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１．はじめに 

東日本大震災の現場を 2011年 3月から取材する記

者の一人として、被災地の北から南まで歩いて当事者

たちの話を聴いてきた。数え切れない走り書きの言葉

が大学ノート 40数冊分を埋めてきた。それらの言葉

の内実は、被災地を流れる時間とともに変わってきて

いる。 

同胞、家族、半生で築き上げてきたものを失い、古

里から引き離された人々からは、折り返しのつかなさ

への悲嘆と悔しさ、奪い去ったものへの怒り、行き場

のない憎しみがあり、それから、そうした未解決の感

情を心に抱えながらの模索、再起、決意、あるいは諦

めの言葉があった。いま筆者が感じるのは、それらの

言葉が「壁」に隔てられたように被災地の外に伝わら

ぬもどかしさ、被災地で聞かないのに外で語られる言

葉への違和感、当事者とのギャップの広がりだ。 

筆者が日々過ごすジャーナリズムの場に流布して

きた言葉の数々から、本稿では「復興」を主題として、

震災から 5年の被災地を取り巻く現実を「逆引き辞

書」のように考えてみたい。 

 

２．「復興」の行方 その 1 

今回、ここで取り上げたいのは、ほとんど「震災」、

「被災地」の対語として語られている「復興」という

言葉だ。「復興」を広辞苑で引くと、「ふたたびおこる

こと。また、ふたたび盛んになること」という意味が

載っている。もう一語、「復旧」という言葉があるが、

こちらは「もと通りになること。もと通りにすること」

というシンプル、かつ、明瞭な説明がある。それと比

べると「復興」には、単なる「復旧」を超えて、もっ

と規模が大きく、以前の勢いを盛り返すというイメー

ジがある。 

その原型として、誰もが思い浮かべる歴史的事象の

ひとつが、日本中が焦土と化し、膨大な犠牲者が生ま

れた第二次世界大戦の悲劇からの復興であり、東京五

輪の開催を象徴として経済大国に復し、国民が「豊か

さ」を享受するに至った昭和 20～40年代（1945～65

年頃）の高度経済成長の“成功神話”であろう。そう

した「“暗”から“明”」に転換する壮大なドラマの

ような明るい響きが「復興」という言葉にはある。そ

れは、昭和 32年（1957年）に生まれて、東京五輪の

テレビ放映の興奮をリアルタイムで知る筆者を含め、

国民的な記憶につながっているものと考えられる。 

2015年 12月 10日現在で、死者計 15,893人（行方

不明者 2,565人）という未曽有の犠牲者を出した東日

本大震災。被害は甚大で、被災地は、岩手・宮城・福

島 3県を中心に、広大なエリアに及ぶ。こうした規模

の災害は、70年前に体験した戦災以来の巨大な悲劇

だった。そこからの再建の目標に「復興」という言葉

が用いられたことは―戦災復興の体験を基軸とする

ならば―、これもまた自然な流れだったと言えよう。 

この「復興」という言葉が、震災発生後に新聞に現

れたのは意外に早く、河北新報では 2011年 3月 13

日の朝刊だった。記事の内容は感心したものではなく、

当時の民主党政権が「11年度政府予算案を先に成立

させてから、4月の補正で災害関連予算を」との方針

を示したのに対し、自民、公明の野党が補正予算を優

先させろと要求して対立している、との政争モノだ。

「復興になれば予算もかかるもの」という菅直人首相

（当時）の発言がそれだが、この 16年前、1995年 1
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月 17日に起きた阪神・淡路大震災では、2カ年にま

たがり計 3兆 2,298億円の復興関連予算を組んだ。そ

の経験がすぐ予算論議につながったのだろう。が、「復

興」が政治の主導権争いのテーマとして登場したこと

は、この言葉の後の行方を暗示していた。 

 

３ 現場取材者の言葉と葛藤 

では、東日本大震災が起きた直後、東北の被災地の

取材や報道の現場で使われた言葉とは、どんなものだ

ったろうか。 

仙台市の河北新報で記者をしている筆者が、被災地

に最初に入ったのは 2011年 3月 16～20日にかけて、

宮城県石巻市、岩手県陸前高田市、大船渡市だった。

大津波の襲来から間もない現場に足を踏み入れた刹

那の印象とは、母親が体験した 1945年の仙台空襲や

歴史の教科書にあった原爆投下後の広島の写真くら

いしか比較が思いつかなかった。そこにあった町がは

ぎ取られたような、すさまじい破壊の風景だ。現実の

感覚を失って立ち尽くし、打ちのめされ、声をなくし、

何をしたらいいのか分からぬ無力感に襲われた。その

ころ国会で政治家たちが引っ張り合いをしていた「復

興」という言葉など、想像すらできなかった。 

そこで出会った言葉がある。石巻市と大船渡市とい

う別々の場所で、偶然に出会った被災者から同じ言葉

を聞いた。それは『ごくろうさま。がんばって』とい

う言葉だ。1人は不明の母親を探す 40代の男性、も

う 1組は流された自宅跡から先祖の位牌、遺影を持ち

出してきた初老の夫婦。自らが投げ出された悲劇を棚

上げしてまで、その極限の現場に来てくれた地元紙記

者に出した一服茶のようなねぎらいの言葉であり、起

きたことを伝えてほしいという願いを託す言葉とも

感じた。同じ東北出身者の筆者は「同胞」の気持ちが

伝わってきて、泣けた。 

同じ時期に被災地に足を踏み入れた他の取材者た

ちにとっても、筆者を打ちのめした無力感は共通のも

のだったと思う。現場や避難所で被災した人々に出会

っても、そこからどう話しかけるか、どんな言葉で何

を問えばいいのか…。廃墟となった古里で、家と暮ら

しを失い、家族が亡くなったり不明になったりした

人々に、そもそも質問が許されるのか。そんな葛藤に

苛まれ、否応なく自分が「他者」であると自覚する。

それが始まりだった。 

 

「息子を亡くし納骨をおこなった被災者にインタ

ビューしている際に取材相手と一緒に泣いてし

まった。取材者としては失格だと思うが、それ以

降は取材相手とより一層打ち解けたつきあいが

できるようになった」。  

「被災者と一緒に泣いた。涙の止まらない私を見て、

被災者も泣きながら話してくれた」。 

「情報を聞き出すのではなく、一人の人間として、

その方のお話を受けとめることです」。 

「放送で伝えることが自分の仕事ですけど、一人の

人間として力になりたいので、何か手伝うことは

ありませんか」。 

「何度も会いに行き、自分という人間を信用しても

らえない限り、難しいと実感した」。 

 

上に列記した言葉は、震災取材に参加した NHKの記

者、アナウンサー、ディレクター、カメラマンら 217

人の体験を聴き取り、「言葉」の視点で分析した NHK

放送文化研究所の井上裕之主任研究員の調査（『放送

研究と調査』2013年 9月号所収）の一端だ（筆者も

現場取材者の立場で分析や 2013年 3月の発表に関わ

らせてもらった）。 

ひとつの質問をするまで、取材者たちは「1人の人

間としての当事者に向き合う」ことと、ニュースを切

り取る任務とのはざまで苦悩した。その過程で「被災

者」、「がれき」、「壊滅」など、遠くから現場の惨状を

ひとからげにする言葉に疑問を持っていったという。 

例えば「被災者」という言葉に関しては、「突き放

した印象を受ける」、「被災地以外から見た目線にな

る」、「被災という烙印を押して、ひとくくりにまとめ

てしまうことに抵抗を感じる」、「被災者である前に、
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町民であり村民であり、主婦であり、会社員であるは

ずだ」等々。 

「壊滅」という言葉に関しては、「第三者的で、そ

の地域に寄り添っている感じがしない」、「被災者が失

ったものの大きさを考える時、『カイメツテキ』のひ

と言で形容していいのか」、「何度も使うと『全く復興

の見込みがなく絶望的』という印象を与えてしまう」

等々。 

「がれき」という言葉に関しては、「傍観者的に感

じさせる表現」、「壊れた家やその他のモノに被災者の

生活感が残っているように感じた」、「その人たちにと

っては家や車など大切なもの」等々。 

筆者は 2011年 5月、福島県南相馬市民の情報サイ

トで、「瓦礫、瓦礫って言うけど、ほんの 1カ月半前

迄、それらは瓦礫じゃなかったんだい。被災者にとっ

ては今でも」という書き込みを見た。重なったのは廃

虚でなく、その下に散乱した三輪車や化粧道具箱、鍋、

布団、晴れ着、タンス、ハイヒールやブーツ、レコー

ド、教科書や漫画本、携帯電話や位牌、家族のアルバ

ム…。「がれき」に見えたのは、見ている人が遠く離

れた場所から見ているから、あるいは、距離を置いて

見ているからだ。現場の取材者には、もはや集合名詞

や抽象名詞などではなく、そこにいたはずの人の分身

として向き合うべき存在になった。 

南相馬の浜で、被災した農家の男性が家の柱などを

野積みにしていたのを筆者が見て、理由を問うと、「再

建の日まで取っておく」とのこと。亡くした妻と暮ら

した日々の形見であり、再生の希望がある限り、がれ

きではなかった。現場の取材者は自然に当事者側の言

葉を選ぶようになった。 

被災地がこうした惨状にある時、すでに政治の場で

独り歩きしていた「復興」という言葉は、それからど

のように使われていったのか。河北新報の記事に載っ

た事例から確かめてみたい。  

 

４．「復興」の行方 その 2 

「われわれは政権に復帰をし、福島の復興なくして、

日本の再生はなし。この基本姿勢の下に復興に全力を

尽くしてまいりました」。「こうした復興をどんどんど

んどん進めていくためにも、やっぱり日本の経済を強

くしていかなければなりません」。「私たちはしっかり

と、しっかりと、復興を加速化させていくことをお誓

い申し上げる次第であります」。 

2014年 12月 14日、自民党の政権復帰後初の衆院

選の公示日、福島県相馬市（筆者の郷里）の松川浦漁

港で安倍晋三首相が挙げた第一声の演説の一節だ。

「復興」という言葉は、この演説で 10回語られた。

相馬市は東京電力福島第 1原子力発電所（福島県双葉

町、大熊町）の約 45キロ北にあり、避難指示区域か

らは外れたが、東電が流出させた 11,500トンの汚染

水の影響で漁獲自粛に追い込まれた。津波被災者でも

ある漁業者たちは、忍耐強い努力で「試験操業」を重

ね、ほそぼそとした量ながら安全な魚種の流通を復活

させてきた。 

「日本経済を強く」するという話が大半の演説に、

居合わせた漁業者は、取材に対して「よその世界の話

のようだった」と話し、「復興」の言葉は胸には響か

なかったという。「復興」はここで政権公約のスロー

ガンそのもので、被災地の人々の明日を描けぬ現実感

や生活実感との乖離はいっそう広がった観があった。 

東日本大震災を契機に「復興」が政治スローガンと

なっていった原型は、河北新報の記事でさかのぼれる

限りにおいて、2011年 9月 8日、民主党政権の野田

佳彦首相（当時）が福島県庁で被災自治体の首長たち

に訴えた「福島の再生なくして日本の再生なし」とい

うセリフだと思われる。「再生」も東日本大震災を機

に多用された言葉で、元首相はその後も繰り返し語り、

翌 12年 12月の衆院選で、やはり政権公約のスローガ

ンにした。同じ選挙で政権復帰を果たした安倍首相は

福島市での第一声で「被災地の復興なくして日本の未

来はない」（同月 4日）、首相就任後の会見では「復興

の加速化が何より大事だ。国が前面に立って福島の再

生に取り組む」（同月 26日）と述べた。以後、「復興」

は「福島」、「被災地」、「加速」との組み合わせを主と



特集 復興のことば、ことばの復興  

 

 復興 (15 号) Vol.7 No.3  2016.3.21. 15 

 

して、施政方針演説や国会答弁、会見、談話などで語

られ続けている。 

「復興」と「2020年東京五輪」とを結びつけた政

治の側の発言があったのは 2013年 3月 4日。国際オ

リンピック委員会（IOCによる東京の会場調査の折り、

竹田恒和招致委員会理事長が「聖火リレーを（東北で）

実施し、復興した日本の姿を世界に発信したいと伝え

た」と語った。同年 9月のブエノスアイレスの IOC

総会で東京五輪招致は決まったが、その間の演説や会

見で安倍首相は「（原発事故の汚染水問題の）状況は

コントロールされている。東京に悪影響を及ぼすこと

はない」、「復興を成し遂げた日本の姿を世界中の人々

に向けて力強く発信していく」などと発言した。その

後、「東京五輪・パラリンピックまでに東北、福島の

復興を加速させる」（2014年 2月 14日の衆院予算委）、

「何としても復興五輪としたい」（同年 9月 29日の所

信表明演説）と、どちらが主か従かわからぬまま、「復

興」は「五輪」とも合体していった。 

ただの復興ではなく「創造的復興」という言葉も大

震災以後、流行語になった。これも政治の側から発せ

られており、阪神・淡路大震災から丸 1年の追悼式で、

当時の貝原俊民兵庫県知事が「フェニックスのように

力強くよみがえる創造的復興に全力を注ぐ」と述べた。

この言葉は東日本大震災後の政府の復興構想会議で

も用いられて流布した。元に戻す再生の枠を超えて、

新たな時代のモデルになるような進化形に造り変え

るイメージがある。これを多用し、やはりスローガン

としているのが、復興構想会議の一員でもあった村井

嘉浩宮城県知事だ。「創造的復興を契機に宮城をつく

り変える」（2015年 11月 23日の河北新報）、「自分の

イメージ通りの復興をやり遂げたい思いがあるから、

知事を続けている。きついが、自分の責任で『創造的

復興』を完成させたい」（同月 24日の同紙）。この流

れに対し、民間研究団体「兵庫県震災復興研究センタ

ー」の出口俊一事務局長の次のような反語的指摘があ

る。神戸市長田地区の再開発事業において、「神戸市

が『創造的復興』と称して高コスト体質になる再開発

を進めた結果、商店主たちは疲弊した。復興を契機に

あれこれやるのは災害への便乗。東北でも同じことが

起きているのではないか」（2014年 8月 12日の同紙）。 

 

５．被災地の側における「復興」 

東日本大震災での筆者の取材経験を振り返ると、東

日本大震災での筆者の経験では、「復興」という言葉

を被災地の人々から聴いた覚えがない（彼らが語るの

は事実のみだからだ）。震災から 5年近くが経過して、

それはいまだ現状からはるかに遠い理想郷のような

ものであり、あるいは震災前の自分たちに戻ることは

不可能になってしまったという諦めがあり、目の前に

あまりに多くの問題が山積している現実があり、最も

ギャップを感じる言葉だからなのかと想像している。

前章で眺めたように「復興」が政治の側からたやすく、

作為的に発せられることへの冷めた感情、不信、不快、

憤りもあろう。河北新報の読者の投稿の中から「復興」

という言葉を検索すると数多くヒットするが、その大

半が反語的な表現だ。 

「2020年の五輪開催地が東京に決まった。招致委

員会の竹田恒和理事長が『福島から 250キロ離れてい

る東京は安全』と言った。その発言は福島の人々に対

して失礼だと思う。被災地と東京を切り離しているよ

うな気がする。被災地の復興が忘れられてしまうので

はないか、という考えを抱かずにはいられない。また

『復興した日本を発信する』と安倍晋三首相は言って

いたが、本当に復興できるのだろうか』（2013年 10

月 16日の『声の交差点』から）。これは宮城県の中学

生の投稿の一節で、上述した被災地の感情の発露とい

える。 

「あれから 3年 10カ月がたとうとしているが、福

島第 1原発の状態が収束からは程遠いということも、

故郷に戻れない十数万の人々がいるという現実も、

“復興”という言葉の陰に押し込められ忘れ去られ

ようとしているような気がしてならない」（2015年 1

月 10日の読者コラム『座標』から）。ここにも全く同

様に、被災地の現実を覆い隠そう、忘れ去らせようと
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している「復興」という言葉の流布に対する、東北の

人々の苛立ちがある。 

「そんな中、復興事業費の地元負担が求められるこ

とになった。あの日からひとときも息を抜くことなく

復旧・復興に汗している自治体と住民に『ギアをもう

一段上げる』との担当大臣の発言は、余りに非情では

ないか」（2015年 7月 8日の投稿コラム『持論時論』

より）。「安倍晋三首相をはじめ、国や政府は『福島の

復興なくして日本の復興なし』と繰り返し発言してい

る。だが点と線の復興はともかく、面的な復興は遅々

として進まずの感が強い。仮設住宅とは名ばかりの

“恒久”住宅になりつつある現実を見ると、政治の愛

が届いていないと思う」（2015年 2月 28日の『声の

交差点』より）。このような指摘は、まさしく枚挙に

暇がない。「復興」という言葉がいかに政治（あるい

は選挙）スローガンとなっているか、そして、言葉の

裏にある政治の非情な素顔を人々は見抜いている。 

「復興」の意味やイメージが不明確で、誰にも共有

されていない中で、その言葉が被災地を引き裂き、対

立を生んでいる例もある。震災後、被災地の多くの自

治体には臨時災害 FM局が生まれ、行政や生活の情報、

DJ放送と憩いの音楽、住民生出演によるさまざまな

訴えを伝えるメディアになってきた。が、多くの自治

体で、政府の放送免許と運営の補助金交付が 2016年

3月で期限を迎える。宮城県亘理町では、町が財政難

を理由に放送継続に否定的だ。一方、地元の「FMあ

おぞら」は住民のために継続を求めている。その問題

を報じた 2015年 12月 2日の河北新報には、両者の次

のようなコメントが載った。FM局側は「復興途上の

地域にとって情報発信はまだ必要」とし、一方、町は

「復興途上で財政が厳しい中、多額の税金を投じるこ

とに住民の理解を得るのは難しい」。どちらの理由も

真実なのだと思われる。復興のために住民向けの生の

情報は不可欠であり、復興のためには限られた予算を

正しく分配することも不可欠だ。しかし、両者は同じ

く町と住民の「復興」を目標としながら、住民をつな

ぐ情報と予算不足という異なる価値の間で対立し、最

も大事な「復興とは何か？」についての議論と合意が

ないままに、「復興」という大義をめぐる綱引きにな

ってしまった。ただ、問題の後ろにある真の問題とは、

「復興」の旗を掲げながら、実際には政府に財源と支

援を依存せざるを得ない被災自治体の弱さという現

実であり、それが政治の側に「親方顔」、「どや顔」の

「復興」スローガンを語らせ、言葉の意味をますます

希薄にしている。  

 

６．“フクシマ”をめぐって 

「復興」に次いで、気に掛かっていた言葉がある。

本稿のさいごに、この点についても言及しておこう。

厳密に言えば表記の話であるが、前者と同様に、その

抽象的なイメージの陰で被災地の現実が忘れられて

しまうのではないかという小さな危惧を感じていた。

それは、「福島」ではない「フクシマ」という言葉だ。 

考えるきっかけを、早稲田大学政治経済学部 4年生

の前場理恵子さん（22）にもらった。ゼミの論文で「ヒ

ロシマ・フクシマはどのように表象されたか」という

テーマを選び、筆者も 2015年 11月にインタビューを

受けた。彼女は、原爆被災地のカタカナ表記に小学 6

年生で違和感を持ったことに加え、大学 2年の時、筆

者が福島第１原発事故の被災地報告を中心におこな

った講義を聴いた後、偶然に見た全国紙の見出しの

「フクシマ」への違和感が重なったという。 

「フクシマ」への印象を問われ、筆者が真っ先に口

に出した言葉は、失礼ながら「よそもの（言葉）だな」

「気楽だね」、「ふざけんな」だった（その発言を前場

さんも記録している）。その理由はいくつかあった。 

(1) 抽象的なカタカナにしようがない（相馬市生ま

れの自分には最も具体的に内実を知る名称だから）。 

(2) 「福島」という言葉にこだわりがない。福島は、

福島県か中通りの福島市を意味し、相馬、南相馬、飯

舘、いわきなど浜通りとは、会津地方と同様、歴史的

なつながりがない。県の一体感も薄かった。 

(3) 浜通りの双葉、相馬地方が原発事故で最も深刻

な被災地であり、「フクシマ」というひとからげの扱
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いに違和感がある。原発の名から広まった言葉か。 

(4) そもそも福島県の人が自分のいる場所を「フク

シマ」とカタカナで考えたことがない。 

前場さんは 2013年 6月、福島市の JR福島駅周辺で、

通行者を対象として「“フクシマ”という表記に違和

感はあるか」を調査した。10～70代の市民 40人の回

答は「抵抗を感じる」、「どちらかというと抵抗を感じ

る」が 100％だった。筆者の実感と同じだ。前場さん

が聴いた個々の意見は、「原発事故が（本当に）起こ

ってしまったんだな」、「フクシマがこういう形で世界

的にも有名になるのはつらい」、「カタカナを見る度に

怖くなる」と否定的なものが多かったが、「“フクシ

マ”が“ヒロシマ”のように日本や世界に向けての

メッセージになれば」、「確かに違和感はあるが、忘れ

去られるよりはましである」と、やむなく前向きにと

らえようとする人もいた。 

前場さんの調査では、「ヒロシマ」表記が初めて現

れたのは 1946年。原爆投下直後の広島で、米国人作

家ジョン・ハーシーが人々の声を記録し、発表した本

の邦題が「ヒロシマ」だったという。英語の原題

「Hiroshima」の日本語訳としてのカタカナ表記であ

り、世界に広く伝えるべき「国際語」のメッセージ性

を込めたのだろう。国内のマスコミでもその後、おそ

らく同様の意味で、朝日新聞社を中心に「ヒロシマ」

が多用されるようになったという。 

河北新聞のデータベースを検索すると、記事で「フ

クシマ」が使われたのは、原発事故があった 2011年

の 8月。広島原爆忌の 6日を前に、東京新聞が配信し

た「被爆国日本、原発推進の背景 広島・長崎への原

爆投下…第五福竜丸被ばく事故…そして福島原発事

故」という長い特集記事が最初だ。ここでは上記の意

味の「ヒロシマ」と対置して「フクシマ」という言葉

が使われた。福島第１原発事故を原爆と並べうる世界

史的出来事としてアピールする狙いがあったようだ。

2番目の記事は、6日の平和記念式典を伝えた共同通

信の記事（同月 7日掲載）。「脱原発と核兵器廃絶への

思いを新たにした、ヒロシマとフクシマ。新たな核被

害者の思いが被爆地に重なった」として、福島県須賀

川市、福島市、浪江町から広島市に避難中の家族の声

を紹介した。あらかじめ準備して取材した“狙いモ

ノ”と思われる。 

原発事故の直後といえる時期であり、書いた記者た

ちの意図や思いは理解できる。が、やはり筆者は違和

感を覚え、「当事者と他者の違い」を感じた。地元紙

の記者なら、ほとんどやらないことだからだ。 

以下の理由も、前場さんのインタビューで話させて

もらった。 

(5) 被災地の一つ一つの町や村、「○○地区の××

さん」の名は、我々にとって具体的なもので、それぞ

れに抱える問題が多様で複雑だ。一人一人の声と事実

を伝えることこそがジャーナリストの仕事である。 

(6) カタカナ表記は、そうした事実をぼやけたもの、

きれいごとにしてしまい、当事者のありのままの苦闘

と苦悩、抱える問題を見えなくしてしまう。 

(7) 広島、長崎と原爆は、70年を過ぎた現在も抽

象的な議論の対象ではなく、いまの問題であり、地元

の語り部たちは「いまを生きているあなたがたと、子

どもたちの問題なのだ」と身体と命を懸けて訴え続け

ている。現在進行形の事実であり、カタカナ表記にす

る理由がない。 

(8) 抽象化、さらには象徴化することは、現地から

の距離が遠ければ遠いほど、そうした事実への人の思

考を止めさせ、「風化」につなげてしまう。一方で原

発事故の固定観念と「風評」を福島県全体に広めてし

まった要因とも言えないか。それこそがいま、東日本

大震災の被災地の内と外で起きている問題である。 

 

７．むすびにかえて   

本稿は、東日本大震災の被災地をめぐる、もしくは

当事者をめぐる言葉の問題に関して、報道の現場で感

じた断片を書き留めたものである。被災地の痛みや悲

しみ、苦しみが続いているのと同様に、この思索はい

まもなお進行中である。したがって、「結論」の節を

拙速に置くことは、敢えて控えさせていただきたい。 


