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被災地における記憶の総合化のための復元模型の活用方法に関する研究 

－気仙沼市内湾地区における復元模型ワークショップの中で得られた証言を通じて－ 

A Study on the Method of Using Restoration Model for the Integrating Memories on Devastated Town Space 
－Based on the Memories from the Restoration Model Workshop on Inner Bay Area of Kesennuma City－ 

 
◯槻橋 修＊1, 平尾 盛史＊2 

Osamu TSUKIHASHI, Morifumi HIRAO 

 

筆者らは東日本大震災とそれに伴い発生した大津波によって、その地域空間と地域社会が甚大なる被害を受けた

宮城県気仙沼市内湾地区を対象に、同地域の震災以前の街空間を再現した縮尺1/500復元模型を用いた地域住民参加

型ワークショップを2012年9月に開催した。本稿では同ワークショップを通じて得られた、人々の震災以前の街空間

やそこでの個人個人の体験や出来事に関する記憶を総合化することで、視覚的要素のみならず、そこで営まれてき

た人々の日常生活の様相を含めたかつての街の生活誌を記述することを試みる。最終的にはこの試みを通じ、被災

地における各地域の文化の継承や、街の防災、復興再生において、記憶の総合化が果たす役割について、そしてそ

の中での復元模型を用いた同手法の役割と活用方法について考察し、その可能性の一端を示す。 

 

キーワード: 東日本大震災、復元模型、ワークショップ、街空間、記憶 

Keywords: Great East Japan Earthquake, restoration model, workshop, town space, memory 

 

１．はじめに 

 2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東日本大

震災によって、東日本の多くの街や集落が甚大な被

害を受けた。特に沿岸部では同時に発生した大津波

の襲来により、その原型をとどめていない地域も少

なくない。  

 既報「東日本大震災で被災した地域コミュニティ

の再生とまちづくり」では、大きな被害を受けた地

域、特に気仙沼市の各地において、被災前の街並み

を再現した縮尺 1/500 復元模型を制作し、市民との

着彩-対話型ワークショップ（以下、着彩-対話型 WS）

（写真１）＊１を行うことで、立体模型を媒介とし、

現地の人々のかつての街についての記憶を引き出し

記録する手法を提示した。 

 東日本の多くの被災地において震災前の街空間を

喪失したという事態は、その街に暮らし、関わって

きた個々の人々における喪失体験であり、物理的な

一つの事象を超えて極めて多様な意味を有している
＊２。被災した人々にとってのグリーフワーク＊３とし

て、震災前からその土地に醸成されてきた文化を震

災後の世代に継承していくために、そしてその土地

における防災・減災の知恵を形成し、受け継いでい

く上でも、震災前から震災後にわたる、個々の記憶

の総合化に取り組んでいく必要がある。 

 本稿では、2012年9月に気仙沼市内湾地区を対象に

行った、着彩-対話型WSを通して復元模型の上に

個々に語られた言葉を再構成することにより、街の

視覚的な景観要素だけでなく、街空間において営ま

れてきた日常生活の様相をも示す生活誌が描き出さ

れることを示し、被災地における記憶の総合化のた

めの復元模型の役割と活用方法について考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．先行研究 

 東日本大震災の被災地域において、震災以前の街

の風景や震災時の出来事などに関する各種情報収集

を行い、整理・総合化する先行的な試みとしては「311

まるごとアーカイブス」＊４や、Google 社による「未

来へのキオク」＊５などの取り組みが挙げられる。こ

れらは、各地域に関連する写真・映像といったデジ

タルな媒体を収集・整理し、あるいは GIS などを活

用してそれらの情報を地理情報と融合させることで、

   写真１ 着彩-対話型 WS の様子 
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インターネット上でのアーカイブ構築を試みるもの

である。これらの取り組みと本稿とは、被災地にお

けるかつての街や震災後の情報についての「記録」

へ向けた試みとして、同じ観点を有するものである

が、本稿での取り組みは復元模型という立体的媒体

を用いる点に特徴があり、これを通じて呼び起こさ

れた街空間の風景や、そこでの出来事や五感による

体験・思い出、あるいは地域の歴史・文化といった

多種多様な情報をその場で記録として収集すること

ができる。 

 また、特定の地域社会において現地の人々の言葉

や行為を記録し、同地域における生活や文化の記述

を行う手法として、エスノグラフィー(民族誌) ＊６と

いう調査手法がある。もともとは文化人類学や社会

学などの分野で用いられてきた手法であるが、災害

に関する調査、あるいは防災・減災そして復興に向

けての知見を人々の記憶から抽出する方法としても、

以下２つの取り組みの中で応用されている。 

 災害情報について災害現場で起こっていることを

現場の視点で記録する方法にエスノグラフィー手法

を応用した事例として林、重川らによる「災害エス

ノグラフィー」＊７の研究が挙げられる。阪神淡路大

震災の災害現場に居合わせた人々-消防隊員や市職

員など-がそれぞれの立場から体験した災害の体験

について、彼ら自身の言葉で語り、多面的な災害像

を描出することによって、災害時のプロセスにおけ

る暗黙知を発掘し、来るべき災害に役立つ知見を共

有して行くことを目的としている。現場の視点で記

録するという点において本論の観点に重なる先行的

な取り組みであるが、災害エスノグラフィーが防災

学の視点から次なる災害に備え、災害現地における

暗黙知の発掘と共有が目的であるのに対し、本稿は

被災地現地における失われた街空間とそこでの人々

の生活を、記録・継承することを目的としている。 

 被災した地域の人々の経験に基づく知見を直接街

の復興計画に取り入れて成功した事例として、1989

年米国カリフォルニア州で起こったロマプリエータ

地震で壊滅的被害を受けたサンフランシスコ郊外の

街サンタクルーズの中心市街地の復興計画「ビジョ

ン・サンタクルーズ」＊８がある。「物語復興」とし

て知られるこの計画は、開かれた議論の場において

銘々が「肩が触れ合うくらいの賑わい感」「朝から

晩まで居心地がいい」といった未来図を語り、互い

に評価し合う過程を通して策定された計画案の巻末

には散文調で書かれた「コミュニティビジョン声明」

が付され、市民や復興に携わる様々な人たちの言葉

やアイデアがひとつの物語となって復興計画を補足

している＊９。これを復興の担い手たる市民の暗黙知

がワークショップの中で掘り起こされ、評価され、

復興ビジョンの物語へと統合されていった過程と捉

えるならば、復興計画策定の過程においてエスノグ

ラフィックな手法を内包していたと考えることがで

きる。「ビジョン・サンタクルーズ」の対象がダウ

ンタウンに対する集中的な復興計画のプロセスであ

ったのに対して、東日本大震災において広域にわた

って被災地が分布し、避難生活を送る人々の数も膨

大である現状に対し、本稿は地域固有の空間を現地

の人々の語りによって顕在化するための方法の一般

化を目指している点に特徴がある。 

 

３．研究の方法 

3.1 気仙沼市におけるワークショップ 

 模型を上部から俯瞰すれば、失われた街全体の空

間構造を把握でき、また街路を覗き込めば家屋や街

の情景が想起され、自分の家が街並みとともに認識

できることが 1/500 復元模型の特徴である。「記憶の

街ワークショップ in 気仙沼-内湾」＊１０は、作成し

た内湾地区の復元模型 2 ピクセル(１m×1m を東西２

個並べる形で制作)を、気仙沼市役所別館ワン・テン

庁舎 2F 交流プラザに設置し、2012 年 9 月 22 日から

28 日の計 7 日間に渡って開催された（表１）。 

 同地区は気仙沼湾最奥に位置し、三陸リアス式海

岸の自然豊かな地形によって守られた波の穏やかな

自然の良港を持ち、主に漁業と観光業を中心として

発展してきた地域で、特に内湾地区は気仙沼の顔と

して古くからこの土地の文化を育んできた地区であ

る。今回の震災では、津波によって地区全域におい

て冠水、浸水、地盤沈下が起こり、多くの建物が全

半壊するなどの被害が生じた。また同地区は県が進

める防潮堤建設計画の対象地域であり、街の再建に

先立ち、湾の海岸全域を囲う高さ６m の防潮堤の建

設計画が進められようとしている。 

 着彩-対話型 WS は、スタッフが５〜６名会場に待

機し、訪れた市民が模型を囲んで眺めながら、震災

前の街について語る内容を証言として記録していく

という方法で行っている。証言者を事前に選定せず、

ワークショップ会場に展示した模型の周りで、制作

したスタッフ達との対話によって発言を促す。復元

模型に誤りがあれば指摘を受けてその場で修正し、

また模型制作時に参照した地図や航空写真からでは

読み取れない樹木や鳥居、時計塔などの景観上重要 

な要素があれば模型上に追加していく。対面式のイ
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ンタビューではなく制作過程を共有することが本手

法の記録収集の要点であり、これにより住み手の視

点からより多く話を聞き出すことができる。 

 語られた街の記憶は「ここでカレイが釣れた」「大 

鍋屋旅館」など、模型上で場所の特定ができ、比較 

的短いものは専用の「旗」に記され、直接模型上に

立てられる。一方、街の体系的な説明や、より詳細

な物語性のある証言は「つぶやきシート」という専

用のシートに書取りを行った。7 日間のワー 

クショップを通し来場者数は 1,064 人、得られた証

言は「旗」637 件「つぶやき」484 件であった＊１１。 

 これらの証言をオリジナルデータとして整理分類

を行い、復元模型上に情報を統合し街の記憶の立体

的なアーカイブを構築する。証言のアーカイブから、

街の情景を再構築する手法として、空間的シークエ

ンスを設定した生活情景の記述を実践し、その内容

について検証を行う（写真２,３）。 

3.2 オリジナルデータの整理・統合 

 637 本の「旗」の模型上での分布から座標情報に

よって地図上に再配置したのが図１である。旗は証

言内容によって「青：名称」「黄：体験・出来事など」

「紫：伝統など」「赤：震災時の記憶」の 4 色に分け

られている。「青：名称」が 330 本で約半数を占めて

いるが、情報の性質上ほとんどが地図や公的な情報

によって参照可能なものである。模型を

囲んだ現地の人々の記憶からしか得ら

れない情報は他の３色の「旗」に記され

た。また 484 件の「つぶやき」に関して

は、場所への言及に着目し、特に模型内

の特定の場所（地点、領域）について言

及のあった「つぶやき」を抽出し、言及

された場所を図 2 に示している。模型制

作範囲内では 139カ所(地点 106、領域 33)

についての 275 件の「つぶやき」が含ま

れている。 

3.3 街空間及び情景の記述 

 図１、図２に示した分布は、着彩-

対話型 WS を経て、ワークショップ参加

者の場所への愛着や出来事、物語が位置

づけられた記憶の地図であり、復元模型

を用いて行われたワークショップによ

って得られた空間的な証言のアーカイ

ブである。「旗」の記憶に関しては模型

を覗き込むことで立体的にそれらを読

み取ることはできるが、「つぶやき」で

語られた豊かな内容と共に、そこから喪

失した街を「空間と情景の記述」という形で再構築

することを試みる。加えて、この試みを通して人々

の記憶から喪失した街や集落を再生する可能性につ

いて、その一端を示すとともに、同手法の課題につ

いて考察を行う。 

 

４.内湾湾岸における生活空間と情景 

4.1 シークエンスの設定 

 着彩—対話型 WS で得られた「旗」と「つぶやき」

が、復元模型の上でどのような街並みを伝え得るの

かを検証するため、オリジナルデータを整理・統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図１ WS により得られた「旗」の分布 

 図２ WS により得られた「つぶやき」より抽出した場所の分布 

 写真２WS 前の模型  写真３ WS 後の模型（7日後）

  表１ ワークショップ来場者数・つぶやき数／各種スタッフ数 
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したアーカイブから失われた街の情景の再構築を試

みる。「旗」と「つぶやき」を復元模型上に設定した

シークエンスに従って選択し、そこに含まれる証言

情報をテキストに再構築していく、という方法であ

る。 

 本来であれば、得られた「旗」「つぶやき」全証言

内容を含め、対象地域全体の記述を行うことが最も

望ましいが、紙面の都合上、本稿では同手法の１つ

の試みとして、内湾湾岸の海から見える景観に記述

対象範囲を限定した。内湾ではその全体に渡り高さ

5mを越す防潮堤の建設が計画されており、そこで見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

られる景観が今後大きく変貌することが予想される。

また記述の順番としては北から反時計回りに北−西−

南-東の順で視界を巡らす様なシークエンスを設定

する（図３）。同シークエンスを復元模型上で見渡す

と写真４の様に見える。パノラマのシークエンスは、

まとまりのあるエリアによって分割できるため、範

囲１〜範囲４、それに内湾水面全体を範囲０として

加えた。計５つの範囲において選択される「旗」160

件と、「つぶやき」137件はそれぞれ表２、３に、記

載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 図３ 湾内中心より 360 度見渡して確認できる「旗」と「つぶやき」の分布 

 写真４ 湾内中心より模型を 360 度見渡して生まれるシークエンス 
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4.2 記述方法 

 シークエンス(および範囲０〜４)によってグルー

プ化された「旗」と「つぶやき」のデータから範囲

ごとにテキストを構築する（図４〜８）。 

 重複した内容を整理すると同時に、範囲内での陳 

述内容を整理しながら文章化を行うが、証言の語り 

を意味が通る範囲でできるだけ忠実に再現すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を心がけた。また陳述の順序に関しては、下記の様 

な規則を設けた＊１２。①「範囲の概要陳述」を冒頭

に配置する。 

②シークエンスの順に従って「個別的な陳述」を配

列することを基本とする。 

③前景と後景の構成が認められる場合、前景→後

景の順に「個別的な陳述」を配置する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   表２ シークエンス＿つぶやき一覧 

未使用 
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範囲-0 [ 湾内全体：旗_3 ／つぶやき_30 ] ＊  [ ]つぶやき番号、( )旗番号を示す 

湾内の海とその沿岸 
内湾の海では昔、⼦ども達が泳いで遊んでいた[66][325]。湾内にはたくさんの船
の往来があった。／それらの船からはにぎやかなレコードが流れていた[183]。ま
た船の上からはライトアップされた浮⾒堂を⾒ることができ、とてもキレイだっ
たそうだ(566 )[46]。昔の港では船の数がとても多かったため、船は縦に4、５艘
にもなって、「ゆら」という船のはしごにつながれて停まっていた[109][266]。⼩
さな船は横付けで、⼤きな船は縦付けで停泊する[470]。内湾の⽔は船の油で汚れ
ていた[326]。特に台⾵のときは、内湾は台⾵でもしけないので、湾内にはたくさ
んの漁船が集まり、⿂町の飲屋街が賑わった[184][278][430][110]。また、⿂町の
⽅々は昔から家の前に船をつけており、震災以前から⻑い間、防潮堤についての
議論があったが、海とともに過ごしていくんだという意⾒で、防潮堤はいらない
と⾔っていた[137]。名所がややこしく、わかりにくいため、今後、海沿いに番号
をふっていく計画がある。船出ということもあり、その番号には４、９を除くよ
うにする予定である[396]。船の上からはあなごが釣れた(565)。 
⼤島とエースポートを結ぶフェリーもこの湾内を通る。／エースポート前の売店
で買ったカッパエビセンを、フェリーの上でカモメにあげるのが、地元の⼈にと
っての恒例の遊びだった[78]。中にはカッパエビセンをカモメに向かって投げて
いたら肩が外れた⼈もいたそうだ[296]。このフェリーに乗って⾼⽥地区から気仙
沼⼥⼦校へ通っていた⼈は、⾬が強いと早退することができた[55]。 
 

沿岸での⾵景 
湾を囲む海岸沿いでは⼈々の様々な⽇常の様⼦が⾒られた。／そこでは、カツ丼、ラ
ーメンが定番メニューのたいわ⾷堂が船にお弁当を出したり、マルカンさんが船に雑
貨をおろしたりしている様⼦、他には⼩学⽣が海に浮かぶゴミに⽯を投げて遊んでい
る様⼦などが⾒られた[225][429][395]。また海沿いを歩いていると、「おい！テープ持
て！テープ持て！」と⾔われて、知らない船のテープを持ったりしていた。すぐに次
の船の前へまた持って、というほどに多かった[331]。この湾の海岸沿いでは道路と海
が直接繋がっているところがあり、⾞が海に突っ込むこともあった[274]。 
8⽉初めには、うんづら、みなと祭りが⾏われた(571)。／湾の周りでは、かつおの⼀
本釣りや、突ん棒（つきんぼう）と⾔われる⼩型船の漁の姿を演じる演⽬があったり、
はまらんや踊りをベースに各チームがそれぞれにアレンジした踊りを踊るパレード
などが⾏われていた[263][384]。 
 
その他 
今回の震災で浸⽔している所はもともと海だった[83]。／その昔、浜⾒⼭の⼟を削り、
埋め⽴てたそうだ[40]。昭和 35 年のチリ地震のときには、湾の⽔が全てなくなった
ことがあり、昔の岸壁が沈んでいるのが⾒えたという[273]。地震発⽣当時、市⽴病院
から⾒た海は真っ暗で、津波が引いた町を⾒た⼈は、空襲の後より凄い、爆撃の後の
戦地より凄いと⾔っていた[475]。また海では、⾏政の巡視船が逃げなかったので、周
りの⼈はそれを参考にして、港に船を置いたままの⼈もいた。その船が燃えたりした
[158]。今でも、海に落ちている⾞を引き上げたり、建物を解体したりすると、死体が
⾒つかることがある[363]。 

図４ シークエンス＿範囲-０ 

   表３ シークエンス＿旗一覧 
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範囲-１ [コの字岸壁・陣山・神明崎：旗_39 ／つぶやき_32 ] ＊  [ ]つぶやき番号、( )旗番号を示す 

遊び場だった(556)。南側の中腹には樹齢 180 年のイチョウがある(554)。地震の時は
階段を登って逃げ、ここから多くの⼈が津波の様⼦を⾒ていた(552)[196]。 
 
神明崎 
⼦供の頃、「おしんめさん」がライトアップされていて、それを船から⾒るのが好き
だった[46]。／「おしんめさん」とは内湾の北側に突き出す神明崎とそこに建つ五⼗
鈴神社、袂の⽔⾯につくられた浮⾒堂を含む総称であり、神明崎の地名が由来の呼称
である(596)(599)(602)[63][77]。内湾地区が埋め⽴てられる以前から南側の柏崎と共
に⼊り⼝の狭い湾を形づくっており、⼤漁、安全祈願の海の神様を祀っている
(603)(604)[77][88][251][260][318]。また内湾地区の北⾯のゲートであり,神明崎と陣⼭
の間の坂道(昔は⽯の道だった)をこえると⿅折地区に⼊る(549)[77]。 
 内湾に浮かぶ浮⾒堂は正⽅形平⾯に⽅形屋根が載った東屋でエビス像が置かれ、内
湾の美しいながめが楽しめた(562)[162][339]。朱塗りの欄⼲の回廊が⽔上に巡らされ
ており、散歩や釣りなど⽇常的に親しまれる場所であった。カレイやアイナメが釣れ
たという(607)[211][308]。みなとまつりの花⽕を⾒たり、初⽇の出を拝んで初詣をす
るなど、気仙沼市⺠にとって愛着の深い場所であった(601)(609)[163]。またかつては
ここに⼿漕ぎの貸しボートがあり、このあたりでデートといえば南町のマンボ（カフ
ェ）とおしんめさん、⼿漕ぎボートがお決まりのコースだったと⾔う(605)[63][222]。
気仙沼湾随⼀の景勝スポットとしても知られ、⾼校の卒業写真撮影の場所に使われる
ほか、仙台放送の天気予報番組の背景に登場することもしばしばであった
(606)[287][339]。最近では映画「⾃虐の詩」の舞台として撮影が⾏われた(608)[390]。
 浮⾒堂を起点に対岸の柏崎(プラザホテル)までは海沿いを散歩するコースとして
親しまれ、裏⼿のコの字岸壁ではラジオ体操が⾏われていた[190][368]。昭和２０年
代頃までは浮⾒堂から柏崎まで泳いでわたることも珍しくなかったという
(561)[194][325]。浮⾒堂から⼤島まで泳ぐ遠泳⼤会も開催されていたことがあったよ
うだ[321]。また神明崎には浮⾒堂の他にも中腹に鍾乳洞(⿓神窟・現存)があるが、⾏
きやすい場所ではなかった(563)(600)[47]。戦時中は防空壕もあった(595)[216]。 
 震災直後、⿅折⽅⾯に住む参加者の話によれば津波により神明崎辺りは浮⾒堂が全
壊し、道路が陥没したため裏から陣⼭を登り、回り道をして家まで避難した
(564)[275]。 

 
コの字岸壁 
内湾に停泊する船ではレコードをかけていて、内湾地区全体に⾳楽が鳴り響いて
いた(566)[183]。／内湾に浮かぶ船から北、神明崎の奥に⾒える岸壁がある。この
岸壁は「コの字型岸壁」という(626)。村⽥漁業製氷冷蔵⼯場の建物があって、氷
を作っている建物の上のクレーンとベルトコンベヤが⼀緒になった塔屋から直
接、船に砕いた氷を⼊れていた[173][360](547)(584)(583)。⿅折に乗り上げた船は
ここにつないであったものらしい[360](624)。全漁連もここに移ってきた(629)。
マグロ漁の船が多く泊っていて、ここで「出船送り」をしていた[21](627)。中央
のところは草むらで⽴ち⼊ることができなかった(625)。他には東屋(休憩所)が建
っていて、あつまってラジオ体操をする光景も⾒られた(586)(587)。⾏き帰りには
沿岸のゴミ拾いをしていたそうだ[192](585)。この集まりは震災後場所をエースポ
ート付近に移して継続している[192]。岸壁からはみなと祭りの花⽕を⾒ることが
できた。とてもきれいだったという(628)(597)。岸壁の付近ではカレイ、アイナメ、
クロソイなどが釣れた(598)。 
 
陣⼭ 
コの字型岸壁を⾒下ろす⾼台は陣⼭といって、中腹にホテル望洋が建っている
(555)(592)。／元は「望洋館」という旅館だったが昭和４２年にホテルになった 
[252](593)。気仙沼市の中でも古い⽅である[319]。この辺に住む⼈はみな陣⼭が

図５ シークエンス＿範囲-１ 

範囲-２ [魚町・安波山 山麓：旗_49 ／つぶやき_28 ] ＊  [ ]つぶやき番号、( )旗番号を示す 

⿂町 
昔、この界隈で⿂町が⼀番裕福だったそうで、それぞれの店にお得意様の漁船があ
り、出航の際には⼿を振って⾒送った[467]。⿂町は以前、「釜の町」と呼ばれてい
た。それが所以で「⼤釜・塩釜」という屋号が残っている[397]。江⼾前、⿂町には
南町と合わせて５軒ほどしか家がなかった[394]。昭和４年には⽕災によって全部焼
けたりもした[123]。⿂町の⼦と南町の⼦はあまり⼀緒には遊んでなかったらしい
[221]。 
また⿂町はみなと祭のとき、⼭⾞が通る道でもあった。／企業や⼩学校など、様々
な団体がトラックに年ごとに新しい⿂や船の形をした⼭⾞を乗せて、太⿎に合わせ
て気仙沼駅から市役所、⿂町を通って海の市まで町を練り歩いた。⼥の⼈はそれに
⼿踊りをしながら続く。⼭⾞と⼿踊りの規模は 150 ⼈から 200 ⼈くらい[265]。 
⿂町の真ん中には海から１つ街区を挟んで「屋号通り」と呼ばれる通りが通ってい
る。／船の上で⾷べるための⾷材を⽤意したり、船員を⾵呂へ連れて⾏ったり、港
を出⼊りする船をお世話する問屋が並んでいた。またお⾵呂場よりさらに内陸の太
⽥の⽅へ進むと飲屋街通りと⼥郎屋が続いていた[17]。この周辺は漁師に良く利⽤
され、飲んだり遊んだりする中⼼地[71]。昔は⾵呂で体を流して、飲み屋へ向かう、
というのが定番だった[180]。ここでケンカがあると、海に⾶び込んで逃げた⼈もい
た(526)[217]。⿂市場が移ってから、幾つかの問屋は移っていった[172]。 
 
安波⼭ ⼭麓（気仙沼⼥⼦校／⽕除神社・熊野神社） 
また海からは⼭の⼭麓に位置する気仙沼⼥⼦校や⽕除神社、熊野神社も⾒ることが
できる。／ 
気仙沼⼥⼦校は畠⼭学園気仙沼⾼校とも呼ばれ、気仙沼で初めての丸い屋根の⼥⼦
校で、かつては布折、縫い物をやっている学校だった(378)(375)(377)[193]。この周
辺ではマンモス校で、校舎の上に体育館があったため、運動部が部活をしていたら
集中できなかった。エレベーターがなく、休み時間になると 1F にある購買に⾛っ
た(379)[52]。昔は寮もあったそうだ(381)。駅から歩いて通っていた⼈もいれば、唐
桑・下島から船で通っている⼈もいた(368)[295]。 
かつて⼥⼦校を南に建てるか、北に建てるか議論されたことがあったが、そこは塩
⽥のあった⼟地で海抜が０に近いとわかっていて、また平成 30 年までにあのよう
な津波が来る確⽴は 95%と⾔われていたのに、津波のことに関しては全く議論がな
かったそうだ[257]。震災時は⼥⼦校の裏の⼭を超えて避難(368)。⽣徒たちが⼭を越
えて太⽥まできた。先頭の男の⼈が騒ぐ⼥⼦⾼⽣たちに「⼤丈夫だから」と叫んで
いた[139]。⼥⼦校は今後、コールセンターになってしまう[391]。 
⽕除神社は⽕事除けに由来して名付けられた⽕⾞の神社である(98)(99)[41]。⽕除神
社のすぐ近くには熊野神社があり、近所の⼦どもたちの遊び場となっていた。また
神社の近くにあった紅梅、やまと⾷堂などは⼦どもがよく⽴ち寄る場所であったが、
その中には履物屋の⼦どももおり、そういったお店の⼈は履物を買う際、その⼦の
店を利⽤していたそうだ(101)(97)(100)[357]。 

⿂町沿岸部 
昔、⿂町の沿岸部にはたくさんの船が縦に並んでいた(524)。台⾵のときは特に
多かった(525)。船乗りの⽗が出航するとき、学校を休んで⾒送りにいっていた
(511)(512)。 
震災後、この沿岸に残った⽡礫を被災した外国⼈が⽚付けていた(407)。また、
海と沿岸の建物の間にある道は、昭和 30 年くらいの頃に舗装された道で、チリ
地震が起こったとき、津波は膝下くらいまできた(410)(510)。この道の途中に、
海へと向かっている道があるが、かつてはこの先に桟橋が続いていたそうだ
[398]。また⿂町沿岸は海からこの道を挟んですぐに建物があるため、防潮堤が
造りにくい[323]。またこれまで⻑い間防潮堤について議論があったが、⿂町の
⼈たちは昔から家の前に船をつけ、海とともに暮らしており、防潮堤はいらな
いと⾔っていた(513)(523)[137]。 
沿岸部には海に⾯してたくさんのお店や問屋が⽴ち並ぶ。細⻑い家ほど古い家
だそうだ(502)。／船に雑貨を卸していたマルカンさんや、秋⼑⿂の煮付けがお
いしいと評判のカクダイ、マグロ漁船会社の勝倉漁業、村⽥漁業、船屋や⿂問
屋、マグロ関係のお店、冷凍⼯場など、漁業関係のお店が多かった。(397)(395)
(517)(518) 
(504)(501)(497)(514)(558)[18][218][171][24][102] 

また沿岸部には、幸（まるさち）漁業の道具、口十（かくじゅう）、小、 小 ⿂問屋、
ネ 、 キ 、 川 、 川 （やまかわ）さん、口大 （かくだい） 、⼀⼗など、屋号が残っ
ているところがたくさんあり、それらは昔問屋だったところである(403)(404) 
(405)(402)(396)(520)(521)(519)(515) (498)(499)(559)(560)[24]。その他にも藤⽥
屋や、⼤島電機、斎⺠商店、気仙沼商店など、様々なお店が並んでいた(522)(509)
(398)[94]。また気仙沼商店はもともとは⽂信堂という、この辺りで⼀番⼤きな
本屋さんだった[94]。また戦前、明治・⼤正にはここに市場があった(409) 
(527)。 

図６ シークエンス＿範囲-２ 

範囲-２ [魚町・安波山 山麓：旗_49 ／つぶやき_28 ] 
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った内湾は気仙沼⽂化の発祥の地である[181]。 
また、エースポートの横には道路を挟んで男⼭と磯⾕本店が⾒える。／男⼭は昭和の
初期に建てられた(275)[186]。屋根の形が特徴的で、店の形がかっこよかった 
そうだ(274)[75]。また磯⾕本店は⽣地屋で、東京から嫁いできた奥さんがいた。そこ
にお茶を飲みにいったりしていた(273)[307]。 
 
プロムナード・周辺 
⼤⾬や⾼潮が起こると、エースポートの裏辺りは⽔浸しになって、⾃動販売機が流さ
れたりした[133]。エースポートの前にはプロムナードと公園があり、売店やウサギ⼩
屋など遊べる場所がたくさんあって、⼦どもたちにとってとてもいい遊び場だった
(415)(440)[274][297]。またプロムナードには船のマストとスクリューのオブジェや⼥
性の像などもあった。マストとスクリューのオブジェは森進⼀の歌碑で、そこからは
森進⼀のみなと町のブルースが流れていた(414)(412)(292)[383][369]。 
台⾵がくると、エースポートの周りには 30 隻くらい船が集まる[68]。この海沿いで
海に浮いているゴミに⽯をあてて遊んだりしていた(411)。またここにはフェリーの発
着所もあり、唐桑で毎⽇ここから船で通っている⼈もいた(438)。またその船から乗り
降りするための浮桟橋は震災後、唐桑の港に流れ着いた[372]。 
 
お祭り 
ここエースポートとその周辺は地元のお祭りの場でもあった。／年⼀回、秋頃に開催
される荒磯祭では、海産物の出店、ステージ発表、カラオケ、マグロの解体ショーな
どが⾏われていた[340]。昔からある⻁舞のお祭りもここエースポートで⾏われていた
(437)[317][345]。みなと祭ではエースポート前あたりの海で灯籠流しが⾏われ、また
ボート漕ぎ競争のスタート地点ともなっていた。8 ⼈⼀組になってブイを回って帰っ
てくる(442)[262][272]。 
 
 

エースポート・周辺 
明治初期くらいまで、エースポートの裏の⽅はずっと海だった[309]。エースポー
トは海を埋め⽴てた後に、気仙沼の管福組によって建設された[342]。昔、エース
ポートから安波⼭までケーブルカーを通す計画もあったそうだ(424)(413)[344]。
エースポートの屋上には⾷事ができるところがあって、そこのレストランの常連
となっている⼈もいた(298)[3]。またアイスクリームを 100 円で⾷べられるとこ
ろもあった[297]。 
エースポートには市営駐⾞場が隣接している。／横町にある屋根の無い⻘空駐⾞
場と⽐べて⾼かった[345]。震災ではここの 2F くらいまで津波がきたそうで、震
災後、駐⾞場に⾞が刺さっていた(428)[364]。またこの駐⾞場の屋根に避難した⼈
もいた(426)。紫神社から 2,3 ⼈避難しているのがそこから⾒えた(427)。震災に
よって、駐⾞場にあったレンタサイクルがなくなった(429)[130]。 
今は港町にある⿂市場は、昭和 31 年までエースポートにあった。戦後、戦前よ
り⼩さくなった⿂市場はよくはやっていたそうだ(439)[64]。／⽊造の建物だった
(441)[89][261][164][182][143]。南町に⿂問屋が多いのはそれが理由。仕込みや、
船主も周りにあった[164]。⿂市場と⿂問屋が気仙沼⽂化の中⼼で、それがおこ 
 

範囲-３ [エースポート周辺：旗_21 ／つぶやき_28 ] 

範囲-４ [柏崎・港町：旗_48 ／つぶやき_19 ] ＊  [ ]つぶやき番号、( )旗番号を示す 

＊  [ ]つぶやき番号、( )旗番号を示す 

港町 
柏崎の岩場と海の間にある平地は港町と呼ばれ、昭和40年代に海を埋め⽴てられ
てできた⼟地である。／岩場の際がもともとの海岸線で、昔はこの際沿いに道路が
通っていた(572)(623)(618)(574)[251]。 
ここには気仙沼内湾で⽇本で初めて冷凍庫が誕⽣したことを伝える冷凍庫記念碑
があり(443)(538)(573)、その他にも、銭湯や気仙沼タクシー、靴屋さん、カメイガ
ソリンスタンド、昭和37年頃にエースポートからここに移ってきたお⿂市場など、
地域の⼈々が⽇常的に利⽤していたであろう商店や施設に加え、すがやさん⼯場、
みちのく建設、北部鰹鮪漁業、国際⽔産といった、漁業や建設関連の建物が⽴ち並
んでいた(623)(540)(539)(537)(541)(542)(622)(621)(534)(577)[185]。 
またこの中の北部鰹鮪漁業は通称「北かつ」と呼ばれ、所属船数は⽇本⼀を誇り、
25年前には最⼤140隻の漁船が所属していたそうだ(533)(535)(536)。 
港町のプラザホテル近くの海岸ではカレイを釣っていた(619)[212]。この海岸沿いを
⾛る道路の細い部分では、バスが海に落ちたこともあった(529)[195]。また逆に道路
の広くなっているところは、漁師達が漁の準備をする場所として利⽤されていた
[264]。海沿いの港にはイカ釣り・突き棒などの漁船が並び、これらの船には１や８な
どの縁起がいい番号が使われていた(532)[401]。船は朝五時半頃になると、どんどん
出発していったが、遊びすぎて船に乗り遅れることもあったらしい(568)(570)。 
また港町の弁天町よりの海沿いには「出航岸壁」と呼ばれる海岸があった。／ここに
は沖に⾏く船や⼊ってくる船、または他県の船もあり、たくさんの船が並んでいた
(631)[156]。またここは⽔深が深く、⼤きな船が停泊していた[466]。ここから⼀度出
発すると、数ヶ⽉から⼀年半くらい帰らなかった(630)[157]。 
 
また港町の海沿いは産業祭りやみなと祭りなど、内湾地域の祭りが開かれる場でもあ
った。／祭りのときには海沿いに屋台が並び(614)[264]、花⽕や海上うんづら、はま
らんや踊りなどが⾏われた。普段は気仙沼に来ないが祭りのときだけ訪れるという⼈
もいて、みんなとても感動したそうだ(615)(617)(571)(530)(531)(569)(610)(611)[19]。
震災当時はここから沖に船を出して、津波の被害から逃れようとした⼈もいた(620)。
また震災後、津波によって海岸沿いに打ち上げられた 400t 級の⼤型マグロ船は道路
を掘ってチェーンで釣り上げてどかした(612)(613)[49][468]。 
 

柏崎・プラザホテル 
湾を挟んで神明崎の向かいにある岩場は「柏崎」と呼ばれている[260]。／この
あたりには紫神社の兄弟神社があり、カボチャ祭りではここまで神輿が練り歩
く(543)(544)[1]。 
この岩場は明治初期頃、採⽯場として利⽤されていた岩地で、採掘のために岩
場ごと爆破する計画もあった(575)(578)[400]。 
また、ここの⼟地は地盤が強く、震災当時もコップ⼀つ倒れなかったそうだ
(580)[231]。 
岩場の上にはプラザホテルが建っている。／このホテルは⽵中⼯務店がその施
⼯の受注を受け、気仙沼の管福組が下請けし、昭和48年に建てられたものであ
る(579)(581)(582)[342]。 
プラザホテルからは海沿いへと続く坂道が出ており、ここの並⽊の中には結婚
した⼈が記念に植えた⽊があるそうだ[393]。 
震災当時は多くの⼈の避難先となった(576)。また岩場の下の海沿いの道が渋滞
していたため、プラザホテルの広場に⾞を乗り捨てて、幸町の⾼台に避難した
⼈もいた[437]。 
 

図８ シークエンス＿範囲-４ 

図７ シークエンス＿範囲-3 
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5.まとめ 

 以上、気仙沼市内湾地区を対象として1/500復
元模型の制作と現地での着彩-対話型WSを通し、

現地の人々の自発的な語りによって災害空間の被

災前の空間について情報を収集する調査手法を提

示し、得られた「旗」と「つぶやき」による証言の

データの整理と統合を行った。 

 また統合されたデータから特定のシークエンス、

本論では内湾沿岸を設定してデータをグループ化

し、内湾水面に浮かぶ船上から陸地を見渡す様な景

観に沿って得られる記憶の情景を記述した。グルー

プ化を行ったデータのうち、使用されていないデー

タは、「旗」が160件中12件、「つぶやき」は137件

中10件でそれぞれ１割以下となっており、データの

ほとんどがこれらのテキストの中に含まれている＊

１３。 

 範囲０〜範囲４までの作成された記述を一読す

ることにより見いだされる被災前の街の情景は、リ

アス式海岸の地形がつくり出したパノラマ状の景

観の中に、豊かな生活空間が形成されていたことを

伝えてくる。特に地図や写真からだけでは顕在化し

ない現地の人々にとっての街の情景にあふれてい

る。それらは以下の様な６つのタイプにまとめられ

る。 

①活動に関する情景：祭りやマグロ船の船出の模様

など、それぞれの場所でおこる非日常の情景や街の

呼吸の様に日常的にみられた船の操業や手漕ぎボ

ートなどの余暇の風景、遊びやケンカで海に飛び込

む情景など、海と不可分の生活が息づく空間であっ

たことが伺える。 

②音に関する情景：船や製氷工場の操業の様子など

が環境音として読み取れることに加え、船の上で大

音量でかかっていたレコードや、港で流されていた

歌謡曲など、内湾地区一帯が豊かな音環境であった

ことが想起される。 

③生活に関する情景：魚釣りでとれる獲物のことや

食事環境の経済的な情報など、日常生活に根ざした

些細な情報が生活空間に場所性を与えていること

が伺える。 

④変化に関する情景：埋め立てられた経緯や市場や

問屋といった水産業の立地の変遷が、街の場所性の

醸成に深く関わっていることが読み取れる。 

⑤景観の意味に関する情景：街の風俗や街で起こっ

た出来事の記憶など、語り継がれることで特定の意

味を持った場所性がつくられることが分かる。 

⑥震災に関する情景：いずれの範囲にも震災時の状

況や避難の体験に関する情景が登場するが、参加者

が慣れ親しんだ街においてこれまで体験したこと

の無い非日常的な状況に直面して生まれた新たな

場所性や、震災後の復興の歩みの中で議論が交わさ

れて顕在化した場所性があることが伺える。 

 上記の６タイプの情景は、生活空間における場所

性が様々な原因と経緯によって生成されることを

示している。また街や集落を計画することと、そこ

に暮らす人々が日常生活を繰り返し、歴史を積み重

ねていくことによって醸成され、変容を続けていく

街空間の生き生きとした姿が伺える。個々の記憶か

らだけでは立ち現れることのない、街空間と生活文

化を見いだすことができる。 

 以上、本稿の試みを通して、人々の個々の記憶を

総合し、震災により喪失した地域空間と上記で示す

ような多様な街の情景を顕在化する一手法として

の、復元模型の活用方法の可能性の一端を示した。

特に、復元模型が呼び起こす人々の記憶が、それぞ

れの場所の形状のみならず、音や意味や変化につい

ての情報を伴っている点や、写真などの記録媒体と

は異なる環境情報を収集できる点は、記憶の総合化

の観点において、この方法の有効性を示していると

言えるだろう。 

 また、本稿では気仙沼市内湾地区を対象地域とし

たが、岩手・宮城・福島におけるその他の各被災地

においても同手法を用いることが可能であり、本手

法はそれぞれの地域の空間・社会を顕在化し、保

全・継承していく手法として可能性があると考えら

れる。 

 一方で、個々の記憶はあくまでも人の心的な現象

であり、厳密な正確さに欠けることは否めない。ま

た７日間というワークショップ期間の間に参加し

た人々の証言によって再構築された情景に過ぎな

いとも言える。これらの点については地域やワーク

ショップ対象を変えての更なる検証が不可欠であ

る。加えて同手法により得られた街空間と情景の記

述を、具体的にどのような形で残し、あるいは地域

の人々、復興支援に携わる人々の中でどのように共

有し、活用していくかについても今後検討を重ねた

い。 
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補注  

＊1 参考文献1)参照。 

＊2 参考文献2)。災害における喪失と悲嘆は複雑に

絡み合っており、死別や事物の喪失とともに地域社

会の喪失の事例についても取り上げられている。

(p186) 

＊3 参考文献3)参照。 

＊4 独立行政法人防災科学研究所「３１１まるごと

アーカイブス」http://all311.ecom-plat.jp/inde 

x.php?gid=10127 閲覧日2013年10月17日 

＊5 Google「未来へのキオク」http://www.miraikiok 

u.com/ 閲覧日2013年10月17日 

＊6 20世紀初頭の文化人類学者マリノフスキーの言

葉。初めて体系的にエスノグラフィーを提唱した。 

＊7 参考文献4)。神戸市役所を対象とした調査では、

４２の災害対応業務について１６３人の市役所職員

へのエスノグラフィー調査を行うなど、膨大な一次

資料の収集と、それらを用いたワークショップによ

る暗黙知の継承を目指した継続的な取り組みが行わ

れている。 

＊8 参考文献5)参照。 

＊9 参考文献5)。発災３ヶ月後の90年1月にダウンタ

ウンを再び中心地として復興する方針を固め、行政

関係者１８名、民間１８名からなる復興計画「ビジ

ョン・サンタクルーズ」の策定委員会を設置、以後

市民も交えながら３００回を超えるワークショップ

と会議が行われ９１年９月にダウンタウンを「シビ

ック・リビングルーム(市民の居間)」とするキーコ

ンセプトを核に復興計画を策定した。 

＊10「記憶の街ワークショップin気仙沼-内湾」開催

期間：2012.9.22~9.28／開催場所：気仙沼市役所別

館ワン・テン庁舎2F／共催：エルメス財団・「失わ

れた街」模型復元プロジェクト実行委員会／企画：

神戸大学大学院槻橋研究室・横浜市立大学鈴木研究

室・気仙沼みらい計画／協力：スローフード気仙沼・

気仙沼復興商店街南町紫市場／後援：気仙沼市教育

委員会・気仙沼商工会議所・気仙沼市観光コンベン

ション協会・公益社団法人シビックフォース・アー

キエイド 

＊11 対話は「あなたの家はどこですか」「思い出の

場所を教えてください」といった単純な質問からは

じまり、語り手の語る内容を記録する。これを社会

学では「半構造化質問」という。 

＊12 この作業は文章化する過程として主観を排除

することが難しいため、文化人類学や社会学におい

て長く議論が交わされてきた。参考文献6) 

＊13 不使用の理由としては①個人のプライバシー

に関わる陳述である、②避難時の詳細な陳述、③個

人的な要望、主張を含む陳述、④陳述内容が不十分

（陳述になっていないもの）など、空間エスノグラ

フィーの観点から使用が困難であったものを不使用

とした。 
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