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パネルディスカッション　大災害ストレスの心身医学

　　　　　　　　こおけるソーシャル・キャピタルと精神的健康

一福島原子力災害の調査・支援実績から一

岩垣穂大＊1＊3／辻内琢也＊2＊3／扇原　淳＊2＊3

抄録：災害復興におけるソーシャル・キャピタルの役割が注目されている．ソーシャル・キャ

ピタルとは「社会関係資本」と訳され，他者への信頼感助け合いの意識，ネットワーク，社会

参加などで評価される人間関係の強さを表す概念である．先行研究において，災害発生時，ソー

シャル・キャピタルの豊かな地域ではPTSDやうつといった精神疾患の発症リスクが低いとの

報告も行われている．

　本研究では福島第一原子力発電所事故からの避難者を対象にソーシャル・キャピタルとメン

タルヘルスの関連について調査を行った．その結果，高齢者を対象とした調査，子育て中の母親

を対象とした調査のいずれも，個人レベルのソーシャル・キャピタルが豊かなほどメンタルヘ

ルスが悪化しにくいことが明らかとなった．

　今後，ソーシャル・キャピタル醸成の視点を取り入れた災害復興政策を行っていくことが重

要であると考えられた．

Key　words：ソーシャル・キャピタル，メンタルヘルス，福島原子力災害，ソーシャルサポート

はじめに

　災害復興におけるソーシャル・キャピタル

（以下，SC）の役割が注目されている．　SCとは

「社会関係資本」と訳される概念で，身近な言葉

で言い換えれば，「人と人とのつながり」と表現

することができる．一般的に社会資本とは，道

路や堤防といったインフラストラクチャーを指

すが，社会関係資本となると，他者への信頼，

助け合いの意識，人のネットワークなど，人間

の関係性を資本としてとらえる言葉となる．

　Aldrichら1）は，阪神・淡路大震災を対象とし

た研究から，地域ごとの再建速度と最初の被害

の大きさに強い関連がみられなかったことを報

＊1早稲田大学大学院人間科学研究科（連絡先：岩垣穂

大，〒359－1192埼玉県所沢市三ヶ島2－579－15）
＊2早稲田大学人間科学学術院
＊3早稲田大学災害復興医療人類学研究所
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告し，人口密度や社会経済的状況に加え，人々

の社会参加や助け合いの意識，信頼感などをと

らえたソーシャル・キャピタルが大きく関係し

ていたことを報告している，つまり，ソーシャ

ル・キャピタルが豊かな地域では，住民同士の

避難活動や助け合い・見守り活動がスムーズに

行われたのに対し，豊かでない地域ではそれら

の活動があまりみられず，生活再建に時間を要

していた．

　また，田中ら2）によると，「孤独死」は仮設住

宅から災害復興住宅へ移動直後に最も多く発生

したことが報告されている．避難所や仮設住宅

には，自立が困難な高齢者や経済的に困窮状態

にある避難者が最後まで居住を継続するケース

があるが，集団生活をしているため，自治会や

ボランティア団体によって見守り，声かけ，サ

ロンなどの支え合い活動を行うことができる．

しかし，個別に民間の住宅に転居したり，みな
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個人レベルと地域レベル 認知的SCと構造的SC
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Fig．　1　ソーシャル・キャピタルの種類

し仮設住宅，復興住宅に移動したりすることに

よってこれまでの近隣関係が失われ，孤立化す

る危険性が大きく高まることが指摘されてい

る．したがって，復興段階においても近隣住民

や友人との関係の構築が重要であると考えられ

る．

ソーシャル・キャピタルの定義と種類

　SCの定義は，各学問分野によって異なって

いる．米国の政治学者Putnam3）は，「人々の協

調行動を活発にすることによって社会の効率性

を改善できる信頼，規範ネットワークといっ

た社会組織の特徴」と定義している．世界銀行4）

は，「社会的なつながりの量・質を決定する制

度，関係，規範」と定義する．経済協力開発機

構（OECD）5）は「規範や価値観を共有し，お互

いを理解しているような人々で構成されたネッ

トワークで，集団内部または集団間の協力関係

の増進に寄与するもの」と定義している．経済

学者の稲葉6）は，「心の外部性を持った信頼・規

範・ネットワーク」と定義している．このよう

に，定義が曖昧なことがソーシャル・キャピタ

ルの弱点であるとも指摘されている7）．しかし

ながら，psycho（心理）とsocial（社会）との関

連をとらえるうえで，重要な概念といえるだろ

う．
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　SCには種類があり，まず「個人レベル」と

「地域レベル」に分類される（Fig．　1）．「個人レ

ベル」とは，個人を中心にして家族のつながり

や友人関係，近隣関係をとらえるものである．

一方「地域レベル」は，ある地域を一つの単位

でとらえ，その地域の住人の信頼感や凝集性な

どを評価する．

　個人レベルのSCは，さらに「認知的SC」，

「構造的sc」に分類される（Fig．1）．「認知的

SC」は，他者への信頼感，助け合いの意識，地

域への愛着など，認知のレベルでとらえられる

ものを指す．「構造的SC」とは友人の数や，地

域活動への参加頻度など，実際，数字で客観的

にとらえられるもの指す．

災害とソーシャル・キャピタル

　災害時におけるSCの重要性について，世界

中でさまざまな研究が行われており，その多く

はSCが被災地域のレジリエンス（回復力）に

深く関わっていることを証明するものであ

る8）．その中でも，2008年英国のモーペスで発

生した洪水に関する研究が有名である9）．モー

ペスの洪水では，多くの死者が発生したが，洪

水からの生存者232人に面接調査を行ったとこ

ろ，個人の認知的SCが高い地域ほど，　post

traumatic　stress　disorser（PTSD）やうつ，不安
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障害のリスクが軽減されていたという結果が報

告されている．Beaudoinlo）は，米国で発生した

ハリケーン・カトリーナの影響を調査し，災害

前後で個人レベルでの社会的交流が盛んな住民

ほどうつになるリスクが低かったことを報告し

ている．また，Beiserら11）は，ナイジェリアで

発生した暴動の生存者の調査において，個人レ

ベルのSCが低いほどPTSDになる割合が高

かったことを報告している．

　このような結果から，他者への信頼感や助け

合いの意識，また地域への愛着が非常に豊かな

地域では，災害が起こった後も，助け合い活動

が盛んに行われ，災害の二次的な被害を最小限

にとどめることができると考えられる．

福島原子力災害におけるSCと

メンタルヘルスの関連

　筆者らは，福島県から首都圏への避難者を対

象に，SCとメンタルヘルスの関連について2つ

の調査を行った．調査は個人を対象としたもの

であるため，本報告では個人レベルでの認知的

SC，構造的SCについて述べる．

1．高齢者への調査研究12）

　筆者らは2014年に震災支援ネットワーク埼

玉（SSN）と共同で，福島県から埼玉県および

東京都に避難中の3，599世帯を対象として自記

式質問紙調査を行った．回収数は772件（回収

率21．5％）であり，そのうち65～85歳までの高

齢者229名を分析の対象とした．対象とした高

齢者は，避難指定区域からの住民が中心であっ

た．

　メンタルヘルスの測定にはStress　Response

Scale－18（SRS－18：心理的ストレス反応尺度）

を用いた．SRS－18は男性が32点以上，女性が

33点以上で高ストレス状態にあると判定され

る13）．個人レベルのSCのうち，認知的指標と

して，「あなたは近隣の住民を信頼できます

か」，「次に災害が起こった時に，近隣住民と助
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けあうことができると思いますか」，「あなたは

現在お住まいの地域に誇りや愛着を感じていま

すか」との質問に対し，「とてもそう思う」，「や

やそう思う」，「どちらとも言えない」，「あまり

そう思わない」，「まったくそう思わない」の5

件法で回答を求めた．また，構造的指標として，

「趣味・娯楽・スポーツなどの地域活動への参

加頻度」を「週2～3回」，「週に1回」，「月に

2～3回」，「月に1回」，「年に数回」，「参加した

ことがない」の6件法，「近所であいさつをする

人数」を「10人以上」，「5～9人」，「1～4人」，

「0人」の4件法，「避難者向けの交流会への参

加」を「参加したことがある」，「参加したこと

がない」の2件法で尋ねた．

　本研究で高齢者を取り上げた理由は，高齢者

が生活の大きな変化により，体調を崩しやすい

状況にあることや，身体活動量が減少すること

で，身体機能の低下やメンタルヘルスの悪化が

指摘されていたからである．避難指定区域から

の避難者は，震災から5年たった2016年でも，

多くの人が帰還を行えていない．地元の町の至

る所に，黒いフレコンバックに人れられた放射

性廃棄物が点在しており，また病院やスーパー

など，生活のインフラがまだ復旧していない．

そして近隣の住民たちも帰還できていない．人

が数年間住まなくなった家には，シロアリ被

害，空き巣被害，野生動物の被害などがあり，

住める状態ではなくなることが多い．

　このような状況にある避難者のストレスにつ

いて評価を行ったところ，男性で42％，女性で

43％の者が「高いストレス状態」にあることが

示された．

　さらに，SCに関する各項目と高ストレスと

の関連について多重ロジスティックモデルによ

る分析を行い，オッズ比と95％信頼区間を算出

した．SCは個人レベルのSCを認知的指標と構

造的指標に分けて分析した．調整因子として

性，年齢，経済状況，転居回数，震災前からの

持病の有無を投入した．
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Table　1高ストレス群と認知的ソーシャル・キャピ
　　　　タルの関連

Table　2高ストレス群と構造的ソーシャル・キャピ

　　　　タルの関連

近隣住民への信頼感　オッズ比　　95％信頼区間 地域活動への参加頻度　オッズ比　95％信頼区間

い

間
い

高

中
低

　1
2．052　　　　（1．004～4．196）

5．192　　　　（1．042～25．865）

週2～3回　　　　　　　　1
週1回～年数回　　　　2．695　（0．899～8．073）

参加したことがない　　3．317　（1．059～9．150）

年齢，性別，経済状況，持病の有無，転居回数で調整 年齢，性別，経済状況，持病の有無，転居同数で調整

Table　3抑うつ群と認知的ソーシャル・キャピタル
　　　　の関連

近隣住民への信頼感　オッズ比　　95％信頼区間

信頼できる

信頼できない
　1
1．854　　　　（1．097～3．133）

年齢，学歴，経済状況，運動習慣，放射能汚染に対する
意識で調整

　Table　1に示したように，認知的SCである近

隣住民への信頼感について，「近隣住民のこと

を非常に高く信頼している」と回答した人に比

べて，「まったく信頼できない，信じることがで

きない」と回答した者は，5．192倍高いストレス

状態になるリスクがあることが明らかになった．

　またTable・2に示したように，構造的SCであ

る地域活動への参加頻度について，「週に2～3

回地域の活動に参加している」人に比べて，「こ

れまでまったく参加したことがない」と回答し

た人は，3．317倍「高いストレス状態」に陥るリ

スクがあるということが明らかになった．

2．子育て中の母親を対象とした調査研究14）

　筆者らは2015年にNHK仙台放送局と共同

で，福島県8市町村の16，686世帯を対象とした

自記式質問紙調査を行った．回収数は2，862件

（回収率17．2％）であり，そのうち子育てをしな

がら自主的避難を続ける20～49歳までの母親

241名を分析の対象とした．

　メンタルヘルスの測定には，うつ病自己評価

尺度The　Center　for　Epidemiologic　Studies

Depression　Scale（CES－D）を用いた．　CES－D

は16点をカットオフ値として，16点以上の場

合，抑うつ傾向にあると判定される．ただし，

ノ016

日本人を対象とした調査では16点のカットオ

フ値が低すぎるという指摘もされており，より

厳密に抑うつ状態にあると判断できるとされる

カットオフ伯26点を使用した15）．SCの項目は

高齢者の調査と同様とした．

　本研究において自主的避難者を対象とした理

由は，子育て中の母親が子どもを放射線の影響

から守るために県外へ避難することにより，社

会的に孤立するリスクが高くなると指摘されて

いたからである16）～18）．家族間で放射線被曝の

危険性や県外避難の是非に対する認識が異なっ

ていたり，夫を福島県に残し母親と子どもだけ

で避難をすることで子育ての負担が増加したり

することで，母親のメンタルヘルスの悪化が懸

念されていた．また，住宅確保の問題や経済的

負担，不慣れな土地での生活が重なり，母親が

社会的に孤立する可能性が指摘されていた．

　本調査の結果，対象とした母親の32．7％に抑

うつの傾向が認められた．また，夫や両親など

の家族と避難をしている母親に比べて，母子の

みで避難をしている母親は2．411倍抑うつ傾向

のリスクが高くなっているということが明らか

になった．

　さらに，SCに関する各項目と高ストレスと

の関連について多重ロジスティックモデルによ

る分析を行い，オッズ比と95％信頼区間を算出

した．高齢者の調査と同様に，SCは個人レベル

のSCを認知的指標と構造的指標に分けて分析

した．調整因子として年齢，学歴，婚姻状況，

世帯収入で調整，主観的健康感，放射線被曝に

対する心配の有無，を投入した．

　Table　3に示したように，認知的SCである近
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Table　4抑うつ群と構造的ソーシャル・キャピタル

　　　　の関連

地域活動への参加頻度　オッズ比　95％信頼区間

参加している

参加していない
　1
2．427　　　　（1．018～5．783）

年齢，学歴，経済状況，運動習慣，放射能汚染に対する
意識で調整

隣住民への信頼感について，「信頼できる」と回

答した人に比べて，「信頼できない」と回答した

母親は1．854倍抑うつ状態になるリスクが高い

ことが明らかとなった．

　またTable　4に示したように，構造的SCであ

る地域活動（地域の子育てのサークルや学校の

PTA活動）への参加について，『参加している』

と答えている母親に比べて，『参加していない』

と回答している母親は，2．427倍抑うつ状態に

なるリスクが高いことが明らかとなった．

考察

　これまでに筆者らは，福島第一原子力発電所

事故避難者・被災者において，さまざまな心

理・社会・経済的要因がPTSDやうつなどのメ

ンタルヘルスに与える影響について立証してき

た19）～29）．本稿で紹介した原発事故からの県外

避難者を対象とした2っの調査研究12）14）におい

ても，避難先地域における信頼関係や社会参加

がメンタルヘルスに大きく影響することが明ら

かとなった．

　Koyamaら30）は，東日本大震災後の避難住民

を対象にした宮城県岩沼市の調査で，地域住民

からの悩み事相談などのソーシャルサポートの

授受が多い住民ほど精神的に健康であることを

報告している．また大橋ら31）も，東日本大震災

後の陸前高田市における調査で，社会的な関係

性を多くもっている避難者は，精神状態がある

程度改善しており，友人や日常的に交流する人

の存在が大きな不幸を和らげる緩衝装置として

の役割を果たしていることを報告している．こ

のように，SCはさまざまなソーシャルサポー
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トによって，社会への参加を促したり，他者と

の信頼感を高めたりすることで醸成される．高

齢者の場合であれば自治会やサロン，ボラン

ティア，老人クラブなどさまざまな社会資源が

あり，そのような資源につないでいくことが必

要である．そして，孤立のリスクがある対象者

には見守りを重点的に行っていくことでSCを

醸成することが重要だと考えられる．

　2016年時点では，復興支援員が原発事故に被

災した各市町村に配置され，戸別訪問やっなが

りづくりの活動の中心を担っているが，支援の

対象は多岐にわたっており，復興支援員だけで

すべてをまかなうことは困難である．したがっ

て，復興支援員と避難先や移住先の自治体や民

生委員，行政や社会福祉協議会といった公的機

関が連携し，支援と見守りを強化していくこと

が重要だと考えられる．

　子育てをしながら避難を続ける母親への支援

としては，まず，母親自身の自由な時間を確保

することが非常に重要だと考えられる，各市町

村では，子どもの短時間の預かり，保育施設へ

の安価な送迎，家事代行などの福祉サービスが

ある．筆者らが協働している震災支援ネット

ワーク埼玉（SSN）では，高齢者向けの被災者

交流会だけでなく母子避難者向けの被災者交流

会の運営にも協力しているが，そこでは託児ス

ペースも設けられているため，ゆっくりと生活

の相談や情報交換ができるようになっている．

こうした公的な福祉サービスや民間の支援機関

に，医療者や支援者が積極的にっないでいくこ

とが必要とされている．

　このような「ソーシャル・キャピタル」を鍵

概念とした，原発事故避難者や大災害被災者を

対象にした社会的ケア・支援の実践は，今後さ

らに拡大していく超高齢社会あるいは少子化社

会に応用可能だと考えられる．

結語

メンタルヘルスの向上のためには，災害後の
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避難先や移住先における近隣住民への信頼や助

け合いの意識をいかに高めていくかを，今後の

心身医学は検討していく必要があるだろう．近

隣で挨拶を交わす人数を増やしたり，趣味や娯

楽といった地域活動への参加頻度を増やしたり

といった社会的ケア・支援を積極的に行い，豊

かな「ソーシャル・キャピタル」の醸成を視野

に入れた災害復興計画を，保健師やソーシャル

ワーカーそして自治体職員や政策立案者らとと

もに作っていくことが重要だと考えられる．

本稿に関し，開示すべき利益相反はない．
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Abstract

Social　Capital　and　Mental　Health　in　a　Major　Disaster：Findings　and　Suggestions

　　　　from　the　Survey　and　Social－support　after　Fukushima　Nuclear　Disaster

Takahiro　lwagaki＊1＊3 Takiユya　Tsujiuchi＊2＊3 Atsushi　Ogihara＊2＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　＊iGraduate　School　of　Human　Sciences，　Waseda　University

（Mailing、4ddress：Takahiro　lwagaki，　2－579－15　Mikajima，　Tokorozawa－shi，　Saitama　359－1192，Japan）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊2Faculty　of　Human　Sciences，　Waseda　University

　　　　　　　　　　　＊3Waseda　Institute　of　Medical　Anthropology　on　Disaster　Reconstruction

　　　The　role　of　social　capital　in　disaster　restoration　is　gaining　attention．　Social　capital　means“society－related　capital，”

and　it　pertains　to　the　strength　of　human　relationships　that　are　evaluated　based　on　trust　towards　others，　consciousness

of　mutual　cooperation，　network，　social　participation，　etc．　Previous　studies　reported　low　risk　of　onset　of　mental　illnesses

such　as　PTSD　and　depression　in　regions　with　high　social　capital　when　a　disaster　occurs．

　　　The　present　study　investigated　the　relationship　between　the　social　capital　and　mental　health　of　evacuees　from　the

Fukushima　Daiichi　Nuclear　Power　Plant　disaster．　The　surveys　on　the　elderly　and　on　mothers　raising　children　revealed

that　the　higher　the　individual’s　level　of　social　capital　was，　the　less　likely　it　was　for　his／her　mental　health　to　worsen．

　　　In　future，　it　is　important　to　implement　a　disaster　recovery　policy　that　incorporates　methods　to　foster　social　capital．

Key　words：social　capital，　mental　health，　Fukushima　nuclear　disaster，　social　support
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