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研究成果の概要（和文）： 本研究プロジェクトは、関東大震災（1923年）、阪神・淡路大震災（1995年）、東日本大
震災（2011年）という、三つの大震災の復旧・復興過程について、政治学的な分析視角をもって比較研究した。
学術的な成果としては、三震災に係る豊富な資料をもとに、三震災からの復旧・復興の特徴および、三震災の比較か
ら見られる共通点、相違点などを検証した上で、次なる震災への備えに関する新たな知見が得られた。これらの成果に
ついては共著本として、2016年度に出版される予定である。
また、様々な分野にわたって実務的な政策提言も積極的に行った。

研究成果の概要（英文）： This research project is a comparative study on the rehabilitation and
reconstruction process of three large earthquake in Japan; The Great Kanto earthquake of 1923, The Great
Hanshin‑Awaji Earthquake of 1995, The Great East Japan Earthquake of 2011, with the political science
perspective.
Academic achievement is a new perspective on the earthquake preparation based on a lot of data related
to earthquakes by examining the similarities and differences can be seen in comparative analysis and
features and of recovery. These achievements will be published as a co‑authored book in 2016.
In addition, It was also carried out actively the administrative policy recommendations across many
areas.
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