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１．関西災害アーカイブ研究会の変遷と展開 

執筆：高森順子 
 

1.1 本稿が明らかにすること 

 2017 年春、日本災害復興学会が 10年目を迎えるこ

とを機に、学会傘下の研究会「災害報道研究会」が発

展的に解消し、「被災の教訓を伝える研究会」として

再出発をはかることになった。同研究会は 3 つの分科

会（メディア研究、復興データベース構築、アーカイ

ブ研究）に再構成され、各分科会がそれぞれに知見を

深化させながら、ゆるやかに連帯する形となった。そ

の際、学会内外の研究者によるローカリティに根ざし

た研究・実践を最大限に生かすことができるよう、地

域ごとに分けることととなり、そのうちの関西ブロッ

クとして「関西災害アーカイブ研究会」はスタートし

た。そのような背景をもつ当研究会は、関西に本拠地

を置くメンバー15 名を中心にして、関西学院大学大

阪梅田キャンパスの会議室に集まり、およそ 2〜3 ヶ

月に 1回の頻度で、1回につき約 3時間にわたり議論

の場をもってきた。そこでは、各メンバーからの個別

具体的かつ現在進行形の事例報告と、そこから得られ

た知見を共有することをつうじて、「災害アーカイブ

とはなにか」という大きな問いへの接近を試みてきた。 

 本稿では、まず、これまで行ってきた計 5 回の研究

会の議論の報告として、研究会における研究の射程の

変遷と、そこで得られた知見を記述する。次に、災害

アーカイブをめぐる実践・研究の具体的事例を報告す

る。以上をもって、災害アーカイブをめぐる実践・研

究の探索的検討の一端と、今後の課題を示したい。本

稿において、上記のような構成をとること、特に、研

究の射程の変遷を記述することは、本研究会において

災害アーカイブをめぐる議論を進めてきたなかでの

一つの重要な転換点を示すものである。また、それは

災害アーカイブなるものの特性ゆえに起こったこと

であると考えられる。 

 結論を先取りして言えば、災害アーカイブという言

葉が指し示す実践の範疇は、社会が想定する従前の意

味から逸脱する先駆的実践によって再考が繰り返さ

れるものであり、その輪郭はつねに暫定のものでしか

ない。そのような災害アーカイブの特性を捉えるには、

災害アーカイブにいかなる実践が紐付けられうるの

か、そして、新たな実践の紐付けによって、災害アー

カイブの概念がどのように変容するのか、その動的な

プロセスを一つひとつの事例を微視的に記述するこ

とによって掴むことができるのではないかと考える

に至った。そのため、本研究会では、個別具体的かつ

現在進行形の実践を記述することを研究手法として

採用し、「災害アーカイブとはなにか」という問いに

応えることを目指すこととなった。次節では、本研究

会における研究射程の変遷と内容を記述する。 

 

1.2 研究手法の変遷 

研究会のメンバーは、主に第一筆者による呼びかけ

のもとに集まった（表 1）。特筆すべき点としては、

災害復興学会をはじめとして、災害と名のつく学会に

出入りする研究者だけではなく、異なる学問分野を専

門とし、多様な研究テーマをもつ研究者が集まったこ

とである。そして、集まった研究者の多くが災害アー

カイブの実践者としての顔も持っており、研究と実践

を不可分の関係として捉えている。このような特徴を

持つメンバーは、それぞれに災害アーカイブに関して
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アクチュアルに問題意識を持っており、生成途上の活

動に自身も巻き込みながら介入している。このことは、

結果として、本研究会が災害アーカイブを運動として

捉え、そのプロセスを微視的に記述する方法を採用す

るに至った。 

発足当初、当研究会では、記録と記憶をめぐる実践

から得られた知見と理論を体系的に結びつけ、その見

取り図（「ワードマップ」）を作成し、「災害伝承学」

として新たな学問分野を構築することが企図されて

いた。この段階ではまだ、災害アーカイブという言葉

は「災害伝承」の関連語の一つとして捉えられており、

われわれの研究対象の一部に過ぎなかった。しかし、

回を重ねるなかで、「災害伝承学」における「伝承」

という言葉が持つ目的性が、われわれ研究会のメンバ

ーが取り扱ってきた実践を矮小化することにつなが

りかねないのではないかとの懸念が生まれた（表 2：

第 2 回研究会にて）。詳しくは次節で述べるが、「伝

承」という言葉は、日常的に繰り返される行為によっ

て、知らず知らずのうちにある事柄が伝わっていくと

いう意味を前景化している。しかし、われわれメンバ

ーが取り扱う災害アーカイブの実践には、先に述べた

「伝承的」な意味だけではなく、「伝えたいことが伝

わること」、「伝えたいこととは別のことが伝わるこ

と」、「伝えたいわけではないが表したことから伝わる

こと」など、伝えるという行為において想定される送

り手と受け手のあいだにおいて、様々な形のインタラ

クションがあることが議論された。そこで、本研究会

では、「伝える」という送り手と受け手のあいだの行

為を軸に検討するのではなく、災害アーカイブを集合

的な運動として捉え、その概念そのものと、そこに紐

付けされる実践の不可分な関係からもたらされる、相

互の生成変化のダイナミクスに着目することとした。

災害アーカイブのこのような特性を鑑みた結果、その

最適な定義を先行研究から援用することが困難であ

ることも研究会メンバーのなかで共通理解となって

いった。そもそも、「アーカイブ」という言葉は、公

文書管理の文脈で法制度等と関連する形で厳密な意 

表１ 「関西災害アーカイブ研究会」メンバー構成 

【統括座長】 

山中茂樹（災害復興論、災害報道論） 

【座長】 

高森順子（グループ・ダイナミックス、災害アーカイブ） 

【メンバー】 

石原凌河（都市環境デザイン、震災遺構） 

磯村和樹（建築学、「記憶の街」プロジェクト） 

今井信雄（社会学、記念碑研究） 

岡部美香（教育哲学、災厄の語り継ぎ） 

門林岳史（メディア論、震災に関する映像論） 

阪本真由美(防災危機管理・防災教育、災害ミュージアム論) 

杉山高志（グループ・ダイナミックス、語り継ぎと防災） 

槻橋修（建築学、「記憶の街」プロジェクト） 

溝口佑爾（社会学、被災写真救済活動の実践的研究） 

宮前良平（グループ・ダイナミックス、被災写真返却活動の

実践的研究） 

【助言者】 

林勲男（国立民族学博物館・民族学） 

山泰幸（関西学院大学・民俗学） 

矢守克也（京都大学防災研究所・防災社会科学） 

（五十音順・敬称略） 

 

表２ 全 5回のスケジュール 

研究会日時 内容 

第 1 回 

［2017 年 5 月 22 日］ 

自己紹介、意見交換 

第 2 回 

［2017 年 7 月 24 日］ 

【話題提供】矢守克也 

第 3 回 

［2017 年 9 月 26 日］ 

【話題提供】高森順子、岡部美香、

門林岳史、溝口佑爾 

第 4 回 

［2017 年 12 月 18 日］ 

【話題提供】林勲男、磯村和樹 

【ゲスト講演】西村高宏（福井大

学）、近田真美子（東北福祉大学） 

第 5 回 

［2018 年 2 月 5 日］ 

過去議事録の振り返り、今後の研

究会の方針検討 
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味で使用されてきた一方で、次第にその使用機会が増

し、従来の専門領域を超えて一般にも使用されるよう

になった。そのことが、現在の実践を包含するような

「アーカイブ」の定義を予め定めることを困難にして

いる 1）。そのため、災害アーカイブもまた、その実態

に即した明確かつ最適な定義を過去の研究から見出

すことは難しい。さらに、先に述べたように災害アー

カイブはズレや逸脱を孕んでいる先駆的な実践によ

って、その枠組みがその都度見直され、新たな実践を

紐付けていく運動である。換言すれば、災害アーカイ

ブは静的な状況としてあるのではなく、時々刻々と過

去の実践が変容し、新たな実践が組み入れられていく

動的な運動であるため、その輪郭は原理的につねにぼ

やけている。そのような災害アーカイブを、それにそ

なわる動性に注意を払いながら検討するには、その概

念と事例の相互変容のプロセスを記述することが必

要であると考えられる。そのため、本研究会では、個

別具体的な活動事例を微視的に記述する方法である

エスノグラフィの共有と検討を主な研究手法として

採用し、災害アーカイブの実践のダイナミックな変化

を議論していくこととした。 

 

1.3 研究会で得られた知見の概要 

 本研究会では、動性をそなえた災害アーカイブを

捉えるために、現在進行形の事例とそこから得られた

知見を共有してきた。本節では、今後、災害アーカイ

ブにかかる研究・実践の立脚点を構築するべく、災害

アーカイブの概念と、そこに紐付けられる実践を考察

するための 3 つの論点を全 5 回の議論を素材として

提示する。特に、これらの論点の提示にあたっては、

第 2 回研究会の話題提供者である矢守克也の議論を

下敷きとしている。 

 

(1)who：誰が主体になるのか 

 災害アーカイブにおいて、誰が災害を表現するのか、

ないしは、表現しうるのか、ということは、理論的に

も実践においても議論が続いてきた。矢守は、被災地

でしばしば聞かれる「わたしに語る資格があるのでし

ょうか」という表現を、災害を伝えるということにと

もなう困難のあらわれとして捉え、これを「限界のこ

とば」と称し、その意味を考察している 2）。そこには、

4 つの位相があると矢守は指摘する。すなわち、①「他

の被災者（語り手）」と比較して、自分に語る資格が

あるか問うているケース、②「（目の前の）聞き手」

に対して、自分が語る資格があるかと問うているケー

ス、③「亡くなった家族」を念頭においたとき、自分

に語る資格があるかと問うているケース、④「かつて

の自分」との比較において、今の自分に語る資格があ

るかと問うているケースの 4 つである。 

 このように、一義的に扱うことのできない「災害を

語る資格」をめぐる問題を考察するにあたっては、生

き残った被災者と、それを取り巻く社会を射程とする

だけでは不十分であり、死者もその対象としてみる必

要があると思われる。佐藤ら 3）は、明らかに「被災

者」であると思われる人ですら、自分を被災者として

語れない問題を、トラウマ的な出来事について語る者

のポジショナリティを理解するための「環状島モデ

ル」 4）を援用し、説明している。島の中心部が（火

山の爆発等で）沈み込み、真ん中が海になったドーナ

ツ状の島「環状島」には、まず、その中心（内海）に、

声をあげられない者、つまり、犠牲となった死者と、

被害に打ちのめされ、言葉を失った人々が沈んだ領域

がある。島の内斜面にはその出来事を生き残った当事

者、そして島の外斜面には「当事者ではない支援者や

関心をもつ者」がいる。このモデルでは、島（出来事）

の中心に近いほど当事者性が高いとされるが、「被っ

た被害や抱える負担」もそれにつれて大きいので、語

ることが困難になる。宮地 4）は、トラウマと向き合

うこととは、「ただその［内海の］周りをなぞること」

であり、「この中空構造を理解し、（中略）環状島の上

に立つということ」だと述べている。 

 以上のように、災害アーカイブにおいて、誰が災害

を伝える主体になるのか／なりうるのかという問い

をめぐっては、様々な他者との関係を検討することが

重要であり、とりわけ、死者を中心とした、言葉を発
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することができない存在との関係を考察することが、

主体となる困難を克服するうえで重要であるといえ

る。 

 

 (2)what：何を残すのか 

 次に、災害アーカイブにおいて、その実践の対象と

して、何を残すのかという論点がある。本稿の 1.2 に

おいても触れたとおり、結果として何が災害アーカイ

ブとして残ったかということは、残したいという意図

や目的とは必ずしも一致しない、別の現象として考え

る必要がある。 

 矢守は、阪神・淡路大震災で犠牲になった少女が生

前使用していたはさみが震災から 20 年を経て発見さ

れ、遺族の手元に戻ったことを事例として挙げ、時を

経て事後的に「遺品」という価値が見出されたことに、

災害アーカイブの特性の一つが現れているのではな

いかと指摘した。この事例について、以下に新聞記事

の一部を引用する 5）。 

 

 阪神・淡路大震災で犠牲になった少女のはさみが今

春、当時通っていた神戸市灘区の西灘小学校で見つか

り、母の元に届けられた。（中略） 

 西灘小で、亜希子さん［犠牲になった少女］のはさ

みが見つかったのは今年３月。教具を置いていた教室

の引っ越し作業中、教諭の一人が亜希子さんの名前に

気付いた。今年１月に同校で講演した縁もあり、鈴子

さん［少女の母］は郵送で受け取った。緑色のはさみ

に、自分が書いた「あさいあきこ」の名前を見つけた。

紛れもなく、亜希子さんが低学年のころから使ってい

たものだった。 

 息子２人は独立し、５年前には夫が他界。１人暮ら

しで生きがいを見いだしにくく、落ち込んでいるさな

かだった。「そんな時期に見つかるなんて、不思議。

懐かしいやら、うれしいやら…」。試しに使ってみる

と、滑らかに動いた。（2014 年 4 月 7 日神戸新聞朝刊） 

 矢守は、同研究会のメンバーである溝口や宮前が実

践する、津波によって水損した写真を救済し持ち主に

返却する「被災写真返却活動」における「写真」も、

この「はさみ」と同様に、予め定められた目的が変容

し、事後的に新たな価値をもったものであると指摘し

ている。それらは、2 節でより具体的に述べるように、

親族をはじめとした関係者にとってかけがえのない

遺品として存在すると同時に、社会的にも、災害をめ

ぐる想像力を賦活するという、新たな価値をそなえた

ものに生成したといえる。「津波被災写真」も「はさ

み」も、ともに、そもそも災害を伝えようとする意図

や目的を持っていたわけではない。それらが時を経て、

災害が起きる前の日常を伝えるからこそ、被災前と被

災後が地続きであるということ、そして、その間には

容易に埋めがたい喪失があることを、人は確かめるこ

とができるといえる。 

 また、「何を残すのか」を検討するうえで、原理的

には選別のプロセスを抜きにして何もかもを記録対

象とする「ビッグデータ」のあり方を参照することも

重要である。大黒 6）によれば、「ビッグデータは「無

差別」に搔き集められたデータの集積物であり、そこ

には予め定められた「目的」は無かった」という。ビ

ッグデータにおいて注目すべき点は「それ自体は

「〈非〉価値」でしかないデータの集積から、事後的

に「データマイニング」というオペレーションによっ

て「価値」を捻り出していくという「手続き」」であ

ると大黒は述べている。災害アーカイブの実践を捉え

るうえでは、何が残ったかということとともに、残っ

たものから何を見出すのかという価値創出のあり方

を検討していく必要がある。 

 

 (3)when：過去の経験は現在も同じなのか 

 最後は、災害アーカイブにおいて、その対象となる

災害の経験の意味が、その経験のただなかの時点 x

と、それを振り返る時点において同じなのか、という

論点である。矢守は失敗学の知見を紹介し、ある経験

A における責任追究と原因解明は、その見方において

性質を異にすると述べている。責任追究においては、

調査を開始した時点から過去に遡る、つまり、レトロ

スペクティブな視点に立っている。一方、原因解明に

おいては「あのとき当事者が立っていた時点において
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何を経験していたか」、つまりプロスペクティブな視

点に立つことを目指しているという。 

 しかし、過去の経験をプロスペクティブな視点で見

るということは、容易なことではない。歴史学者の成

田 7）は、災害という出来事を語る困難を、過去の経

験をプロスペクティブに見ることの困難と結びつけ

て論じている。成田は、地震動という特定の自然現象

と、それに随伴する社会的言説によって「災害」が「あ

るひとつの出来事」として創出されるという。成田は、

それが人々に共有されていく過程を言説分析によっ

て考察し、あたかも実体として存在し自明であるよう

に見える「災害」が、実際には事後的に成立している

ということを指摘した。そして、人々は事後的に成立

した「災害」を自らの体験に織り込むことで「被災者」

になると論じている。言い換えれば、「災害」という

出来事は、その出来事に関する体験を振り返ろうと

人々がするときに、あたかも人々の体験に先行してい

るかのように人々に認識され、体験者自身も気づかぬ

うちに、自身の体験に「災害」という集合的な出来事

を織り込むという作用をもたらすのである。 

 以上のように、過去をプロスペクティブにみること

には理論的な困難がともなう。それは、過去を語るこ

とにとどまらず、災害復興を進めていくうえにおいて

も同様である。災害復興のスローガンとしてしばしば

掲げられる「build back better」という言葉は、「以

前より良く」という、振り返る現時点から災害前とい

う過去を捉えるレトロスペクティブな視点に立って

いる。そこには過去の状況をネガティブに捉える志向

がみてとれるが、実際にこの力学は災害復興の多くの

現場でも作用していると考えられる。しかし、被災し

た人々は、過去を否定するのではなく、過去をそのま

ま取り戻したいとしばしば口にする。そのような人々

の声に応えるように、災害前の豊かさを見つめようと

する市民参加型の災害アーカイブも行われはじめて

いる 8）。そうした災害アーカイブの実践の一部には、

プロスペクティブに過去を見ることの可能性、あるい

はさらに新たな視点で過去を捉える可能性が含まれ

ていると思われる。そこには、復興のあり方を考える

うえでの重要な示唆があると考えられる。 

 次節以降は、これまで示してきた研究会の変遷と論

点整理をふまえ、災害アーカイブをめぐる実践の動的

な変容を具体的な事例をもとに詳述し、今後の災害ア

ーカイブ研究の課題を示したい。 

 

２．東日本大震災から 7年目の支援活動と 

  災害アーカイブ 

執筆：溝口佑爾  

 

2.1 被災写真救済活動の概要 

 広域の津波被害を伴った東日本大震災をうけて「同

時多発的」に発生した支援活動の一つに被災写真救済

活動がある 9) 10) 11)。本節では被災写真救済活動の包

括的な記録を作成している研究者としての立場から、

また被災写真救済活動の立ち上げに関わり現在も活

動を継続している実践者としての立場から、分散的に

災害アーカイブに関わる情報提供を行う。 

 被災写真救済活動とは、津波被害により持ち主不明

となった写真（被災者にとっての思い出の品と思われ

る物品を含むこともある）を、洗浄・デジタル化し元

の持ち主へ返そうとする活動の総称である。東日本大

震災では自衛隊や消防団（あるいはボランティア）に

より地域ごとに数万枚〜数十万枚の写真が回収され

た。結果、海水をかぶった写真の画像劣化を洗浄やデ

ジタル化を用いて留め、持ち主へと返却しようとする

活動が、岩手・宮城・福島（南相馬まで）の沿岸部の

各行政区に 1 つ以上立ち上がることとなった（宮城

県塩釜市、松島町を除く）。その背景には、自分が生

きた足跡の不在状態を嘆く被災者や、津波で亡くなっ

た家族の生きた証（より直接的には遺影用の写真）を

求める遺族の姿があった。 

 「同時多発的」に発生した被災写真救済活動は、地

域ごとに異なる発展の仕方を見せる。宮城県山元町で

展開された「思い出サルベージ」では、研究者とカメ

ラマンを中心とした外部からのボランティアと町役 
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図 1 被災写真の例 

 

場が協力し、約 75 万枚の写真すべてのデジタル化が

行われた。地元住民のボランティア活動から始まった

宮城県気仙沼市「思い出は流れない」写真救済プロジ

ェクト（後の気仙沼復興協会写真救済部）では、洗浄

作業を全国各地の団体や個人に依頼し、短期間（3 ヶ

月）での洗浄完了を実現した。岩手県大船渡市では、

写真修復士からのアドバイスを元に、大型冷凍庫を用

いて画像の劣化を食い止め、少人数のスタッフ（社会

福祉協議会所属）により長い期間を使っての写真洗浄

を行った。これらのノウハウを元にほとんどの地域で

は主にボランティアベースで写真救済を行ったが、中

には震災後数年が経つまでほとんど手がつけられて

いない地域も存在した（宮城県東松島市等）。 

 写真の返却方法も地域によって異なる。前述した山

元町「思い出サルベージ」では常設の展示返却会場の

他、顔認識による検索など IT を駆使したサービスが

試みられた。宮城県仙台市「おもいでかえる」では体

育館を借り切るなど大規模な写真の展示返却が期間

限定で行なわれた。岩手県野田村（チーム北リアス写

真班）や大船渡市では仮設住宅等へ出張する形での写

真返却が行われた。大船渡市ではまた、地元コミュニ

ティのネットワークを利用した写真返却により回収

された被災写真の 9 割 5 分以上の返却が実現された。

岩手県山田町「カフェ・サロン Photo rescue project」

では、カフェ事業と絡めてイベント型の返却が試みら

れた。気仙沼市「思い出は流れない」は地元新聞に週

1 回被災写真を掲載し持ち主を呼びかけるという試

みを確立した。他に類をみない事例としてはもう一つ、

山元町「思い出サルベージ」が派生した活動として行

なった、被災写真の中で特に画像の欠損が激しいもの

を一種のアートとして活用し災害の伝承へとつなげ

る「LOST&FOUND PROJECT」（後述）を挙げるこ

とができるだろう。 

 

2.2 「切り替え」という課題 

 このように、災害の形に応じて同時多発的に派生し

た写真救済活動は、地域ごとの事情により様々な形に

発展することとなった。同様にその活動の終了（ない

し継続）も地域ごとに異なるものとなる。早期に写真

返却を終了した地域もあれば（岩沼市・新地町等）、

数年ののちに返却を終了した地域も存在した（女川

町・亘理町・大船渡市等）。返却を終了した地域の中

には被災写真を廃棄した地域もあった（山田町・石巻

市等）。一方で、震災後 5 年以上返却活動を継続する

地域も存在した。大規模な活動を継続してきた陸前高

田市・気仙沼市・仙台市・山元町の 4 地域が中心と

なり、被災写真救済活動は続けられてきた。 

 こうした状況が長く続いてきた中で、大きな動きが

あったのがこの 1 年である。継続的な活動の中心地

のうち、気仙沼市が 2017 年 3 月に、陸前高田市が

2017 年 11 月に常設の返却を終了することとなった。

背景には予算の確保が困難になった事情があり、緊急

雇用創出事業の適用が 2016年度に終了したことを受

けた決定であったとされる（2017 年 11 月 23 日 朝

日新聞岩手版「陸前高田の思い出の品返却事業に幕」）。

それに対し、NPO 化した仙台市「おもいでかえる」

と、早期から緊急雇用創出事業を必要とせずに返却体

制を維持できる工夫を行っていた山元町「思い出サル

ベージ」は 2017 年現在も活動を継続している。これ

らの事例からは、災害支援活動が意図せず長期化した

場合に、どの段階で緊急時の予算から平時の予算へと

切り替えるかが重要であることが指摘できる。 

 中心地の一部がこの 1 年で区切りを迎えたとはい
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え、地域による多様化の一つの現れとして長期化する

活動が出てきたことが被災地支援活動の一つの特徴

であることは間違いがないだろう。重要なのは、予算

だけではなく意味付けについても「切り替え」という

課題が発生するということである。長期化する中で、

支援活動は災害アーカイブとして意味合いを変える

必要に迫られる。 

 

2.3 活動と災害アーカイブの結節点 

 活動の長期化に伴い、被災写真には当初とは異なる

意味付けが生まれることとなる。それが前節で言及さ

れた、災害（ないし災害前）の記憶、それも集合的な

記憶を伝承するという資料としての役割である。 

 第一に、一部の被災写真は直接に地域の記憶を表象

している。山元町の事例では、津波被害で失われた駅

前の風景や、かつて町の産業であった養蚕業の様子を

記したアルバムが確認されている。 

 第二に、地域ごとに回収された被災写真はその全体

が一種のビックデータとなっている。無作為抽出に近

い形で、地域ごとに数万枚〜数十万枚の単位で集積さ

れた画像資料というのは東日本大震災以前には存在

しなかったと考えられる。結婚式や旅行等のライフイ

ベント、七五三や運動会等の家族の記録、地域行事が

記された被災写真が大量に集まることで、総体として

の被災写真は図らずも人の生きた街の痕跡を、あるい

は集合的な記憶を留めることとなった。そして、画像

のみならず、総体としての被災写真は、撮影方法・プ

リント方法・使われる用紙の種類など、いくつもの属

性を備えたデータとして、一種の考古学的な価値をも

備えていると言える。 

 

2.4 活動から災害アーカイブへ／災害アーカ

イブから活動へ 

 本節の最後に、山元町「思い出サルベージ」の現代

表として実践者の立場から、この 3 月に震災から 7

年目を迎える被災地にて行った活動の一部を紹介し

ながら分散的な話題提供を行う。 

 山元町での被災写真返却活動は、教育委員会生涯学

習課から任意団体「思い出サルベージ」への委託事業

として 2017 年 3 月現在も継続している。上述のよう

に、期限のある緊急雇用創出事業による予算付けを

2014 年の段階で止め、返却業務を公民館施設である

山元町ふるさと伝承館の管理人が補助する仕組みに

変えたことで常設の返却体制を震災前の予算の範囲

内（実質的なゼロコスト）で維持できるようにしたこ

とが継続の要となっている。2018 年 3 月現在の返却

数は約 44 万 7 千枚。約 75 万枚の回収数に対し約 6

割の返却となっている。常設の会場の他、地域行事や

町のイベントでの出張返却会を半年に 1 回行ってい

る。 

 山元町教育委員会の招致により、2018 年 3 月 10

日を中心に山元町鎮魂の日関連事業として「写真、津

波、それから」と題した一連の企画を行った。この企

画では、2017 年 10 月に開所したばかりの山元町防

災拠点・山下地域交流センター「つばめの杜ひだまり

ホール」を会場として、1. 写真展（3 月 8 日〜25 日）、

2. LOST&FOUND PROJECT 展示（3 月 8 日〜11

日）、3. トークイベント（3 月 10 日）、4. 出張写真

返却会（3 月 10 日）の 4 つのイベントを行った。 

 目玉となったのは宮城県で初めて行われた LOST 

& FOUND PROJECT 展示である。LOST&FOUND 

PROJECT は思い出サルベージから派生した活動で、

被災写真のうち画像の欠損が激しいため持ち主がわ

かる可能性が低いとみなされ処分対象となったもの

3 万枚を引き取り、被災地外での災害伝承（ならびに

山元町への寄付金集め）に活用したものである。東京

や大阪、北海道の他、ロサンゼルスやニューヨーク、

メルボルン、イタリアなど国内外約 30 都市で展示を

行ってきた。 

 展示では、被災写真を数千枚、写真館や美術館の壁

面にモザイク的に貼り付ける。画像の欠損が激しい写

真の中に、かろうじて内容のわかるものが含まれてい

る。LOST&FOUND PROJECT 展示では、国や都市

の違いによらず、閲覧者が被災写真を「自分の家庭に
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もあるような写真」として受け取る傾向がある。通常

の震災伝承で使われる被災の様子を直接記した写真

とは異なり、LOST&FOUND PROJECT 展示は、自

分と何ら変わらない人々が突如として理不尽に日常

生活を奪われたことへの想像力を喚起する。 

 

図2 LOST&FOUND PROJECTの様子 

 

 イベント「写真、津波、それから」では、教育委員

会に承知されたことと会場が新たな防災拠点である

ことを鑑み、国内外で評価を受けてきた LOST& 

FOUND PROJECT 展示を初めての被災地への「里

帰り」として行うこととした。現在進行形の支援活動

としてよりは、被災写真救済活動を一種の災害アーカ

イブとして語ることが期待されていると判断したた

めだ。 

 嬉しい誤算は、災害アーカイブとして企画されたイ

ベントであったはずの会で、むしろ現在進行形の支援

活動が盛況となったことである。企画段階では

LOST&FOUND展示は主に町外の住民をターゲット

としたトークイベントへの動員につながる呼び水と

なると予想された。LOST&FOUND 展示が宮城県で

初の試みであることがメディアにより注目され、予想

以上の取材申し入れ（4 件の報道と 6 件の新聞・雑誌

取材）があった。その結果、災害アーカイブとしての

トークイベント（30 人の参加）だけではなく、支援

活動としての出張写真返却会が盛況となった（31 人

の参加、101 件の返却）。メディア報道により例年よ

り多くの周知が県内でなされたために、町外へ移り住

んだ被災者が返却会へと足を運んだのである。その多

くは生活が落ち着いたことで、あるいは気持ちが落ち

着いたことで改めて被災写真と向き合おうと訪れた

人々であり、ほとんどが初めてか、震災直後以来久し

ぶりの返却会参加であった。先に述べたのは、長期化

する活動での課題が支援活動から災害アーカイブへ

の区切りであるということだった。しかし、災害アー

カイブの実践は現在進行形の支援活動と必ずしも矛

盾しないのではないか。災害アーカイブ的な実践のな

かで 7 年目にして、被災した思い出と熱心に向き合

う人々の姿から学んだのはそのような予感であった。 

 

３．「知り得なさ」や「語り得なさ」を 

      残し伝える災害アーカイブ実践 

執筆：岡部美香  

 

3.1 記号表現かつ範例としての災害アーカイブ 

 災害は、人々の日常生活を突如として中断させ、過

去の経験や履歴に基づいて築かれた現在と築こうと

していた未来を人々から奪い去る。それでも、生き残

った人々は、過去から理不尽に断ち切られた現在と未

来を生きていかなければならない。そのためには、中

断された日常生活をどうにかして取り戻す必要があ

るし、どうしても取り戻せないなら、新たに築いてい

かなければならない。この営みを私たちは復興と呼ぶ。 

 だが、G. アンダースは、「復興とは、まさに破壊

の破壊であり、したがって破壊の極致である」という

12)。1958 年、アンダースが訪れた広島の市街には、

近代的なビルや住宅、ホテルが「‟前からずっとそう

であった”ような仮面をかぶって」建ち並び、平和記

念公園のモニュメントや原爆資料館の展示物を除い

ては、原爆が投下された都市であることを伝えるもの

がほとんど残されていなかった。このような復興の光

景は、アンダースには、都市とそこに暮らす人々の日

常生活が破壊されたという過去の事実が「仮面をかぶ

った現在」によって覆い隠され、歴史が災厄の起こる

前の「過去の方向へ改ざん」されるかのように思われ

たのである。 
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 確かに、災厄が生起したという事実を忘却ないし隠

蔽することは、その災厄を受けて苦しむ人々へのさら

なる暴力となり得る。他方ではまた、同じ災厄をくり

返さないように、あるいは防災・減災のために、被災

した人々の経験を、風化させることなく、「未災者」

（諏訪清二）13)たる非被災者に伝えていく必要がある

ことはいうまでもない。とはいえ、被災した人々がい

つまでも災厄の出来事とともに生き、奪われ失われた

ものを想い続けなければならないとしたら、それはあ

まりに辛い生き様ではないのか。 

 だからこそ、私たちは、アニバーサリーやモニュメ

ントを設けたり、博物館や資料館に記録や証言や遺品

を集めたりして、限定された時空間にメモリアルを残

そうとする。こうしたメモリアルを契機にすれば、私

たちは、通常は日常生活を安定的に営みながらも、あ

る特定の限定された時空間の内で、かつて起きた災厄

をくり返し回顧し、過去を悼むとともに、それ以来、

歩んできた行程とこれから進むべき方向とを確認す

ることができる。このような形で災厄のメモリアルと

して残されるものを、ここでは災害アーカイブと総称

する。 

 しかしながら、災害アーカイブの実践、すなわち限

定された時空間に災厄のメモリアルを残すことはそ

れ自体、問題含みの行為でもある。 

 まず、起きた出来事にかかわるすべてのものを残す

ことはできない。そこで、私たちは、残ったもののな

かから残すべきものを選りすぐる。だが、選ぶ際の判

断基準やそこで重視される価値は、選ぶ主体によって

千差万別である。そのため、残すべきとして選りすぐ

られたものが個々の被災者の経験と乖離しているこ

ともしばしばある。そうだとすれば、残すべきとされ

たある特定のものやそれが提示される限定された時

空間に、災厄の記録や記憶を集約させてしまってもよ

いものであろうか。 

 また、残すべきとして選りすぐられたものが必ずし

も意図した通りに残っていくわけではない。2 節で溝

口が報告したように、当初は遺品として残すべきだと

されていた被災写真が、時を経て、いくつかの自治体

では廃棄処分となり、別の自治体ではアートの素材と

なった。残されたものは、時の流れのなかで、それが

さし示す意味内容を、良くも悪くも、変容させていく。 

 さらに述べるなら、そもそも災厄の経験には語り得

ないもの、表象不可能なものが本質的に含まれている

14)。1 節で言及した「声をあげられない者」、つまり、

犠牲となった死者と、被害に打ちのめされ言葉を失っ

た人々の存在や経験もこれに含まれるだろう。それは、

いかなるものを選りすぐり残したとしても、結局は伝

えようがないのではないか。 

 だが、たとえこれらの問題をはらむとしても、もの

をメモリアルとして残すことにはやはり意味がある。

なぜなら、時の流れとともに人々のなかで災厄の記憶

が薄れ、その果てに失われてしまったとしても、見え

るもの、触れ得るものさえ残っていれば、いつか誰か

がそれを見たこと、それに触れたことをきっかけに、

かつて災厄が起きたという事実があらためてさし示

され、その記憶が復活する可能性があるからである。

加えて、あるメモリアルの伝える意味内容がたとえ限

定されていたとしても、そのことによって、逆説的に、

残らなかったものや言葉や形にならなかった経験が

他にもあったであろうことを類推することもできる。 

 以上のことを踏まえるなら、災害アーカイブを次の

ように定義することができるだろう。すなわち、災害

アーカイブとは、災厄が起きたことを同時代や後世の

人々にさし示す「記号表現（シニフィアン）」であり、

また、記号が直接さし示すよりも広い範囲の意味内容

を類推させるような、その災厄の「範例」でもあるの

である。 

 

3.2 統制された時空間のその向こうへ 

 記号表現は、概して、あるものごとをさし示すとい

う機能を担うに過ぎず、さし示されたものごとの具体

的な意味内容をそれ自体で定式化するわけではない。

記号の具体的な意味内容は、その時々の記号体系の総

体や社会的な構造や個々の文脈のなかで、その記号が
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他の記号とダイナミックに織り成す関係において、そ

のつど特定される。 

例えば、震災をさし示す一つの記号表現である被災

写真は、それを返すべき人やその遺族が捜索されてい

る間は「残すべき遺失品・遺品」である。だが、捜索

が終了ないしは打ち切られると、それは、所有者不明

のために「行政機関で保管すべき拾得物」となり、一

定期間を過ぎると行政の事情に基づいて廃棄処分が

検討されるべきものとなる。ところが、また異なる文

脈に位置づけるなら、それは、震災そのものを写して

いるわけではないにもかかわらず、ごく普通の人々の

日常生活が不意に理不尽に途切れたことを想起させ

るアートとしての災害アーカイブとなる。 

 このように、災害アーカイブは、時や場や人の移ろ

いとともに意味内容を変容させるという性質をもつ。

それゆえ、特定の意味内容を確実に伝えたい場合には、

さし示す意味内容ができるだけ変容したりぶれたり

しないよう、災害アーカイブを提示する時空間を仮想

的に統制することがしばしばある。 

 例えば、アニバーサリーの儀式。1 月 17 日、3 月

11 日、8 月 6 日、9 日など、特定の日に定期的に儀式

を遂行することで、現在を生きる人々の意識を災厄の

起きた過去のある時点へとくり返し回帰させ、そのつ

ど、社会が混沌に帰した出来事とその混沌から社会の

秩序を新たに打ち立ててきた歴史とを振り返り、その

社会の一員としてのアイデンティティを人々に再認

識させる 15)（もちろん、同じ一つの社会をどのよう

な社会として捉えるかは人それぞれである）。阪神・

淡路大震災をきっかけに設立された「人と防災未来セ

ンター」で、来館者が、映像、音、震動、ジオラマと

いった装置や演出によって震災が発生した過去の時

空間を疑似的に体験できるようになっているのも、自

然災害の頻発する社会に暮らすことをあらためて自

覚し、回帰した過去から未来の災害に備える意識と態

度を学ぶためであろう。 

来たる災害に備えるという意味ではまた、過去への

回帰ではなく、出来事が起こった未来を先取り的に現

在化して哀悼する時間の「ループ化」（J.-P. デュピュ

イ）16)を挙げることもできる。関西災害アーカイブ研

究会・第 2回で議論されたように、この技法を活かし

て、奈路広は、全国で最も高い津波想定が出された居

住地・高知県黒潮町のあり得べき未来のイメージを絵

画作品として提示し、防災の必要性を訴えている。 

 筆者が専攻する教育学の領域でも、防災教育・平和

教育・環境教育などの実践において、時間を仮想的に

統制するこの技法が頻用されている。子どもたちに来

たる災厄を避ける、あるいはそれに備える意識と態度

を培うのに、一定の効果が期待されるからである。 

 だが、くり返し指摘しているように、災害アーカイ

ブは、当初、意図した通りの意味内容をすべての人々

に必ず確実に伝える媒体にはなり得ない。なぜなら、

災害アーカイブを提示する時空間を可能な限り厳密

に統制したとしても、それを観る人々がそれぞれに生

きている人生の時間までは統制することができない

からである。観る人々は、それぞれに生きている文脈

のなかで自由に災害アーカイブを受けとめ、意味づけ

る。その場合、観る人々と提示する側の人々との間に

ずれや齟齬が生じないとも限らない。 

 こうしたずれや齟齬は、2.4 で紹介したような「嬉

しい誤算」を招くこともあるが、たいていの場合、災

厄の経験や記憶の継承における失敗やバグとして捉

えられることが多い。しかしながら、一方ではまた、

このずれや齟齬を、災厄の出来事が本質的に包摂する

「知り得なさ」やその経験の「語り得なさ」に向き合

い応答する作法について考える契機と捉えることも

可能なのではないか。 

もちろん、来たる災害に十分に備えることの重要性

はあらためて指摘するまでもない。だが、それがいつ、

どこで、どのように起き、どれだけの被害をもたらす

かは、実際に起こってみないとわからない。災厄の出

来事は、人間が予め知り得ること、備え得ることの限

界をつねに超える。だからといって、何をしても無意

味だと諦めて防災・減災の努力を放棄するのではなく、

また、カフカの『巣穴』の主人公のように、これもあ
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れもと心配事を並べ立て対処するのに追われて現在

の日常生活の充実を損なうのでもなく、私たちは、ど

の災厄も人智を超える「知り得なさ」を包摂している

のだという不気味な真実を受けとめながら、天災・人

災の頻発するこの世界の内で日々、暮らしていかなけ

ればならない。 

 また、前項でも述べたように、災厄の経験は、「語

り得ない」もの、表象不可能なものを本質的に含んで

いる。その不可能性に対して、理解は無理だと諦めて

思考を停止するのでもなく、何が何でも解明しようと

無理やりに暴くのでもないとしたら、私たちはいった

いどう向き合えばよいのだろうか。 

さらに、被災した人々の「この災害はなぜ起こった

のか」という問いに、私たちはどう応えればよいのだ

ろう。この問いは、おそらく、災害発生のメカニズム

を尋ねるものではない。この災害が発生したのが、な

ぜ私が生きるいま・ここでなければならなかったのか。

被災し犠牲となったのが、なぜ私や私の親しい人でな

ければならなかったのか。人生に意味を与えてくれて

いたかけがえのない人やものが災害によって失われ

た後の人生を、私はどのようにして生きていけばよい

のか。このような人間学的・臨床的な問いについて、

正解や正しい応答の仕方を知り得る人などいるのだ

ろうか。 

 災厄の出来事とその経験を人間学的な観点から捉

える時、私たちは、それらが本質的に包摂する「知り

得なさ」や「語り得なさ」に向き合い応答せざるを得

ない。災害アーカイブの実践は、前項で指摘したよう

に、それ自体、問題含みの行為ではあるが、だからこ

そ、災厄の出来事の「知り得なさ」や「語り得なさ」

に気づかせてくれるともいえる。災害アーカイブの実

践を通して、その「知り得なさ」や「語り得なさ」を

どう残し伝えていくか、そして、それらにどう向き合

い応答するのかを考えることは、今後の関西災害アー

カイブ研究会の課題の一つになるのではないか。 
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