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はじめに
　東日本大震災に伴う福島原子力発電所事故の
発生から 3年が経過した 2014年 3月末時点で，
福島県から県内へ 58,624人，県外へ 47,683人
が避難を継続しており，依然として経済的・心
理的に困難な生活を余儀なくされている1）．避
難先はすべての都道府県に広がっており，県外
避難者の心理的ストレスについても多く報告さ
れている2）～7）．そして原発事故に伴う避難に

よって，これまでの近隣住民による地縁的なつ
ながりの多くが分断された．そのようなコミュ
ニティーの分断から生じる人間関係の希薄化が
避難者のストレスを高める要因となっており，
近隣住民との接点の創出に焦点を置いた新しい
コミュニティーづくりの必要性が指摘されてい
る8）9）．
　避難者の中でも高齢者においては，生活の大
きな変化により新しい環境に順応できず体調を
崩しやすいこと，身体活動量が減少し，身体機
能の低下やメンタルヘルスが悪化すること，家
や土地などすべてを失うことによる絶望感など
からの自殺，ひきこもり，孤独死などが指摘さ
れており，特に支援が必要であるとされてい
る10）～13）．
　そこで本研究では，震災復興におけるソー
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シャル・キャピタル（以下，SC）に着目した．
SCとは，社会関係資本と訳され，社会の中での
人々の信頼意識やつながりの状態をとらえる概
念である．政治学，経済学，社会学，公衆衛生
学14）などの分野で多く研究されており，災害研
究の分野でも近年用いられる概念である．アル
ドリッチ15）は関東大震災，阪神・淡路大震災，
インド洋大津波，ハリケーン・カトリーナの事
例から，同じ被害で同じ経済的サポートを受け
ている自治体でも復興のスピードが異なり，そ
の要因に SCが関連することを示していること
を報告している．SCは Putnamらに代表される
集団の社会的凝集性をとらえるものと，Linら
に代表される個人の特性としてのネットワーク
をとらえるものに分けられる16）～19）．個人レベ
ルでとらえる SCの評価には，他者への信頼や
支え合いの意識といった認知的指標と，地域行
事への参加頻度や日常的に交流する人数といっ
た構造的指標が多く用いられている．
　これまで，災害と SCに関する研究の多くは，
被災地域のレジリエンス（回復力）に SCが深
くかかわることを証明するもの20）であり，避難
先地域での個人レベルの SCに着目した研究は
あまりみられない．本研究の対象者は，多くが
帰還困難区域，居住制限区域から福島県外へ避
難しており，高濃度の放射能汚染や住宅の整
備，生活インフラ整備の遅れなどの理由から，
災害発生前に居住していた地域に帰還して地域
の SCを回復させる段階には至っていない21）．
そこで本研究では，今後 10年を超えるような
長期的な避難を想定し，特に支援が必要な高齢
者において避難先地域での個人レベルの SCと
メンタルヘルスとの関連を明らかにすることを
目的とした．

方法
1． 対象と手続き
　本研究では，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，早稲田大

学と震災支援ネットワーク埼玉（SSN）が共同
で自記式質問紙調査を行った．実施時期は 2014

年 3月，4月であった．福島県生活環境部被災
者支援課の協力を得て，自治体広報誌とともに
質問紙を配布し，無記名による回答および郵送
による返信を依頼した．回収数は 772件（回収
率 21.5％，有効回答数 712，有効回答割合
92.2％）であった．回答者の年齢は 29歳以下
10.8％，30代 8.9％，40代 12.7％，50代 19.7％，
60代 25.1％，70代 16.7％，80歳以上 11.4％で
あった．そのうち，本論文では 65～85歳までの
高齢者 229名を分析の対象とした．倫理的配慮
として，早稲田大学「人を対象とする研究に関
する倫理委員会」の承認を得た（承認番号 2013‒
131）．

2． 調査項目
　SCに関する質問項目は，内閣府の SCに関す
る調査，カワチらが行っている社会疫学に関す
る調査などを参考にし，「認知的指標」，「構造的
指標」に分けて設定した22）～27）．「認知的指標」
とは，他者への信頼や互酬性の規範，地域への
愛着といった認知レベルでのつながりを測定す
る指標であり，「構造的指標」とは地域活動への
参加の有無や参加頻度，付き合いのある親戚・
友人の数やあいさつをする人数など，数値で客
観的に評価できる指標である．本研究では，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
住民と助け合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」，「全くそう思わな
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
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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．
　心理的ストレス反応の評価には，SRS‒18

（Stress Response Scale‒18）を使用した28）．SRS‒
18は，『抑うつ・不安』，『不機嫌・怒り』，『無
気力』のそれぞれ 3項目の下位尺度から成り，
「全く違う」（0点）～「その通りだ」（3点）の
4件で回答し，点数化し，その合計得点により
ストレスが「低い」，「ふつう」，「やや高い」，
「高い」の 4段階で評価される．本調査では，よ
り高いレベルのストレス状態にある方のリスク
について検討するため，「高い」（男性：32点以
上，女性：33点以上）を「高ストレス群」，そ
の他を「低ストレス群」と定義した．
　その他，メンタルヘルスに関連があると考え
られる年齢・性別・持病の有無，転居回数・避
難指定区域（「帰還困難区域」，「居住制限区域」，
「避難指示解除準備区域」，「区域外」）・経済状況
（「とても困っている」，「少し困っている」，「あ
まり困っていない」，「全く困っていない」）・近
隣関係での嫌な経験（「よくある」，「少しある」，
「あまりない」，「全くない」）を質問した．

3． 解析方法
　まず，質問紙調査回答者の基本属性を示し，
年齢，性別，避難指定区域，経済状況，持病の
有無，転居回数，近隣関係における嫌な経験の
有無について「高ストレス群」，「低ストレス群」
それぞれの割合をχ2検定によって比較した．次
に，SRS‒18の下位尺度別および全体の合計の
平均点と標準偏差を男女別に算出し，全体の合
計得点について性別による差異を検討するため
t検定を行った．最後に，各 SC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
ルにより分析した．分析を行う際，近隣住民へ
の信頼，助け合いの意識，地域への愛着心につ
いて 5件法での回答を「高い」，「中間」，「低い」

の 3カテゴリーに分類した．地域活動への参加
頻度については 6件法での回答を「週 2～3回」，
「週 1回～年数回」，「参加したことがない」の 3

カテゴリーに分類した．あいさつをする人数に
ついては 4件法での回答を「5人以上」，「1～4

人」，「0人」の 3カテゴリーに分類した．また，
Model 1は調整なし，Model 2では，性，年齢を
調整，Model 3では，性，年齢に加え経済状況，
持病の有無，転居回数を調整した．調整因子と
して性，年齢，経済状況，持病の有無，転居回
数を選択した理由は，先行研究において，性，
年齢，経済状況，健康状態によってメンタルヘ
ルスへの影響が異なることが示されていること
に加え，今回の原発事故での避難では自宅から
避難所，親戚や友人宅，仮設住宅，復興住宅な
ど平均 4回以上転居を繰り返しているという特
異的な状況があり，メンタルヘルスへの影響が
考えられたためである．
　分析には HALBAU7（株式会社ハルボウ研究
所）を用いた．

結果
1． 基本属性および高ストレス群・低ストレス
群の割合の比較

　高ストレス群と低ストレス群の基本属性を
Table　1に示した．高ストレス群の平均年齢は
73.3歳であるのに対し，低ストレス群は 67.5歳
であった．また，高ストレス群は男性 54.2％，
女性 45.8％，低ストレス群は男性 59.2％，女性
40.8％であった．年齢，性別とも両群間に統計
学的に有意な関連は認められなかった．経済状
況において高ストレス群はとても困っている人
が 21.0％であるのに対し，低ストレス群では
6.8％であった．近隣関係での嫌な経験がよく
あると回答した人は高ストレス群において
11.5％であるのに対し，低ストレス群では 3.6％
であった．χ2検定の結果，経済状況，近隣関係
での嫌な経験とも両群間に統計学的に有意な関
連が認められた．その他の調査項目にストレス
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の高低による関連は認められなかった．

2． SRS‒18の得点
　SRS‒18の男女別平均得点を Table　2に示し
た．下位尺度ごとの平均得点を算出した結果，
男性において，「抑うつ・不安」は 8.68点，「不
機嫌・怒り」は 7.74点，「無気力」は 7.83点で
あった．女性においては，「抑うつ・不安」は
8.39点，「不機嫌・怒り」は 8.51点，「無気力」
は8.02点であった．合計得点は男性が24.26点，
女性が 24.93点であった．合計得点について，
性別による差異を検討するため t検定を行った
ところ，統計学的に有意な関連は認められな

かった．

3． 多重ロジスティックモデルによる分析結果
　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 Table　3に示
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．Model 1は調整な
し，Model 2では性，年齢で調整，Model 3では
性，年齢に加え経済状況，転居回数，震災前か
らの持病で調整した．ここでは，最も多くの因
子で調整し，より SCに限定したリスクを評価
できるModel 3の結果を読み取る．

Table　1　高ストレス群・低ストレス群の割合の比較

全体 高ストレス群 低ストレス群
χ2値 p値

n ％ n ％ n ％
年齢 72.6 73.3 67.5 0.208

性別 1.348 0.246
　男性 135 59.2 45 54.2 90 59.2
　女性 93 40.8 38 45.8 55 40.8

避難指定区域 1.295 0.730
　帰還困難区域 86 38.1 28 34.6 58 40.0
　居住制限区域 45 19.9 18 22.2 27 18.6
　避難指示解除準備区域 58 25.7 23 28.4 35 24.1
　区域外 37 16.4 12 14.8 25 17.2

経済状況 13.292 0.004＊＊

　とても困っている 27 11.9 17 21.0 10 6.8
　少し困っている 112 49.3 42 51.9 70 47.9
　あまり困っていない 72 31.7 18 22.2 54 37.0
　全く困っていない 16 7.0 4 4.9 12 8.2

転居回数 6.096 0.107
　1～2回 37 16.8 10 12.3 27 19.6
　3～4回 85 38.6 27 33.3 58 41.7
　5～6回 76 34.5 36 44.4 40 28.8
　7回以上 22 10.0 8 9.9 14 10.1

持病 0.223 0.637
　あり 178 80.2 62 78.5 116 81.1
　なし 44 19.8 17 21.5 27 18.9

近隣関係での嫌な経験 13.629 0.003＊＊

　よくある 14 6.4 9 11.5 5 3.6
　少しある 70 32.1 30 38.5 40 28.6
　あまりない 69 31.7 26 33.3 43 30.7
　全くない 65 29.8 13 16.7 52 37.1
＊p＜0.05，＊＊p＜0.01
年齢は平均値を表示．
p値は年齢のみ t検定，その他はχ2検定を用いて算出
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　「高ストレス」になるオッズ比について，「近
隣の住民に対する信頼」が高い群を 1としたと
き，低い群は 5.192（95％CI：1.042～25.865）で
あった．そして，「（次に災害が起こった時）近
隣住民との助け合い意識」が高い群を 1とした
とき，低い群は 2.172（95％CI：1.051～4.487）
であった．認知的指標である近隣住民への信
頼，助け合い意識ともに統計学的に有意な関連
が認められ，これらが低いほど高いストレス状

態にあることが明らかとなった．しかし，「地域
に対する誇り・愛着心」に関しては有意な関連
が認められなかった．
　次に，構造的指標において「高ストレス」に
なるオッズ比は，「地域活動（趣味・スポーツ・
娯楽等）に週に 2・3回参加する群」を 1とした
とき，参加したことがない群は 3.112（95％CI：
1.059～9.150）であった．また，「近隣であいさ
つをする人数」が 5人以上いる群を 1としたと

Table　2　男女別 SRS‒18の平均と標準偏差

男性 女性
t検定

n 平均 標準偏差 高群（％） n 平均 標準偏差 高群（％）
抑うつ・不安 135 8.68 5.38 94 8.39 5.83
不機嫌・怒り 135 7.74 4.94 94 8.51 5.81
無気力 135 7.83 4.97 94 8.02 5.55

合計 135 24.26 14.38 35.70 94 24.93 16.32 43.70 n.s.

Table　3　高ストレス群とソーシャルキャピタルの関連

SC指標 Model 1 Model 2 Model 3
OR（95％CI） OR（95％CI） OR（95％CI）

〈認知的 SC〉
近隣住民への信頼
　高い 1.00 1.00 1.00
　中間 1.818（0.938‒3.522） 1.920（0.982‒3.756） 2.052（1.004‒4.196）
　低い 5.750（1.285‒25.721） 6.163（1.363‒27.862） 5.192（1.042‒25.865）
助け合いの意識
　高い 1.00 1.00 1.00
　中間 1.346（0.652‒2.780） 1.299（0.627‒2.694） 1.443（0.663‒3.143）
　低い 1.845（0.937‒3.635） 1.795（0.909‒3.545） 2.172（1.051‒4.487）
地域への愛着心
　高い 1.00 1.00 1.00
　中間 1.077（0.548‒2.114） 1.086（0.551‒2.141） 1.365（0.661‒2.820）
　低い 1.403（0.677‒2.904） 1.410（0.680‒2.924） 1.530（0.699‒3.350）
〈構造的 SC〉
地域活動への参加頻度
　週 2・3回 1.00 1.00 1.00
　週 1回～年数回 3.019（1.050‒8.676） 3.035（1.052‒8.756） 2.695（0.899‒8.073）
　参加したことがない 3.065（1.081‒8.684） 3.007（1.059‒8.538） 3.112（1.059‒9.150）
あいさつをする人数
　5人以上 1.00 1.00 1.00
　1～4人 1.789（0.952‒3.361） 1.786（0.949‒3.363） 2.113（1.075‒4.152）
　0人 2.585（1.014‒6.591） 2.716（1.054‒6.995） 3.317（1.177‒9.346）
被災者交流会への参加
　参加している 1.00 1.00 1.00
　参加していない 0.675（0.385‒1.182） 0.637（0.360‒1.125） 0.777（0.421‒1.436）

Model 1：調整なし
Model 2：年齢，性別で調整
Model 3：年齢，性別，経済状況，持病の有無，転居回数で調整
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き，0人群は 3.317（95％CI：1.177～9.346）で
あった．地域活動への参加頻度，あいさつをす
る人数ともに統計学的に有意な関連が認めら
れ，これらが低いほど高いストレス状態にある
ことが明らかとなった．しかし，「被災者向けの
交流会参加」に関しては有意な関連が認められ
なかった．

考察
　本研究は，原発事故において県外避難する高
齢者の個人レベルの SCとメンタルヘルスの関
連を明らかにすることを目的に行った．その結
果，年齢，性別，経済状況，持病の有無，転居
回数を調整しても，個人レベルの SCが低い者
は高い者に比べ，高ストレス状態にあることが
明らかとなった．過去に発生した災害におい
て，Beaudoin29）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，震災前後で個人レ
ベルでの社会的な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30）は，ナイジェリアで発生した暴
動の生存者に対し横断調査を行い，個人レベル
の SCが低いほど PTSDになる割合が高かった
ことを報告しており本研究はこれらの先行研究
の結果を支持するものであった．
　震災復興における SCの役割について相田ら
は，Limpakarnjanaratらの先行研究をもとに，
災害のフェーズを時間軸に即して，【災害前準
備期】，【災害対応期・緩和期】，【災害後復興期】
の 3つに分類している31）32）．そして【災害後復
興期】のフェーズでは特に SCの醸成による精
神的支援が重要であると述べている．本研究に
おいても，SCとメンタルヘルスの間に関連が
みられたことから，今後，SCを醸成することに
よって高いストレス状態を緩和する支援が重要
になると考えられる．

1． 認知的指標と「高ストレス群」との関連
　認知的指標を対象にした先行研究において，

太田26）は，東京都の高齢者を対象とした調査か
ら，男女ともに近隣住民への信頼や助け合いの
意識などの認知的な SCが低い人ほど抑うつ状
態にある可能性が高いことを報告している．ま
た，Fujiwaraら27）は米国における縦断研究にお
いて，地域住民への信頼が高い人は，低い人と
比較して 2～3年後にうつ病を発症するリスク
が 57％減少することを報告している．
　本研究においても，認知的指標である「近隣
住民への信頼感」，「助け合いの意識」が低いほ
ど，高いストレス状態にあることが統計学的に
有意に認められ，日常的な他者とのかかわりを
通じて，認知的な SCを醸成させることでメン
タルヘルスを良好に保つことができる可能性が
示唆された．高齢者の避難先での生活において
は，病院や介護施設へのアクセス，日常の買い
物など多くの生活上の困りごとを抱えているこ
とが想定される．そのような困りごとを気軽に
相談して助けてもらえる環境を整えること，ま
た，他者が困っているときには自分がサポート
を提供する側になるなど，相互に助け合い，信
頼度を高めることでメンタルヘルスを良好に保
つことができるのではないだろうか．介護保険
などの行政サービスに頼り過ぎない，ボラン
ティアで行うインフォーマルな助け合いによる
共助の意識が相互の信頼を構築するために重要
であると考えられる．
　一方，避難先の地域への誇りや愛着とストレ
スに関連はみられなかった．その要因の1つに，
避難者の転居回数が考えられる．本調査でも，
現在の場所に居住するまでに平均 4.3回転居を
していることが明らかとなっている．居住ス
ペースや家族形態の変化，家賃などにかかわる
経済的な問題から複数回の転居を余儀なくさ
れ，地域への誇りや愛着をもつまでの期間を過
ごせていないことが示唆される．

2． 構造的指標と「高ストレス群」との関連
　構造的指標を対象にした先行研究において，
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引地ら33）は東日本大震災で被災した宮城県岩沼
市での高齢者を対象とした調査から，震災前後
で地域のグループ活動に参加する頻度が増える
ことでうつが予防・緩和できることを報告して
いる．また，Ellawayら34）は，災害発生後の地域
活動へ参加している住民ほど，抑うつ状態が低
いことを報告している．
　本調査でも，構造的指標である「近隣であい
さつをする人数」，「地域活動への参加頻度」が
低いほど，高いストレス状態にあることが統計
学的に有意に認められたため，地域の活動に積
極的にかかわり，構造的な SCを醸成させるこ
とがメンタルヘルスの改善に効果的である可能
性が示唆された．
　避難者の支援に限らず高齢者に地域活動への
参加をどのように促していくかという点は多く
の市町村での課題である．したがって，避難者
だけを対象にした支援を特別に設けるのではな
く，地域に生活する住民のひとりとして高齢者
には，元来の地域包括ケアシステムの中で見守
りや生活支援，介護予防を行いつつ，社会参加
を促していくことが重要だろう．県外避難者へ
の見守り活動は，福島県の各市町村が設置する
復興支援員35）によって行われている．
　しかし，避難者の数に対して支援員の数が十
分でないこと，避難先の支援者と避難者の個人
情報について共有されていないことなどさまざ
まな問題が指摘されている．復興支援員だけで
は補えない見守り活動や高齢者向けサロンなど
の地域活動への呼びかけなどは，地元の自治会
や民生委員，ボランティアグループ，NPOなど
の地域住民の協力が不可欠であると考える．
　一方，交流会の参加とストレスには関連がみ
られなかった．震災後 3年が過ぎ，高齢者が交
流会に期待するニーズが変化してきていること
が要因の 1つとして考えられる．震災発生直後
は，避難情報の共有や悩み相談の場として重要
な役割を果たしてきた交流会であったが，ニー
ズの複雑化により参加者の要望に十分に対応で

きていないことも指摘されている36）．もちろ
ん，今後も被災者向けの交流会の役割は継続的
に重要であるが，積極的に現在居住する地域へ
の社会参加を促すことがメンタルヘルスの改善
に重要な役割を果たすことが示唆される．

3． SCの醸成を妨げる要因に関する検討
　原発事故の避難においては，他者への信頼や
地域行事への参加を妨げる要因の 1つとして，
避難者に対する偏見や差別の問題が考えられ
る．本研究では，高ストレス群において近隣関
係で嫌な経験をしたことが「よくある」と回答
した人は 11.5％，「少しある」と回答した人は
38.5％で，低ストレス群の 3.6％，28.6％に比べ
統計学的に有意な差が認められた．本研究では
自由回答（みなさまの声）という設問を設けて
おり，その中で「（病院で）あんたらみたいな人
がいるから税金がかかるんだと言われた」，「避
難者だから地域の行事に出てこなくていいと言
われた」，「多額の賠償金を受け取っているから
裕福な生活をしていると言われた」などの回答
があり，避難者であることによって誹謗・中傷
などの嫌な思いをしていることが認められた．
　加山37）は，誹謗・中傷の問題の背景には，周
囲の住民による無理解や偏見，二次的な放射能
被害に対する恐怖感などがあることを指摘して
いる．また，家族や親戚同士でも放射線被曝に
対する考え方が異なり衝突があること，避難指
示区域の差異による賠償金額の違いが，同郷の
福島県民同士に亀裂を生じさせていることなど
が報告されている38）～40）．
　したがって，避難者が積極的に避難先地域の
活動へ参加することは容易でないことが考えら
れ，支援者側から積極的な参加を呼び掛けてい
くこと，参加しやすい環境を整えること，避難
者と地域住民をつないでいくことが避難者の生
活の質向上のために重要であると考えられる．
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4． 今後の支援のあり方に関する検討
　広域に避難する被災者の支援は，避難先市町
村などの行政組織や社会福祉協議会といった社
会福祉法人，NPO/NGOなどの民間団体，ある
いは避難元の市町村が配置している復興支援員
によって行われている．しかし，災害発生直後
の対応期や復興段階においても，これら各種団
体の支援が十分に活用できない場合が多く，す
べての支援に頼ることは困難である．
　辻41）は，災害後の初動的な危機対応を効率的
に実施するうえで最も力を発揮するのは，近隣
住民や地域の市民グループであると述べてい
る．Koyamaら42）は，宮城県岩沼市において，
東日本大震災後の避難住民を対象に調査を行
い，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43）は，
東日本大震災後の陸前高田市での調査におい
て，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．
　したがって，すべて行政や各種団体による支
援を頼りにするのではなく，日常生活において
地域行事への参加が積極的に行われ，住民主体
で近隣同士の信頼感や助け合い意識を醸成して
いくことが重要である．特に高齢者は新しい環
境への順応が難しいこと，身体活動量が減少
し，身体機能の低下やメンタルヘルスが悪化し
やすいこと，絶望感からの自殺やひきこもりか
らの孤独死が起きやすいことを考慮し，そのよ
うな状態に陥る可能性のある高齢者には自治会
や民生委員，地域包括支援センターが協力し
て，見守りを行うなどの活動が求められる．
　原発事故による被災者の生活支援を目的に制
定された「子ども・被災者支援法」44）では，帰還
する人，移住する人，そして将来的には帰還す
るかもしれないが現状では超長期的な避難を継

続する人すべてに，それぞれの選択を自ら行う
権利が保障されている．また，今井45）は，超長
期的避難に向けて，元の市町村と避難先の市町
村のどちらでも市民権を認める二重住民票制度
を提案している．今回の調査の回答者は，約 6

割の方が「帰還困難区域」，「居住制限区域」か
ら避難されており，今後，長期的な避難が見込
まれている．また，復興庁が 2014年に行った富
岡町の住民意向調査46）によると，帰還意向につ
いて「戻りたいと考えている」と回答している
人は 13.9％であった．一方，「戻らないと決めて
いる」と回答した人が 50.8％と半数を超えてい
た．一定の期間が経過し，避難先に仕事や学校
などの生活の基盤が整い，近隣関係や友人関係
も構築されている家庭も少なくない．そのた
め，今すぐには帰還できないが，将来的に帰還
するため，元の市町村の新しい町づくりにも携
わることができるようにという配慮に加え，避
難先の市民として堂々と生活しつつ，避難先で
の今の生活を充実させる支援が今後も重要であ
ると考えられる．

5． 研究の限界と今後の展望
　本研究では，比較対照群として一般住民の
データを得ることができていない．したがっ
て，今回のアンケート回答者が一般住民と比較
し，ストレスが高いことや近隣関係が構築でき
ていないことは本研究では証明できていない．
また，SCとメンタルヘルスの関連は認められ
たが，因果関係を証明するまでには至っていな
い．地域住民への信頼感や地域活動への参加が
低い群のメンタルヘルスの状態が悪い可能性と
同時に，メンタルヘルスの状態が悪いために地
域住民を信頼することができず，地域活動にも
参加できていない可能性も考えられる．また，
本調査の回答者は「帰還困難区域」，「居住制限
区域」，「避難指示解除準備区域」からの避難者
が 83.7％であったため，原発事故からの避難者
として対象者を定義した．しかし，「区域外」か
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らの避難者 16.4％の中には，震災による家屋の
倒壊や津波被害で避難する者も含まれているこ
とが考えられるため，今後は原発事故以外の理
由で避難する者の考察も行わなければならな
い．さらに，本研究では，全回答者のうち高齢
者のみを対象に分析を行っているため，若年層
の特徴や支援の方法について言及できていない
ので今後の課題としたい．加えて，本調査は横
断研究であるため，避難者のメンタルヘルスの
経年変化や生活の変化をとらえることができて
いない．今後，パネルを設定した縦断研究によ
り，避難者のメンタルヘルスの変化，生活状況
の変化を追跡していく研究を行うことが求めら
れる．最後に，本研究では SCの負の側面につ
いて言及できていない．先行研究では集団の凝
集性が強すぎることで，集団外の人を排除する
といった現象もみられるため，今後負の側面を
踏まえて SCを考察することが求められる．

結論
　本調査では，福島原子力発電所事故によって
福島県から東京都・埼玉県に避難されている高
齢者の個人レベルの SCとメンタルヘルスの関
連を明らかにすることを目的とした．多重ロジ
スティックモデルにより，個人レベルの SCと
高ストレス群との関連について分析したとこ
ろ，性，年齢に加え，経済状況，持病の有無，
転居回数を調整しても，認知的・構造的な SC

が低いほど高いストレス状態にあることが統計
学的に有意に認められた．したがって，メンタ
ルヘルスの状態を向上させるためには，避難先
や移住先における近隣住民への信頼・助け合い
の意識を高め，さらに近隣であいさつを交わす
人数を増やしたり，趣味・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支援によ
り豊かな SCを醸成していくことが今後重要に
なると考えられる．
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Relationships between Individual Social Capital and Mental Health in Elderly People who Left the  
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　　Background：As of March 2014, three years after the Fukushima nuclear power plant disaster, 58,624 residents 
were relocated to other regions within the Fukushima prefecture, and 47,683 residents were relocated to other prefec-
tures. Attenuation of human relationships due to the disruption of regional ties nurtured in the past heightens stress. 
This highlights the need to create a new community focused on establishing ties with neighbors. Among evacuees, 
providing support for elderly adults suffering from a decline in physical functioning and a deteriorating mental health is 
necessary.
　　Objective：This study investigated the relationship between individual social capital and mental health in elderly 
adults, specifically focusing on the role of social capital in reconstruction after the earthquake.
　　Methods：A self‒report questionnaire was conducted at Waseda University and Shinsai Shien Network, Saitama. 
Evacuees from Fukushima prefecture（n＝3,599）who lived in Saitama prefecture and Tokyo were asked to complete 
the Stress Response Scale‒18 comprising questions related to social capital with cognitive and structural indicators. 
There were 772 replies（response rate＝21.5％）and 229 respondents were analyzed. In addition, a multiple logistic 
regression analysis was performed to examine the relationship between social capital and mental health in elderly 
adults.
　　Results：The group with low confidence in neighbors relative to the group with high confidence in neighbors had 
a 5.192 times higher chance of being in the high‒stress group（95％ CI＝1.042‒25.865）. In addition, the group with 
lower confidence in acquiring their neighbors assistance if a disaster occurred again, had a 2.172 times higher chance of 
being in the high‒stress group（95％CI＝1.051‒4.487）. Furthermore, people who have never participated in regional 
activities（e.g., hobbies, sports, entertainment, etc.）had a 3.112 times higher chance of being high‒stressed relative to 
the group who participated two or three times（95％CI＝1.059‒9.150）. Finally, the group that never greeted neighbors 
had a 3.317 times higher chance of being high‒stressed relative to the group that had five or more greeted neighbors
（95％CI＝1.177‒9.346）.
　　Conclusion：Lower social‒capital cognitive indicators such as“trusting one’s neighbors”and“helping one’s 
neighbors”were correlated with higher stress levels. Therefore, elderly adults can presumably maintain good mental 
health by developing a neighborhood relationship and building mutual trust. Furthermore, lower social‒capital struc-
tural indicators such as“number of greeted neighbors”and“participation frequency in regional activities”were cor-
related with higher stress levels. It is important to encourage social participation of evacuees and provide them with 
support.
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