を探る」という特集が組まれている。災害文化は，次の災害発生
時に向けた備えの実践を含むため，1995 年に発生した阪神淡路大震災を論じる際にも積極的に
用いられている。災害文化という用語が，もはや繰り返される災害に限定して用いられるのでは
なく「低頻度大規模災害」に対しても次の襲来に備えようとする展開が見て取れるかもしれない。
　2000 年代，10 年代以降の災害文化研究には，災害文化やそれに支えられる伝承が，常に災害
の被害を緩衝するとは限らないという言説や論考が散見される（川島，2011；金子，2012，2014；

高梨，2014）。一方，社会心理学ではすでに 00 年頃から「正常性バイアス」が避難行動に及ぼす
影響について議論されてきたが，東日本大震災という大規模災害を経て，津波常習地で明らかに
なった事実から導き出された知見も後押ししたといえるだろう。とりわけ民俗学者の川島秀一は，
1896（明治 29）年の津波や 1933（昭和 8）年の津波以降，口頭伝承や石碑を通して「地震があっ
たら津波に用心」と伝えられつつ，チリ地震津波が体感可能な地震なくやってきたことに言及し，
災害文化とは何か，その多様性と限界の双方を問うている。「災害文化」を単に被害を小さくす
るものと捉えることの問題を指摘しているといえるだろう。

7. 5．災　害　史
　災害文化が時間軸を踏まえて考察されねばならないのと同様に，歴史研究である「災害史」も
被災地の時間軸のなかに災害を位置づけて歴史的に相対化する有効な方法論である。人災として
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飢饉を考察する論考（菊池，2015；渡辺，2014）は，複合災害としての冷害を捉えるものといえる
だろう。社会学的考察の蓄積はまだまだ少ないが，金子祥之の洪水常習地の考察は（金子，2012），
現代社会を社会史的に捉える事例考察といえる。

7. 6．脆　弱　性
　「脆弱性」という概念（および表裏一体の概念として「回復力〔resilience〕」）の導入によって，社会
学的災害研究の射程は大きく広がったといえる。リスク概念にも同様のことがいえるが，普段各
地にある地域特性や地形が，災害時に被害を大きくしたり，逆に小さくしたりする局面を捉える
ことが可能となっている。2011 年には大規模災害発生時の原子力発電所にとどまらず，高度に
複雑化専門化した産業化社会の脆弱性が露呈した。地理学的，工学的災害研究では当然のように
踏まえられてきた視角だが，社会学的な災害研究のテーマや課題をより明確にしたといってもい
いだろう。阪神淡路大震災の研究から脆弱性概念の活用は活発化していくが，ジェンダー（池田，

2011），貧困（渡辺，2015；浦野，2013），過疎高齢化（浦野，2013）といった社会特性，地域特性が，
災害をどのような問題にしているのか，詳細な考察が災害脆弱性概念によって可能となっている。
経済学分野ではあるが，11 年には『経済研究』で小特集「自然災害に対する家計の脆弱性と復
元力」が組まれており，各論考は途上国の被災地で災害援助物資が村内，血族間でどのように分
配されているのかを考察するもの（高崎，2011）被災後に消費パターン（櫻井ほか，2011）や厚生
水準（澤田ほか，2011）がどう変わったかを考察するものなど，射程とする時間軸が長く，復興の
ミクロな局面を丁寧に捉えるものである。

（福永真弓・植田今日子）

8．お わ り に

　本稿では，震災特別委員会で設定した6つの大項目（「自然環境と生業」「津波被害と生活再建」「原

発事故による避難と被害」「エネルギー政策」「被災者支援とボランティア」「暮らしと災害文化」）に関す
るキーワード群に基づいて，東日本大震災と福島原発事故に関してなされてきた環境社会学研究
の論点を整理してきた。
　これまでの研究では，人びとの暮らしの基盤である自然環境と生業に着目し，東日本大震災に
よって地域の生活（暮らし）が被った広範囲かつ重層的な被害実態が丁寧に描き出され，ローカ
ルな環境利用のしくみとコミュニティの再編過程が解明されつつある。大規模災害を経験した社
会における新しいコモンズ論の展開もみられる。ただし，津波と原発事故では，問題を引き起こ
している構造や加害・被害関係が大きく異なるため，それぞれの被害実態や生活再建過程を区別
して整理した。被害の広域性と長期化，急速な状況変化に対応した調査研究の蓄積が喫緊の課題
であることが示された。
　福島原発事故は，従来のエネルギー政策のあり方を根底から問いなおすとともに，現代社会が
有する構造的問題を露呈する契機となった。環境社会学においては，これまで原子力発電や再生
可能エネルギーなどエネルギー政策に関する研究が蓄積されてきたが，大震災以後，脱原発運動
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や科学技術社会論を新たな研究対象に加え，エネルギー政策の転換を強く意識した研究が増加し，
新たな社会変革の道筋としてコミュニティパワーのもつ可能性が論じられている。
　さらに，福島原発事故は，被災者支援とボランティアに関する研究や災害研究においても，新
たな論点を提起するものであった。すでに広域避難に関して多数の実態調査がなされており，従
来の災害とは異なる原発災害特有の事象（広域避難，母子避難，避難の長期化，汚染地での暮らしな

ど）の問題点や被災者／当事者支援の実態が解明されている。また被災者のニーズ調査が，公的
支援や社会制度の問題点を示し，新たな制度設計の試みにつながるなど，調査研究と支援（実

践）の相互作用に新たな可能性が見出された。
　被災や原発事故からの復興や生活再建，地域再生を考えてゆくためには，従来の研究が対象と
していた時間軸の射程を大幅に延長して，より長期的な記録の継続と研究の蓄積がなされる必要
がある。災害からの時間的経過に伴い，問題構造が複雑化しつつ不可視化するなかで，ローカル
な記憶の継承に関する研究が蓄積されつつあるが，既存の環境社会学研究との接合や災害史の作
成は今後の課題として残されている。
　東日本大震災と福島原発事故による被害実態や生活再建過程の解明，被災者支援と地域再生に
関して，これまでの環境社会学の研究蓄積が有効であり，研究と実践の双方において環境社会学
研究が取り組むべき課題は数多く残されている。また，隣接諸分野の研究蓄積を踏まえて，ジェ
ンダー，災害リスク，災害文化，脆弱性に関する環境社会学研究のさらなる展開が期待される。

（山本早苗）

注
（1）　2011 年 4 月 6 日発行の『環境社会学会ニューズレター』第 53 号（通算 58 号）「古川彰会長挨拶」

より引用。
（2）　本委員会で作成した文献目録は，分量が膨大であるため，本論文では，文献目録のなかから主要な

業績を厳選して，東日本大震災に関する環境社会学の研究動向を整理している。文献目録については，
今後，学会ホームページ等にて公開する予定である。

（3）　委員会が作成したキーワード一覧中の「社会変革と再生」「リスクと合意形成」については，大変重
要な論点であるものの，現時点では環境社会学研究の蓄積がほとんどなされておらず，研究動向を作
成することが困難であったため，本稿では割愛した。
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