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災害復興過程におけるコミュニティラジオの可能性
岩手県野田村「のだむラジヲ」の軌跡から
大阪大学大学院人間科学研究科 講師 石塚裕子、教授 渥美公秀、
特定非営利活動法人久慈広域観光協議会 事務局長 貫牛利一、野田村商工会 会長 小野寺健二

１．被災地のコミュニティラジオ
コミュニティラジオは、地域に根ざした公共性（小
さな公共圏）を形成・維持・発展させる可能性をもっ
たメディアとして捉えられてきた。北郷（2015）は、

を提供、発信するべきだと感じ、野田村にもコミュニ
ティラジオ局が必要だと思い立ったことがきっかけ
である。
2012 年 8 月に初めて、野田まつりの会場において、

コミュニティラジオを「住民自らの参加と創造を伴う

村民有志と大阪大学の学生らによりイベント放送を

コミュニケーション」を醸成するメディアとして位置

行った。その後、コミュニティラジオ局の開設をめざ

づけ、小さな公共圏の確立に向けた方略に関する議論

したいという機運が高まり「のだむラジヲ開局準備会」

を展開している。一方、被災地でのコミュニティラジ

を村民有志 4 名と筆者ら、大阪大学の学生など外部

オは、臨時災害放送局に代表されるように、緊急時に

者の約 10 名で 2013 年 12 月に設立し、2019 年 5 月

地域に即した情報を受発信するメディアとして注目

に休止するまでの約 5 年半の間、活動を展開してき

を浴びることが多い（北郷, 2015）
。しかし、災害復興

た。

過程におけるコミュニティラジオについては、その必

のだむラジヲの活動理念は「野田村民による野田村

要性が阪神・淡路大震災当時から議論され、東日本大

民のための野田村民のラジオ」であった。本活動は単

震災以降は、各地で研究会が開催されたり（江幡,

にコミュニティラジオ局の開設に止まらず、村民の地

2016）、ラヂオ気仙沼など臨時災害放送局がコミュニ

域アイデンティティの醸成の場となり、むらづくりの

ティ放送局に移行して開局したりした事例もある。し

ハブとなることをめざし、東日本大震災からの復興の

かし、その数は少なく、復旧期後の復興過程における

コミュニティ・アーカイブズとして番組を残してきた。

コミュニティラジオの役割、効果などの検証は十分に

活動の経緯は表 1 に示すとおりである。3 つのステー

行われてないのが現状である。本稿では津波被災地の

ジに分けて軌跡を紹介する。

岩手県野田村においてコミュニティラジオ局の開設
をめざして、筆者らが村民有志と約 7 年半取り組ん
できた軌跡をたどり、その変遷から復興過程における
コミュニティラジオ活動、ラジオ番組制作の意義につ
いて考察する。

２．「のだむラジヲ」とは
「のだむラジヲ」の活動は、2011 年 12 年に村民と
災害ボランティアの有志がコミュニティラジオ放送
研究会を立ち上げたことに始まる。東日本大震災では
停電のためにテレビから情報が得られない中で、村民
有志の一人である小野寺健二氏がラジオの役割を再
認識し、行政からだけでなく村民自らが災害時に情報

表 1 のだむラジヲの軌跡

時期
2011.12
2012.08
2013.12
2014.03
2014.11
2014.12
～2015.2
2015.03
2016.07
2017.02
2018.02
2018.05

主な取り組み
研究会立ち上げ
野田まつりでイベント放送を行う
「のだむラジヲ開局準備会」を設立
移動スタジオ放送（村内イベント会場で
の放送）の開始
公開研究会の開催を開始
「のだむラジヲ創る会」
FM 岩手放送の地域限定番組「くじなの
だ」を担当
「のだむラジヲたより」発行
のだむラジヲスタジオ開所
のだむラジヲフェスタ（第 1 回）開催
のだむラジヲフェスタ（第 2 回）開催
野田村役場との勉強会を開始
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（１）軌跡１：コミュニティラジオ局の開設をめざす

するほか、2015 年 3 月から「のだむラジヲだより」

2013 年 12 月 14 日に設立した「のだむラジヲ開局

を発行して村内全世帯に配布した。このような取り組

準備会」
（以下、のだむラジヲと示す）は、協議の結

みを経て、のだむラジヲの認知は村内に徐々に広まっ

果、開局目標年次を 2017 年春とした。ここから「3

ていった。

年後には開局」を合言葉に何度も会合をもち、放送技

第 2 回創る会（2015 年 3 月 12 日）では、試験放

術の習得を兼ねた移動スタジオ放送を開始した。放送

送番組に出演した約 20 名の村民が集まり、出演した

は若手の有志 2 名が中心となり、大阪大学の教員、学

感想やコミュニティラジオの役割などについて語り

生たちが外部者として協力して行った。移動スタジオ

合った。その中で、「ラジオで話すことで、これまで

放送とは、村民が集まる市日や季節行事の会場、仮設

の自分の活動を振り返る良い機会となった」、
「時間が

住宅集会所など様々な所へ出かけて、仮設のスタジオ

足りなくて活動について伝え切れなかった。もっと話

を設置して行うイベント放送である（写真 1）。

表 2 くじなのだ「のだむラジヲコーナー」
放送日

内容

出演
者数
12 月 4 日 のだむラジヲ開局準備会のこれまでとこ 3 人
れから
11 日 大阪大学野田村サテライトの紹介
3人
荒海ホタテ団の紹介
18 日 村内保育所おゆうぎ会の歌声
2人
25 日 野田村の音楽サークル活動
―コールさわらびとのだ吹奏楽団―
1 月 1 日 2015 年を迎えて

写真 1 移動スタジオの様子

このような活動を始めた最中に、県域放送局（エフ
エム岩手）よりエリア限定ラジオの社会実験事業（番
組名「くじなのだ」
）への協力要請があり、のだむラ
ジヲとして参画することになった。この事業への参画
は、のだむラジヲのメンバーが本物のラジオ放送を経
験する貴重な機会となり、放送技術の向上に大いに寄

6人
1人

8 日 野田村歴史の会の取り組み

3人

15 日 小正月「なもみ」行事となもみ保存会

1人

22 日 自慢の産品紹介―ワカメとシイタケ

2人

29 日 文化活動サークル紹介
―あっぷっぷとだらすこ工房―
2 月 5 日 食生活改善推進協議会の紹介

4人
3人

12 日 チーム北リアス―写真班の取り組み

2人

19 日 女子からみた野田村の魅力紹介

1人

26 日 プレゼンター佐々木陵太の仕事と思い

1人

28 日 のだむラジヲのこれから
ﾚｷﾞｭﾗｰｺｰﾅ- 野田村方言コーナー

2人
1人

与した。さらにこの事業は、ラジオ放送に関心の高い
有志による活動だけでなく、多数の村民が関わる活動
へと方針を転換する転機となった。これまで有志のみ
で協議してきた会合の一部を公開型とした。また、県
域放送局と協働で実施する試験放送番組には可能な
限り多くの村民に出演してもらうことをめざした。そ
の結果、2014 年 12 月～2015 年 2 月末までの計 14
回の試験放送に、16 団体、延べ 50 名以上の村民が試
験放送番組に出演することができた（表 2、写真 2）
。
また、公開型の会合（
「のだむラジヲ創る会」
）を開催

写真 2 「くじなのだ」放送の様子
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してみたい」といった声が上がった。また、野田村の

の「NPO 等による復興支援事業費補助金」（2016、

方言を紹介するコーナーを楽しみにしていたという

2017 年度）を申請して採択され、活動に弾みがつい

意見もあり、試験放送に出演したり、聴いたりするこ

た。村の中心部に新たに建設されたコミュニティ交流

とは、村での暮らしぶりや文化を再確認する機会とな

施設の一室を借りて、常設のスタジオを開設した。コ

ったようであった。さらに第 3 回創る会（2015 年 4

ミュニティラジオの必要性を村民に認知してもらう

月 12 日）では、コミュニティラジオについて、村内

ためには、定期的な放送を行うことが課題となってい

と村外、発信側と受信側の 4 つをキーワードに意見

た。それが常設スタジオをもつことで実現可能となり、

交換を行った。その結果、コミュニティラジオは「村

スタジオが立地するコミュニティ交流施設で商工会

民同士の対話のツール」
、
「村民外の人との対話のツー

と役場が中心となってはじめた、毎月最終土曜日に行

ル」
、
「村内の情報交換」
、
「遠方に住む村出身との対話

われる夜市の時間に、定期放送を行うことにした。こ

と情報提供のツール」
、そして「村の記録・記憶の媒

の時期には、放送活動をするメンバーが、少数ながら

体」など 5 つの機能を持つ可能性を村民自身により

も充実してきた。放送技術を担当する前田豊氏は本業

確認され、共有された（写真 3）
。

も放送業界で働くプロである。前田氏は野田村出身で
現在の自宅は盛岡にあるが、高齢の親を介護するため
に週末は野田村で過ごす二地点居住をしながら、のだ
むラジヲの放送活動を支えてくれた。また、ニュース
レターの発行など、主に広報を担当している崎山久美
氏は野田村役場の職員である。その他に代表の小野寺
健二ほか数名の村民が、さまざまな形で活動を支えて
いた。
これらの仲間で法人化にあたって活動のミッショ
ンについて協議を重ねた。その結果、新たにつくる法
人は、コミュニティラジオ放送を中心に、村内のさま

写真 3 のだむラジヲの役割

このようにのだむラジヲの取り組みは、4 年目を迎
えて村民全体の活動へと広がりを見せはじめた。そし
て、単なる情報伝達手段としてのラジオではなく、村
民自身が村での暮らしぶりや歴史、文化を見つめなお
す機会となり、震災の経験を記憶し、村の復興、自ら
の未来を語り、村内外に発信するツールとなることを
村民自身が確認することとなった。のだむラジヲの取
り組みは、野田村のアイデンティを醸成する場となっ

ざまな団体や活動をつなぐ「ハブ」のような機能をめ
ざすこととした。いわゆる、まちづくり会社のような
ものである。その拠点として常設のスタジオを活用し
ていき、ラジオ放送だけでなく、さまざまな団体と協
力して野田村を盛り上げるような活動へと広げるこ
とを試みた。具体的には、「のだむラジヲフェスタ」
を商工会青年部、商店会などと協力して開催した。ま
た常設スタジオを実験工房に見立て『FabLab～Fab
ラジ～』と命名し、モノ・コト・オトの工房として運

ていったのである（Atsumi, Ishizuka, & Miyamae,

用していくことにした。モノづくりでは、村内に立地

2016）。

する県立久慈工業高校に協力してもらい、レーザーカ

（２）軌跡２：のだむラジヲを「ハブ」に
2016 年度からは開局に向けて法人化手続きや電界
調査などといった本格的な準備段階を迎えた。準備を

ッターを用いてオリジナルの人形づくりキットを開
発したり、モノづくりワークショップを開催したりし
た（写真 4）。またオトづくりでは、ラジオ放送をは

進めるにあたって資金が必要となることから、岩手県
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じめ、番組づくりの勉強会などを村民むけに開催した。

組が、時事情報としてだけでなくアーカイブとして機

コトづくりでは、
「のだむラジヲフェスタ」として、

能し、特に震災のあった野田村では、復興の記録・記

バレンタインデーにちなんだイベントを複数企画し、

憶となる可能性を持つことを表していた。そこで筆者

その一つである村内の商店を訪問するとチョコレー

らは、コミュニティラジオ局の開設と関連した別軸の

トがもらえる「スタンプラリー」を行い、子どもたち

取り組みとして、ラジオ番組をアーカイブズとして活

が村内を駆け巡った。

用することを試みた。

このように、のだむラジヲはコミュニティラジオと
いう枠組みを超えて、村づくりのハブとして様々な活

３．復興ラジオからコミュニティ・アーカイブ

動を展開していった。

ズへ
（１）コミュニティ・アーカイブズ
アーカイブズとは「国家や地方の行政組織や、企業、
家や個人などの活動から作成された記録資料が非現
用となった後に、アーキビストが評価・選別を行った
上で移管された資料群およびそれらを保管・保存する
施設」と定義される。しかし、アーカイブズ資料のデ
ジタル化が進行する中で、アーカイブズは、対象、収
集公開方法、そして編纂の意味づけも変革期を迎えて
いる（研谷, 2015）。アーカイブズの評価・選別はアー
キビストといわれる専門家だけでなく、市民が参画し

写真 4 モノづくりワークショップの様子

（３）軌跡３：復興の記録・記憶「コミュニティ・ア
ーカイブズ」
通常のテレビやラジオは時事を扱い、情報が流れて
いくメディアである。しかし、のだむラジヲでは、時
事情報の収集能力、量に限りがあったため、過去に制
作した番組を再び流す機会が多かった。2016 年 9 月
25 日に開催された夜市において、2014 年 12 月 18 日
エフエム岩手エリア限定ラジオ「くじなのだ」で放送
した村内保育園おゆうぎ会の番組を再放送した。もち
ろん当初は、その年月に行われたおゆうぎ会の様子を
伝えることを目的とした番組であったが、
その約 2 年
後の再放送では、子どもたちから「私が歌っていたん
だよ」とか、大人からは「（子どもの声に）元気をも
らったねぇ」と 2 年前を振り返り楽しむ人たちがい
た。そして初めて聞いた人からは「いつ収録したので
すか？」と関心をもち、再放送を聴くことで 2 年前の
村の様子を思い出している人もいた。これはラジオ番

て ア ー カ イ ブ を 構 成 し て い く 手 法 （ Community
Archive：例えば、Cook, 2013）が注目されている。
そのような中で起こった東日本大震災では、震災直
後から様々な資料の収集、記録が行われ、国、自治体
だけでなく市民活動としても多様なアーカイブズが構
築された。収集内容は、①手記、②写真、③インタビ
ュー、④映像、⑤音声、⑥ウェブサイトに分類できる
（永村ら, 2013）。写真が約 8 割を占め、映像や音声な
どは少ない傾向にある（柴山ら, 2017）。また、収集時
期が震災発生から 1 年以内のものが多く、震災前や復
興過程など収集が継続できていない傾向も確認されて
いる（柴山ら, 2017）
。そして、その利活用は、これか
らの課題となっている。
野田村周辺では「久慈・野田・普代

震災アーカイ

ブ」があり、約 13 万件の資料を収集している。その
中で体験談については約 2,000 人分を収集している
が、文字情報として保存し、元の音声データの保存に
ついては関知しない状況にあった。このため野田村に
復興 (27 号) Vol.10 No.2 2022.3.
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は音声アーカイブが少なく、のだむラジヲが新たなア

ィの強化をはかり、復興・防災の促進を図るとともに、

ーカイブコンテンツを収集、提供できる機会となるこ

ラジオ番組のアーカイブ化を防災教育に活かし、村民

とを確認した。

による番組制作が、さらに復興、防災の促進をはかる

のだむラジヲで制作するラジオ番組は、アーカイブ

ような循環を創っていくことをめざした。なお、表 3

資料分類でいう、インタビューと音声の記録である。

に示すアーカイブ番組は、野田村が開設した復興展示

これらの記録は、写真や手記と比較して少数であり、

室で保管、視聴できるようにし、オープンアーカイブ

記録の経緯や出所、来歴などが不明な資料が多いこと

化する予定である。

が課題となっている中、ラジオ番組として関連資料と

表 3 制作した番組

る番組制作（および、そのアーカイブ化）を行った（表

出演者
出演者の概要
主な内容
S さん 自宅が津波に流されて 震災当日の体験談
夫妻
被災。現在は高台の災 仮設住宅での暮らしぶ
害公営住宅に居住。民 り
生委員として長年活
高台での暮らしぶり
動。
NPO
震災直後に設立された メンバーの被災体験
法人
地元 NPO 法人。子ども NPO 法人の理念、活動
に笑顔を届ける活動を 内容
展開。
園芸店 自宅、店舗ともに被災 震災当日の体験談
O さん を免れる。地元の園芸 村の復興について
店として仮設住宅で園 震災前後の気持ちの変
芸講習会を行った。
化（仕事への誇り）
元漁師 村の漁業の功労者であ 震災当日の体験談
O さん り、大正 13 年生まれ 過去の津波の経験と伝
の長老。
承について
村の復興について
郷土史 元行政職員で郷土史会 震災当日の体験談
会 H 氏 会長。
先祖からの教えについ
自宅は津波で流され被 て
災。
記念碑建立の経緯につ
いて

3）。

（３）ラジオ番組の可能性

共に保存していく活動は有用であると考えた。
（２）番組制作を通じた災害復興・地域防災に関する
アクション・リサーチ
本活動は（公財）電気通信普及財団助成「コミュニ
ティＦＭの番組制作と災害復興・地域防災に関するア
クション・リサーチ」の支援を受けて 2017～2018 年
の 2 年間で実施した。2017 年に「東日本大震災の記
憶と子どもたちへのメッセージ」と題した村民インタ
ビューを行い 3 つの番組を製作した。そして制作し
た番組をアーカイブとして活用する試みとして、野田
村小学校 6 年生の「野田の元気をみつけようプロジ
ェクト」で活用してもらった。2018 年度は、村民イ
ンタビューによる 2 番組を追加制作した。そして昨
年から引き続き野田中学校 1 年生となった生徒が取
り組む「地域を調べる学習」と連携し、その成果発表
の場である生涯学習発表会の場を介して、中学生によ

本アクション・リサーチでは、図 1 に示すとおり、

2 年間のアクション・リサーチの結果、ラジオ番組

ラジオ番組の制作、放送を通じて地域アイデンティテ

がアーカイブとして活用できる可能性、またそのアー
カイブが、地域アイデンティティを醸成するツールと
して十分な価値を持つことを確認した。特に番組制作
は、住民自身による災害の伝承手段として主流である
手記や語り部活動とは異なり、第三者となるインタビ
ュアーとの対話から新たな語りが生み出される点が
着目に値する。多くの対話の中から、貴重な記憶を発
見することができ、当事者による当事者のためのアー
カイブズへと成長していく可能性があるといえる。

図 1 アクション・リサーチの展開図

手記や語り部は、当事者から聴き手への一方通行と
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なりモノローグとなりやすいが、番組制作では当事者

放送、「くじなのだ」試験放送等は、多くの野田村民

と聴き手の間に進行役となるアナウンサーやインタ

が自身の暮らしぶりや活動、仕事、そして震災を経た

ビュアーが存在することでダイアローグ（対話）とな

野田村の今を確認し、振り返る機会を提供したといえ

る。これまでのアーカイブズでは、写真や手記などが

る。これらの機会は村民が自身のアイデンティティと

多数を占め、
インタビューなどのダイアローグ（対話）

野田村に感じるアイデンティティを確認する場とな

の記録は非常に少ないことがわかっている。調査手法

った。そして、その放送を聞いた村民（アクションリ

としてアクティブ・インタビューなど、聴き手と語り

サーチでは生徒たち）にとっても、地域アイデンティ

手の相互行為による語りの活性化の重要性について

ティの醸成する機会に寄与していることがわかった。

は既に指摘されているが、アーカイブズの収集技法と

二つめは「村づくりのハブ」の必要性が明らかにな

して、ダイアローグ（対話）の重要性は、これまで指

ったことである。野田村には、それぞれに魅力的な団

摘されてこなかった。この活動を通して、コミュニテ

体があり、野田村への熱い想いをもって活動している。

ィ・アーカイブズにおいては、ダイアローグ（対話）

これらをゆるやかにつなぐことにより、さらなる発展

による記録が有用ではないかという新たな仮説が生

の可能性を「のだむラジヲフェスタ」などの活動を通

まれた。また、アーカイブは静的な集積物ではない。

じて確認した。のだむラジヲは、その役割を十分に果

アーカイブへの集積は、その対象の選択、整理、保存

たすことはできていないが、「村づくりのハブ」の必

などの過程が動的であり、アーカイブの利活用につい

要性を示し、考える機会を提供したといえる。

ては、利活用の目的、環境などに応じて動的な対応が

そして三つめは、住民主体のラジオ番組制作が、コ

求められる。こうした動的なアーカイブ（アーカイビ

ミュニティをベースにしたアーカイビングになる可

ング）について、アーカイブを作成、維持、利活用す

能性を示したことである。佐藤ら（2018）は、コミュ

る主体に注目し、アーカイブを巡る運動が社会にもた

ニティ・アーカイブズを、イリイチ（1973 渡辺京二・

らす意義を射程に入れた議論としてコミュニティ・ア

渡辺梨佐訳 2015）のコンヴィヴィアルな道具になり

ーカイブの議論がある。せんだいメディアテークの「3

得るという。すなわち、コミュニティをベースにした

がつ 11 にちをわすれない」プロジェクトなどの先進

アーカイビングは「専門家に占有されてしまった技術」

的な活動事例では、当事者の視点を重視し、他者の想

を「よりよく生きるための道具に転換させる」営みで

起の可能性を開き、記録と収集、活用が連動したアー

あり、個々人が周囲の事物や環境との間に、また周囲

カイビングが展開されている。のだむラジヲの取り組

の人達との間に、自立しながらも相互に関わり合うこ

みも同類に位置づけることができるだろう。住民主体

とで、ともに活き活きとしている状態を作り出すこと

のラジオ番組制作は、コミュニティをベースにしたア

につながる。
「『野田村民による野田村民のための野田

ーカイビングであるといえる。

村民のラジオ』をめざした番組制作のプロセスが『野
田村民による野田村民のための野田村民のアーカイ

４．「のだむラジヲ」の軌跡が語ること
のだむラジヲの 5 年半の活動の軌跡を振り返って

ブズ』
」を創る道具になったと言い換えてもよいので
はなかろうか。

きた。2020 年 9 月現在、のだむラジヲは残念ながら

震災から 10 年を迎えようとする時期に、筆者らは

開局には至っていない。しかし、のだむラジヲの活動

のだむラジヲの活動を振り返る場を持ち、語りあった。

が創ってきたものとして次の 3 点に集約できるだろ

開局するには、免許取得の難しさや、資金調達の難

う。
一つめに、のだむラジヲが行ってきた移動スタジオ

しさがあったが、何より放送する人の確保が問題であ
ったという結論に至った。数名の有志で活動していた
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が、何が何でも開局したいと強く思う者がいなかった。
そして広く村民に自分たちのメディアとして開局し
てほしいと考えてもらえるような役割を示しきれな
かった。外部者として関わった者は「誰を応援してい
るのか、わからない」と感じた時期もあった。震災か
ら 5 年、6 年が経ち、仮設住宅からようやく退去でき
るようになり、日々の暮らしが落ち着いてきた時期に、
「誰がどこまで何について本気になれるかが改めて
問われる場を経験したように思う」と振り返った。何
かに突き動かされるように活動が展開する災害直後
とは異なり、復興という長い時間スパンの中で新たな
事を興すことの難しさを経験したのである。
のだむラジヲはコミュニティラジオ局という形は
残せなかったが、地域アイデンティティの醸成と自立
した村民によるよりよく生きるための活動のあり方
を示し、コミュニティ・アーカイブズという運動の端
緒を創った。東日本大震災の津波被災地では、ハード

Community Radio and “Picturescue” in Noda Village, Iwate
Prefecture. IDRiM, 6(2), 47-57.
Cook, T. (2013). Evidence, memory, identity, and community: four
shifting archival paradigms. Archival Science, 13, 95-120.
江幡平三郎（2016）.「地域活性とラジオの力！」第五回のだむ
ラジヲ創る会講演資料
イリイチ・イヴァン 渡辺京二・渡辺梨佐（訳）
（2015）. コン
ヴィヴィアリティのための道具 ちくま学芸文庫
（Illich, I. (1973). Tools for Conviviality. Harper & Row.）
北郷裕美（2015）. コミュニティ FM の可能性：公共性･地域･
コミュニケーション 青弓社
研谷紀夫（2015）. デジタルネットワーク社会において複合化
する記録資料とアーカイブズ, ka『メディア表象』 東京大
学出版会（pp.67-84）
松浦さと子・川島隆（2010）. コミュニティメディアの未来 晃
洋書房
永村美奈・佐藤翔輔・柴山明寛・今村文彦・岩崎雅宏（2013）.
東日本大震災に関する記録・証言などの収集活動の現状と
課題 レコード・マネジメント, 64, 49-66
佐藤和久・甲斐賢治・北野央（2018）. コミュニティ・アーカ
イブをつくろう！：せんだいメディアテーク「3 がつ 11 に
ちをわすれないセンター」奮闘記 晶文社
芝山明寛・北村美和子・ボレー・セバスチャン・今村文彦（2017）.
近年の震災アーカイブの変遷と今後の自然災害アーカイ
ブのあり方について デジタルアーカイブ学会

整備による復興は概ね完了した。これからの真の復興
を実現するために必要な地域コミュニティの活性化
が大切になる中で、のだむラジヲの軌跡はローカルメ
ディアの新たな役割と可能性を示したと言えるだろ
う。震災から 10 年が過ぎた野田村には、避難タワー
を兼ねた復興展示室が開設され、震災伝承施設『3.11
伝承ロード』の第三分類施設となった。のだむラジヲ
で制作した番組は、村民の声のアーカイブとして活用
される予定である。展示室での活動を通じて、村民が
中心となりアーカイビングできるのか、今後の展開に
期待したい。
補注
本稿は渥美公秀・貫牛利一（編）
（2021）
（
『東日本大震災と
災害ボランティア 岩手県野田村復興への道』大阪大学出版
会）第 1 章「五十にして天命を知る」
（pp.19-20）
、第 9 章「復
興に向けた新たな活動に伴走する」
（pp.241-258）を基に再構成
した。
参考文献
渥美公秀・貫牛利一（編）
（2021）. 東日本大震災と災害ボラン
ティア 大阪大学出版会
Atsumi, T., Ishizuka, Y., & Miyamae, R. (2016). Collective Tools for
Disaster Recovery from the Great East Japan Earthquake and
Tsunami: Recalling Community Pride and Memory through
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まんが

東日本大震災を経験して感じた「萬画の力」
顔写真
(別途ファイル
でのご提出で
も結構です。）

株式会社街づくりまんぼう
代表取締役社長 木村

仁

１．マンガを活かしたまちづくり

さらに石ノ森先生が代表を務めるストーリー漫画家

石巻市は宮城県の北東部、東北地方最大の河川・

の親睦団体「マンガジャパン」に所属する漫画家の

北上川の河口部に位置し、古くから舟運、海運によ

先生方（ちばてつや、水島新司、矢口高雄、里中満

る交通の要衝であったことから商業集積地として栄

智子、モンキー・パンチ、やなせたかし先生ほか多

え、近年においても漁業、水産業、造船業、商業等

数の先生方）が石巻のまちおこしに協力をしてくれ

を軸に仙台市に次ぐ宮城県第二の都市として賑わい

るというのだから、これを逃したら石巻が元気にな

をみせていました。しかし、モータリゼ―ションの

れる機会はないんじゃないか、このチャンスを何と

進展に対する中心部の道路や駐車場等の立ち遅れ、

かものにしようと有志が立ち上がり市民運動を始め

郊外型大型店舗の進出による市街地の空洞化、また

ました。しかし、そう簡単に市民の理解は得られま

核家族や少子高齢化による定住人口の減少等により

せんでした。現在でこそ全国各地でマンガやアニメ

中心市街地の存続が危ぶまれるようになりました。

を活用した様々な地域活性化事業が行われ、実際に

このような状況の中、平成 7 年７月に宮城県出身

効果を出している地域もありますが、今から 26 年前

の漫画家・石ノ森章太郎先生が石巻を訪れ、当時の

は「マンガでまちおこし」というコンセプトはほと

市長と会談する機会があり、元気がなくなってきた

んど理解もされず、「マンガなんかでまちおこしがで

石巻市を再興する起爆剤として、石ノ森先生の全面

きるものか」、「税金の無駄使い！」などと罵声を浴

協力のもと「マンガを活かしたまちづくり」の話が

びせられたり、活動を妨害されたりすることもあり

浮上しました。石ノ森先生は県北の中田町（現・登

ました。それでも、「マンガを活かしたまちづくり」

米市）出身で、学生時代に映画を観るために自転車

の可能性を信じ、仲間の輪を広げ、賛同者を増やす

で片道数時間かけてよく石巻に来ていたそうです。

ために様々な活動を行いました。

しかし数十年ぶりに来た石巻の街には当時の活気あ

このような活動をしていた時に意識していたのが

ふれる様子はなく、寂しい姿に変わっていたことを

「マンガ的発想」です。これはマンガの活動の中で

残念に思い、自分のマンガで街を元気にできないか

生まれた造語で、「先入観や固定観念にとらわれない

と申し出てくれたのです。

自由な発想」という意味です。実際には起こらない

それはとてもありがたい提案ですが、新たな取り

ことや絶対にできないことでも、マンガの中ではい

組みを行うには市民の合意形成が不可欠で、さらに

とも簡単にできてしまいます。言わばマンガは「何

お金もかかります。当時の石巻市においては、まず

でもアリ」の世界なのです。このような何でもアリ

衰退した基幹産業にテコ入れすべきという意見が大

の自由な発想で面白いことをやっていくことが大切

半を占め、産業の衰退、人口減少によって税収も減

であり、それこそが「マンガを活かしたまちづく

る中で「マンガでまちおこし」という新たな施策に

り」に通ずるものだと考え、市民自ら参加するマン

踏み出す余裕はなかったというのが現実でした。

ガ仮装イベント、中心市街地２km にも及ぶ日本一長

しかし石ノ森先生が全面的に協力をしてくれる、

いテープカット、子供たちからマンガを使った商品
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化のアイディアを募集し優秀なものを本当に商品化

映像を自由に観ることができるライブラリー、マン

するコンテスト、また現在では考えられないような

ガに関する創作体験ができるマンガ工房、カフェに

豪華さなのですが、街中の空き店舗を使った石ノ森

なっています。萬画館は今年（2021 年）7 月に開館

章太郎、ちばてつや、里中満智子、モンキー・パン

20 周年を迎えました。これまでに年間約 20 万人、

チ、矢口高雄の合同原画展など、市民と一緒に知恵

開館以来約 356 万人もの方々に来場いただいており、

を出し、汗をかいてウェ―ブを起こしてきました。

石巻の賑わい創出に大きな貢献を果たしています。

このような活動が実を結び、平成 9 年 3 月に石巻
市が「石巻マンガランド基本構想」を策定し、夢の
実現に向けてさらに進み始めました。その後も様々
な取り組みを行いながら賛同者を増やし、
“さざ波”
だったマンガの活動は着実に広がり“大きなうね
り”へと変わっていきました。
平成 11 年 7 月に石巻マンガロードに「サイボーグ
009」像が完成、平成 12 年に「田代島 MANGA あいラ
ンド」がオープン、そして平成 13 年 7 月 23 日に念
願の石ノ森萬画館が完成し、マンガの活動の拠点と

写真 1

石ノ森萬画館の外観

して動き出しました。無理だと思われていた“夢”
が叶った瞬間でした。石巻の「マンガを活かしたま

萬画館に来ると目を引くのが特徴的な外観です

ちづくり」は、まちを元気にしたいと想う人たちの

（写真 1）。宇宙船をイメージした球体をしています

熱意と、マンガの可能性を信じて活動してきた人た

が、これは石ノ森先生がデザインしてくれたもので、

ちの汗が原点にあります。

石ノ森先生がキャラクターたちと宇宙船に乗ってや
って来て「マンガッタン」に着陸し、石巻を元気に

２．まち全体がマンガのミュージアム

するためにキャラクターたちが街中に散らばってい

石ノ森萬画館は 3 階建てで、1 階には総合案内、

くというストーリーを描きました。この「マンガッ

グッズショップ、トキワ荘紹介コーナーなどがあり

タン」という名称も石ノ森先生が名付けてくれまし

ます。スロープを進むと映像ホールがあり、萬画館

た。石ノ森先生が石巻を一望できる日和山から萬画

でしか観ることのできない映像作品「シージェッタ

館が立つ中州を見た時にニューヨークのマンハッタ

ー海斗特別編」、「龍神沼」、「消えた赤ずきんちゃ

ン島に形が似ていると言って、以来この中州を「マ

ん」を上映しています。さらにスロープを上って 2

ンガッタン」と呼ぶようになったのです。

階にいくと常設展示室と企画展示室に辿り着きます。

萬画館のロゴに英字が併記されていますが、よく

常設展示室ではサイボーグ 009 や仮面ライダー、人

見ると「ISHINOMAKI MANGATTAN MUSEUM」と書かれて

造人間キカイダーなどの代表作が立体的に展示され

います。石ノ森萬画館を日本語に直訳すると

ている他、貴重な原画も展示してあり、石ノ森ワー

「ISHINOMORI MANGA MUSEUM」になるのですが、あえ

ルドを存分に味わうことができます。企画展示室で

てこのような英字表記をしているのには理由があり

は年に 4～5 回程度の特別展を開催しており、石ノ森

ます。それは「石ノ森萬画館だけがミュージアム」

作品に限らず人気のマンガやアニメの展示を観るこ

ではなくて「まち全体がマンガのミュージアム」と

とができます。3 階は 6,000 冊の漫画本と 300 本の

いう考えからこのような表記にしています。
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像（写真 3）
、漫画家ギャラリー、ロボコンのマンホ
ール等が設置されており、楽しみながら散策できる
ようになっています。また萬画館のみならず、市街
地各地でマンガのイベントが開催されるなど「マン
ガのまち」として大いに賑わいを見せていました。

３．東日本大震災
石ノ森萬画館を中心に行ってきた石巻の「マンガ
を活かしたまちづくり」は順調に進み、全国的にも
成功事例として知られるようになってきましたが、
開館から 10 年を迎えようとしていた平成 23 年 3 月
写真 2

仙石線マンガッタンライナー

11 日、あの東日本大震災に見舞われました。
地震が発生した時に私は石巻魚市場近くの食堂の
2 階で昼食をとっていて、突然激しい揺れを感じま
した。2 日前にも大きな地震があって無事だったの
でまた大丈夫だろうと軽く考えていましたが、収ま
るどころかドンドン揺れが激しくなり、「これはただ
事ではない！」と思い机の下に潜って床に這いつく
ばっていると、目の前の床がヒビ割れ、階下に落ち
るんじゃないかと命の危険を感じました。しばらく
の間必死に耐え、揺れが収まるとすぐに外へ飛び出
して避難しました。
萬画館にいるお客様とスタッフが心配で、すぐに
電話をしましたがつながりません。急いで自分の車
で萬画館に戻ると、お客様と職員が避難した後で職
員 1 人が残っていました。ホッとしたのも束の間、
目の前を流れる北上川の水位が今まで見たことのな

写真 3

マンガロードのブロンズ像

いくらい下がっていたのに気づき、瞬時に「津波が
来る！」と思いました。残っていた職員と「津波来

仙台駅から石ノ森キャラクターがラッピングされ

るから早く逃げるぞ！」、「鍵をかけたらすぐに行き

た列車「仙石線マンガッタンライナー」（写真 2）に

ます。先に行って下さい！」、「わかった、すぐに来

乗って来ると「石巻駅マンガステーション」に到着。

いよ！」、「はい！」といった会話をして、私は車で

駅舎には所狭しと石ノ森キャラクターが装飾され、

高台の日和山へ向かいました。すると街中が渋滞し

改札近くではサイボーグ 009 と仮面ライダーが出迎

ていたので、私は咄嗟に方向転換して川岸の道を通

えます。駅を出てからは石巻マンガロードを通って

っていきました。河口からはすでに巨大な津波が向

石ノ森萬画館へ。マンガロードには、石ノ森キャラ

かってきているのが見え、無我夢中でアクセルを踏

クターのフラッグや等身大モニュメント、ブロンズ

みました。坂道を登り始めると、すぐさま津波が押
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し寄せてきましたが、間一髪のところで助かった･･･。
地震から約 50 分後のことでした。

生が守ってくれたのだと思いました。
それからは職員や家族の安否確認に奔走し、1 週

日和山から萬画館が建つ中瀬を見下ろすと、すで

間ほどで全員の無事を確認。これだけ多くの犠牲を

に中瀬は津波に飲み込まれ、萬画館だけがポッカリ

出した大災害にも関わらず、職員とその家族全員が

と浮かんでいるように見えました。そして船や建物、

無事だったことは奇跡的なことで、本当に運が良か

おびただしい数の瓦礫等が次々と萬画館にぶつかっ

ったと思います。

ていきます。市街地に目をやると、かなりの高さの

3 月 20 日頃から徐々にスタッフが集まりだし、萬

浸水に見舞われていました。残った職員がどうなっ

画館を埋め尽くしている瓦礫や汚泥の撤去を始めま

ているのか…。何度もメールと電話をしましたが応

した。自宅が被災しているにも関わらず萬画館の片

答がなく、夕方になってやっとメールが返ってきま

付けをするために職員たちが集まり、先の見えない

した。
「大丈夫です。約 40 人の避難者と萬画館にい

不安の中、途方もない撤去作業をみんなで力を合わ

ます」
。言葉にならないほどの嬉しさと安堵感が込み

せて黙々と行いました（写真 4）
。

上げてきたのを今でも覚えています。
残った職員は避難せずに萬画館に残っていました。
津波が来るといってもこんな大きい津波が来るとは
思わず、津波の様子を撮影したり地震で落ちたもの
の片付けをしようとしたりしていたところ、
「ゴオー
ーッ」という地鳴りのような音とともに瓦礫がガラ
スを突き破り濁流が館内に押し寄せてきたのです。
慌ててスロープを駆け上がり 3 階のベランダへ出た
ところ、近くの内海橋に取り残された人たち約 20 人
を発見。一旦津波が引いたタイミングで萬画館に誘
導しました。その後、次々と押し寄せる津波に流さ
れてきた人たち約 20 人を萬画館へ誘導し、約 40 人

写真 4

瓦礫の撤去作業（2011.3.27.）

で避難生活を送りました。全員が自衛隊に救助され
たのは震災から 5 日目のことで、それまでの間、萬

そんな中、3 月 31 日に職員を集めました。萬画館

画館の喫茶店にあった僅かな食料をみんなで分け合

の運営ができない現状では、雇用を継続することは

い、食いつないでいたのです。

出来ないので、断腸の思いで全員に解雇を言い渡し

震災から 3 日後にやっと水が引いたので、私は瓦

ました。でも、みんなは笑顔で頷いてくれました。

礫や船の上を通って萬画館へ行きました。その景色

解雇になったにも関わらず、次の日も、その次の日、

は写真で見たことがある「戦後の焼け野原」を連想

そのまた次の日も、みんな片付けにやってくるんで

させるものでした。割れたガラス扉から館内に入る

す。私は絶対に萬画館を再開させ、またみんなでや

と瓦礫が散乱し、床は汚泥で覆われ、中 2 階の映像

り直すと心に誓いました。

ホールにまで浸水した跡が残っていました。水面か

撤去作業に明け暮れる中、4 月中旬には瓦礫や汚

ら 6 メートルの高さです。石ノ森先生の原画が心配

泥がだいぶ片付いてきて途方もない作業に灯りが見

で恐る恐る収蔵庫に入ったところ、浸水はおろか 1

え始めた頃、みんなで話し合い、毎年ゴールデンウ

枚の原画も落下することなく無事でした。石ノ森先

ィークに開催していた「春のマンガッタン祭り」を
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開催することにしました。あの当時は被災者の多く

がほとんどでしたから。そんな中、生活に直結しな

は避難所で生活をしており、子どもたちも不憫な生

い萬画館が多額の修繕費をかけて再開することを疑

活を強いられていました。大人たちは復旧作業に追

問視する人がいたのも事実で、一部のマスコミから

われて忙しく、車も流されていて子どもたちはどこ

は再開することを叩かれたりもしました。私自身も

にも連れて行ってもらえない。せめて子どもの日く

本当にこれで良いのかという気持ちも少なからずあ

らいは近くで元気に遊べる場所を作りたい、そんな

りましたが、でも被災地では全ての人たちがそれぞ

想いで 5 月 5 日だけイベントを開催したところ、予

れのフィールドや立場で一生懸命できる限りのこと

想をはるかに上回る 6,000 人も集まり、たくさんの

をしている中で全てが同じように進めることはでき

人たちの笑顔を見ることができました（写真 5）。元

ない、できるところから再開して、とにかく復興に

気を与えるつもりが逆に元気をもらい、いつになる

向けて全力で頑張ろうと考えました。

かわからないけれども萬画館を再開して、またたく
さんの人たちに喜んでもらいたいと思いました。

そして平成 24 年 11 月 17 日、石森プロ様やお世話
になった漫画家の先生方をはじめとする大勢の関係
者と 3,000 人を超えるファンの皆様に囲まれて石ノ
森萬画館は華々しく再開を果たすことができました
（写真 6）。

写真 5

春のマンガッタン祭り（2011.5.5.）

４．石ノ森萬画館の再開

写真 6

石ノ森萬画館再開（2012.11.17.）

春のマンガッタン祭りが終わり、萬画館を完全に
閉鎖することになりましたが、その後も全国各地の
方々から数えきれないほどの激励や萬画館の再開を

５．メディアの力
萬画館が再開して最初の特別企画展は「メディア

望む声や寄付をいただきました。その甲斐あって震

の力

マンガの力」というテーマで開催しました。

災から 1 年後の平成 24 年 3 月に萬画館の再開が承認

それは東日本大震災で地元のメディアに助けられ、

され、同年秋に石ノ森萬画館が再開することが決定

その必要性を強く感じたからでした。

しました。正直言って、こんなに早く再開できると

地震発生から地震や津波の状況や避難情報、安否

は思ってもいませんでした。というのも現地では未

情報といった必要な情報をタイムリーにかつ継続的

だ多くの人々が避難所生活を余儀なくされ、被災し

に伝えたのは「ラジオ石巻」でした。停電と利用集

た会社や店舗も再開の見通しが立っていないところ

中で通信網が機能しない中、ラジオ石巻に助けを求
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める SOS メールが続々と届き、それを全力で伝えま

ジオや新聞といった古くから親しまれてきたメディ

した。津波によって電気の供給が止まっても、放送

ア、いわゆる「オールドメディア」でした。昨今、

基地を変え、予備バッテリーや発電機を使って放送

日進月歩の勢いでデジタル化が進み、情報の速さ、

を行いました。そしてその後も長きにわたって生活

情報量の多さといった優位性からインターネットや

に必要な情報や人々を勇気づける情報を提供しなが

SNS といった「ニューメディア」が普及しています

ら被災者に寄り添い励まし続けました。ラジオから

が、奇しくも震災をきっかけにオールドメディアが

聞こえる生身の声が、どれほど被災者を救ったこと

見直されました。なかでも地域に密着した地元メデ

でしょう。

ィアが有する永年蓄積された経験やノウハウからく

「石巻かほく」は、親会社である河北新報社の協

る情報力や企画力、ネットワーク力への住民の信頼

力により震災からわずか 3 日後の 3 月 14 日に復刊し

は厚く、地域にとってなくてはならない財産である

ました。震災の影響によって数週間にわたって戸別

ことが再認識されました。また震災の時に折れそう

配布ができなかった地域も多かったため、震災の記

な心をつないだのも、情報を提供するだけではなく

録を広く伝えるために、震災発生から 1 カ月分の石

て、人々に寄り添い、勇気づけてくれた地元のメデ

巻かほく紙面を縮小版としてまとめて読者に配布し

ィアの力でした。

ました。また被災者から聞き取りした体験談をまと
めたコラム「私の 3.11」は、震災から 3 カ月が経っ
た 2011 年 6 月から 9 カ月にわたって 100 回連載され
ました。

６．萬画（まんが）の力
震災を経験し「メディアの力」を再認識した一方
で「マンガ」も一つのメディアと捉え、マンガを活

「石巻日日新聞」は津波によって輪転機が水没し

かしたまちづくりを進めている石巻において、何が

新聞の発行ができなくなってしまいましたが、
「今、

できるのか、何をすべきかを考えるようになりまし

伝えなければ地域の新聞社の意味がない」という信

た。そこで思いついたのが、マンガの特性である親

念のもと手書きで壁新聞を作って避難所やコンビニ

しみやすさ、わかりやすさを活かして、震災に関す

等に貼り出し、被害の状況や避難所情報、全国から

るマンガを制作し、この震災の出来事を多くの方に

の支援の様子などを伝えました。この壁新聞は復刊

知ってもらい、いつ来るかわからない次の災害に備

するまでの 6 日間にわたって続けられました。後に

えてもらうおうということです。

これらの壁新聞は「6 枚の壁新聞」と呼ばれ世界的

震災では多くの犠牲者が出て、広い範囲にとてつ

に有名になりました。震災から 6 日後の 3 月 17 日に

もない被害を受けましたが、一言で「震災」と言っ

A4 判コピー新聞を発刊。さらに輪転機が動かせるよ

ても、人数だけのドラマがありました。その全てを

うになって復刊したのは 3 月 19 日でした。復刊第 1

マンガにすることはできませんが、できる限りマン

号の 1 面トップ記事の大見出しは「皆でがんばっぺ

ガを通して残し伝えようと「石巻からの情報マガジ

な」
。石巻弁で“皆でがんばろう”という意味の言葉

ン『マンガッタン』 」を発刊することにしたところ、

です。方言は見出しにはあまりそぐわないと言われ

これまでのマンガの活動を後押ししくれた漫画家の

ていますが、未曽有の震災に耐え抜く市民に前を向

先生方や出版社の他、多数の方々が協力をしてくれ

く力、そして社員自らも新聞人として職務を貫く言

ました（図 1）。

葉を意味しており、この言葉に勇気をもらった人は
多かったと思います。
未曽有の大災害の状況下で人々を救ったのは、ラ

収録した作品のテーマは多岐にわたっています。
漁師の体験談をもとに震災当日の様子をリアルに紹
介する話、壊滅的な被害を受けて一時は再開をあき
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図2

石巻カレー全集

さらには地元の飲食店が考案したレトルトカレー
とマンガをコラボして商品化させた「石巻カレー全
集（全 8 巻）
」(図 2）、地元の醸造所とコラボした
「サイボーグ 009 調味料シリーズ（全 9 種類）」を企
画して販売するなど、書籍にとどまらず様々な形で
マンガを活用してきました。
図1

石巻からの情報マガジン「マンガッタン」

東日本大震災から 10 年が経った今年（2021 年）
、
震災伝承交流施設「MEET 門脇」で上映する映像を制

らめたがボランティアや周囲の人々に勇気づけられ

作しました。震災当時に子どもだった方々6 名の体

て再開した飲食店の話、実際にボランティアに参加

験談をもとに仙台在住の漫画家・井上きみどり先生

した人の体験談といった実話を漫画化したものや、

に描き下ろしていただきました。中には親や兄弟が

震災からの復興をテーマとしたフィクション作品、

犠牲になられた方もいて制作するのもとても辛いも

もともと石巻に伝えられてきた民話や歴史ものなど

のでした。でも一番辛いのは本人たちのはずで、辛

１）

全 61 作品を全てオリジナルで制作し収録しました 。 い思いをしてまでも「伝えたい」という想いがヒシ
「マンガッタン」の発刊をきっかけに、石巻が歩ん

ヒシと伝わってくるのです。井上きみどり先生のタ

できた歴史と当時の人々が注いだ情熱や想いをマン

ッチは柔らく、子ども向けマンガにも見えます。辛

ガで表現したいということになり、石巻市からの依

い内容でもタッチを変えることで入り込みやすくで

頼で「マンガで知ろう 石巻史」を発刊することにな

きるのもマンガの特徴です。また、これらのマンガ

りました。本書では、石巻の繁栄の礎を築いた北上

の制作中に声優や音響スタジオの方々が協力をして

川改修工事を紹介する「川村孫兵衛伝」
、石巻市に実

くれることになり、出来上がったマンガに声優さん

在する日本最古の木造建築様式の旧石巻ハリストス

たちが声を吹き込み、音響スタッフさんが編集して

正教会教会堂を紹介する「十字架は見てきた」等全

くれてとても素晴らしい作品に仕上がりました。今

6 作品のマンガの他、残されている地名から石巻の

後は動画サイトでの公開や書籍化などの展開もして

魅力を考察するコーナーも収録しました。

いきたいと考えています。
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７．おわりに
石ノ森先生は 1989 年「マンガ日本の歴史」の描き

補注

下ろしスタートにあたって、マンガに新たな定義が

1） 「マンガッタン」は、石巻市内の小中学校や図書館等の

必要だと考えて「萬画宣言（まんがせんげん）」を発

公共施設に設置している他、石ノ森萬画館にて販売して

表し、自らの職業を「萬画家（まんがか）」と称しま

いますが、現在は KADOKAWA が運営する web サイト「コ

した。一昔前は「マンガは娯楽でしかない」と言わ

ミックウォーカー」にアップされており、無償で読むこ

れていましたが、石ノ森先生は「萬画宣言」の中で

とができるようになっています。コミックウォーカー

「マンガはあらゆる事物を表現できるすぐれたメデ

【マンガッタン・デジタル】

ィアである」とし、マンガの中で様々な先鋭的な表

https://comic-walker.com/mangattan-digital/

現方法を試し、幅広いジャンル（ヒーロー、SF、ギ
ャグ、時代、歴史、少女、アダルト、ファンタジー、
絵本など）を手掛けて数多くの作品を世に送り出し
てきました。生誕 70 周年を迎えた 2006 年に角川書
店から刊行が開始された「石ノ森章太郎萬画大全
集」は全 500 冊で 770 作品、総ページ数 12 万 8 千ペ
ージという他に類を見ない規模で、2008 年に「一人
の著者が描いたコミックの出版作品数が世界で最も
多い」としてギネス世界記録に認定され、まさに自
らが提唱した「萬画宣言」を、身をもって実践され
たと言えます。
石ノ森萬画館ができる前の市民運動をしていた頃、
「マンガの可能性」を市民に理解してもらおうと活
動をしていました。あれから 26 年。萬画館がオープ
ンし、震災を乗り越えてきましたが、まだまだマン
ガを活かしきれているとは言えません。
マンガを活かしたまちづくりは、
「まちを元気にし
たいと想う人たちの熱意と、マンガの可能性を信じ
て活動してきた人たちの汗が原点」にあります。
私たちは、変わらぬ熱い想いとこれまでの経験を
活かすとともに、石ノ森先生が提唱した「萬画宣
言」の精神を受け継ぎ、これからもマンガの可能性
を広げ、石巻を元気にするために知恵を出し、汗を
かいて新しいことにチャレンジしていきたいと思っ
ています。
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映画『きこえなかったあの日』

東日本大震災 10 年の記録

今村 彩子（映画監督）

１．はじめに
映画『きこえなかったあの日』
（令和 3 年度文化庁
映画賞・文化記録映画優秀賞）は、東日本大震災で被

なかったので、耳がきこえないわたしは、何が起きて
いたのか、さっぱりわからなかったのです。
「東北の耳のきこえない人たちはどんなことに困

災した聴覚障害者たちの 10 年の歩みを描いた記録映

っているのだろうか？

画です。わたし自身、生まれつき耳がきこえないため

るのだろうか？」。テレビや新聞ではほとんど報じら

注１）

れないことを当事者として取材し伝えることで、役に

に伝えていきたいとの思いから、東北の地に何度も足

立てたらという思いに駆られました。

、
“聴覚障害者の被災の現実”を、より多くの人

を運びました。

どのような支援を求めてい

当時、わたしは CS 放送「目で聴くテレビ」のディ

この原稿の依頼を受けて、2011 年、まだ震災の傷

レクターをしていました。1995 年の阪神・淡路大震

跡が多く残る宮城県で出会った人たちのことを思い

災では、多くの耳のきこえない人が情報を得られずに

起こしました。執筆作業は内面へ内面へと進んでいき、

困りました。その反省をふまえて、手話と字幕で伝え

自分の 10 年を振り返ることにもなりました。

る「目で聴くテレビ」が 98 年から始まったのです。

生まれも育ちも、今の住まいも愛知県名古屋市であ

東日本大震災の 11 日後、
「目で聴くテレビ」のスタ

るわたしに、当初、東北の友人はいませんでした。そ

ッフと共に宮城県と福島県、岩手県を訪れました。で

れでも、10 年経った今なお東北と関係が続いている

も、相手にとってわたしは、遠い場所から来た見知ら

のは、発災直後に宮城県で知り合った方々から刺激を

ぬ他人。取材を受け入れてもらえないかもしれないと

受け続けてきたからです。映画監督としてではなく、

心細くなりながらも、ひとまず宮城県聴覚障害者協会

今村彩子という人間として。

に向かったのでした。その時に迎えてくれたのが、会

本来であれば、当学会誌の論考は、
「だ、である」

長の小泉正壽さん。
「遠いところからお疲れさま」。笑

と、断定調で記述することがきまりとなっているとの

顔でねぎらい、避難所に身を寄せているろう者の情報

ことですが、わたしの思いや変化を中心にしてこの

を教えてくれました。それが菊地信子さん、藤吉さん

10 年の時の流れを素描するために、以下、
「です、ま

ご夫婦でした（写真 1）
。わたしも耳がきこえないと

す」調で記述することをご容赦ください。

知ると、信子さんは、一気に手話で困っていることを
話してくれました。「きこえる人の話が分からない」
、

２．未曽有の災害
東日本大震災が起きた時、わたしは愛知県内で仕事

「熱もあってストレスがたまっている」
。時折、咳込
みながら話す姿に、胸が痛くなりました。手話が通じ

の打ち合わせをしていました。揺れを感じ、テレビを

ない環境におかれた孤独や情報を得られない不安は、

つけると画面に映し出されたのは、海。
「地震なのに、

どんなものなのか…。自宅が流された場所も案内して

なぜ海？」
…。その晩、帰宅してテレビをつけた途端、

もらいました。当時の様子を思い出し、涙をこぼす信

津波の映像が目に飛び込んできました。
「そうか、あ

子さんにわたしは心で謝りながら、カメラを回し続け

れは津波が来る前の海だったんだ」。字幕がついてい

ました。「ごめんね、ごめんね。信子さんが安心して
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暮らせる日が来るまで、何度でも会いにくるからね」
。

た。宮城県での撮影や編集、講演と多忙になり、毎週

その後、現在に至るまで、毎年 1、2 回、多い時は、

末は上映でスケジュールがぎっしり。コミュニケーシ

3〜4 回と宮城県に足を運んでいます。

ョンが苦手なわたしにとっては、上映後の観客との交
流が負担となり、精神的にも肉体的にも限界に達して
しまいました。それでも、「わたしが見聞きしたこと
をひとりでも多くの人に届けたい」という一心で、目
の前にあることを懸命にこなす毎日でした。
そんな上映会での質疑応答で、毎回聞かれることが
あります。「きこえない人はどんなことに困っている
のでしょうか？」。最初は関心をもってもらえたこと
が嬉しく、津波警報や避難所でのアナウンスはきこえ

写真 1 大切な出会い（菊地さん夫婦）

３．映画制作と上映活動
撮影で宮城を訪れては、それを「架け橋」シリーズ
注２）

として 20～30 分の映像にまとめ、上映会を開き

ました。その度、義援金を募り、宮城に送りました。
2012 年には、菊地信子さんを主人公とした DVD『音
のない 3.11』と、宮城県聴覚支援学校の遠藤良博先
生（ろう者）と生徒の体験談をまとめた DVD『手話で
語る 3.11』を制作しました。
2013 年になると、東京の劇場から「架け橋」シリ
ーズを上映したいと声をかけられました。ただ、「架
け橋」シリーズは、現地に行ってカメラを回し、名古
屋に帰ってから直ぐに編集した作品のため、わたしの
個人的な感情が強く入っています。津波警報が聞こえ
ないために亡くなった、耳がきこえない人たち。命と
安全を守る避難所でさえアナウンスがわからず、情報
から取り残された人たち。この状況に対する怒りや無
念の想いが、作品の中に強く織り込まれていました。
想いが一方的で、観客によっては“押しつけ”と思わ
れるかもしれない。そう感じたわたしは、再編集し、
映画『架け橋 きこえなかった 3.11』を完成させまし
た。
そして、わたしの宮城県での撮影・映像制作の様子
がテレビや新聞で紹介されたこともあり、映画が公開
されると、全国各地からも上映の依頼が舞い込みまし

ない人には届かないこと、目で見てわかる情報が必要
であることを伝えました。しかし、毎回、同じことを
聞かれると、次第に疑問が湧いてきます。「きこえな
い人はいつも困っているわけではない。きこえる人で
も困っている時がある」
、
「きこえる人にできないこと
もある。いやきこえないからこそ、できることだって
あるはず」
。
このように考えるようになったのは、「あなたがコ
ミュニケーションが苦手なのは『耳がきこえないか
ら』ではない。ただコミュニケーションが下手だから
だ」と指摘してくれた友人のお蔭です。その友人は、
わたしを「きこえない人」である前に「ひとりの人間」
として接してくれました。最初はその厳しさに反発し
ていたのですが、根底には真の優しさがあることに気
づきました。
コミュニケーションが苦手なことを、「そうだね、
耳がきこえないからだね」と肯定されても、わたしは
自分の力ではどうすることもできません。きこえるよ
うにならないわけですから。でも、「コミュニケーシ
ョンが下手」という理由であれば、どうしたら上手に
なるかを考えることができます。自分の努力次第で上
達するかもしれない。こちらの方が可能性を感じます。
話を「きこえないからこそ、できること」に戻しま
す。がれきの撤去など、騒音の中での作業はきこえる
人にとってはストレスとなりますが、きこえない人に
とっては関係ありません。また、声の届かない海中で
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の捜索では、手話を使う人の方が有利です。手話で指

は助けてもらう立場」という固定観念が、心のどこか

示を出したり、報告を受けたりしながら探すことがで

にあったことに気づきました。
「きこえない人である

きます。このように「きこえないから困ること」のセ

前に、ひとりの人間として考え、行動したい」と思っ

ットとして「きこえないからできること」も話してい

ていた自分に、まだそんな刷り込みがあったなんて。

かないと、
「きこえない人は助けてもらう立場」とい

恐怖に近いものを感じました。

うメッセージを無意識に送り続けてしまうことにな
る。そう気づいたのです。
このように、人と人の間にある「壁」は、障害のな
い人が一方的に作り出しているとは限らず、当事者自
身が作っている部分もあります。

こういう考えは、日常生活で人からかけられる言葉、
障害者を取り上げるテレビ番組や新聞記事などから
発せられるメッセージが幾層にも重なって、知らない
うちに自分の身体に染み込んでいるのです。
「きこえないのに頑張っていて偉いね」という類の
言葉は、良いことを言っているように見えて、
「きこ

４．ろう者による災害ボランティア

えないからできない」というステレオタイプな考えが

2018 年 7 月、西日本豪雨が起きた時は、被害を受

根底にあります。このような悪意のない言動が、当事

けたろう者の話を伺うために、広島県ろうあ連盟に連

者に「障害者はできない」
、
「助けてもらう立場」とい

絡を取りました。3 組の家族が被災していて、
「災害

う思い込みを植え付けてしまうのです。
「手話はみっ

から 1 ヶ月経った今は落ち着いている」という回答で

ともない」というような、今は少なくなった「見える

した。また、広島県ろうあ連盟は、
「7 月に災害ボラ

差別」よりもやっかいです。障害者側にも責任がない

ンティアセンターを立ち上げ、きこえない志願者を集

とは言えません。「きこえない自分にボランティアは

めて現場に派遣している」と話してくれました。

ムリ」、
「きこえる人の足を引っ張ってしまう」と諦め

「ろう者のためのボランティアセンター？」
。いつ

たり、遠慮してしまったりする人は少なくありません。

も助けてもらうばかりの対象だった「きこえない人」

きこえる人も「きこえないボランティア」の存在は想

と「ボランティア」の 2 つの言葉が、わたしにはすぐ

像しづらいでしょう。
「この刷り込みを取り除きたい」

には結び付きませんでした。

という想いでカメラを回し、6 分に編集した動画を

ろう・難聴者が個人でボランティア活動をする話は

Yahoo ニュースで配信しました。

ありますが、きこえない人に特化したボランティアセ
ンターは全国初の試みです。手話のできるきこえる人
も募集し、現場に送り出しているといいます。
「ぜひ、
その様子をカメラに収めたい！」
。わたしが担当して
いる Yahoo ニュースの動画で紹介することにしまし
た注３）。
テレビニュースが連日のように熱中症の危険を呼
びかけている中、広島県安芸郡坂町に駆けつけると、
汗を流しながら黙々と泥をすくう 20 代から 50 代のボ
ランティアがいました。
「自分たちも人の力になれる」
、

写真 2 西日本豪雨時のボランティアのみなさん

「困っている人を助けたい」
、そうした喜びや熱意を
抱いて作業している姿に、わたしは衝撃を受けました。
その理由をたぐりよせてみると、
「耳のきこえない人
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５．『きこえなかったあの日』の制作
近年、台風や集中豪雨による水害が増えています。
だからなのか、東日本大震災から 5 年、6 年と時が過
ぎても、
『架け橋 きこえなかった 3．11』の上映依頼
が途絶えることはありませんでした。自主上映のトー
クゲストとして招かれる場合もあります。でも、月日
が経つにつれ、映画の内容が現在から遠さがっていき
ます。それなら、出演者の近況も伝えたいと考え、他

写真 3 小泉正壽さん（左）と加藤褜男さん（右）

の作品を制作している間も、時間を作っては宮城県を
訪れ、カメラを回しました。それを 5 分ほどの動画に

くれました。ちょっかいを出して笑う加藤さんに、
「も

まとめ、
『架け橋』の上映後に流しました。

うー」と苦笑する職員。ふたりの間には温かいものが

2019 年秋には、
「2021 年 3 月 11 日に『架け橋』を

通っているように感じました。

上映し、今の宮城県の様子を伝えてほしい」と打診を

その様子を見て、声や手話や筆談以外にも、人と繋

受けました。東日本大震災から 10 年という大きな節

がる方法はあるのだと気づかされました。そして、
「相

目を迎える日の上映企画だといいます。「それなら、

手とのやりとりは音声や文字、手話でなされるもの」

これまで撮ってきたものも入れて、新たな作品として

と狭い視野でコミュニケーションを捉えていた自分

観てもらいたい。2016 年に『目で聴くテレビ』のデ

が恥ずかしくなりました。同時に、どうしたらきこえ

ィレクターとしてカメラを回した熊本地震や、Yahoo

る人とそんなに屈託なく笑い合えるのだろうと羨ま

ニュースで配信した災害ろうボランティア活動も映

しくもなりました。

画に入れよう。コロナ禍のろう者の状況も紹介して、

というのは、わたしが「きこえる人で構成されてい

東日本大震災から 10 年の記録を映画にしよう」 。そ

る社会で生きる窮屈さ」を感じていたからです。わた

う決意し、編集にとりかかりました。

しの初期の映画制作の原動力は「怒り」でした。テレ
ビも映画も字幕がないため見られない。学校や病院で

６．加藤さんとの出会い
映画の主人公となる加藤褜男（えなお）さんとの出

も手話が通じず、コミュニケーションがスムーズにい
かない。そんな不便な生活を強いている社会に対して

会いは、2011 年 8 月、3 回目の撮影の時のこと。それ

の「怒り」が制作のエネルギーとなっていたのです。

は、夏の暑い日でした。宮城県亘理町にある仮設住宅

また、わたしと同じように不満を抱いている、きこえ

で、加藤さんに救援物資を届けにきた小泉さんが「撮

ない人に対しても「怒り」や「窮屈さ」を感じました。

影があるけど…」と伝えると、
「いいよ」と快諾して

彼らといると自分のイヤな部分を見せられているよ

くれました（写真 3）
。

うで、自己嫌悪に陥り、次第に、ろうの世界からも距

小泉さんに扇風機の使い方を身振り手振りで教わ

離を置くようになってしまいました。そんな中で出会

っている加藤さんは、文字の読み書きも筆談も難しい

った加藤さんからは、
「窮屈さ」を全く感じません。

ようです。それでは他の住民とのコミュニケーション

伸びやかに住民とふれあう加藤さんは、心からその時

は難しいのではないかと心配になりました。

間を楽しんでいるようです。「わたしも加藤さんみた

そう思いながら仮設住宅の集会所へ行った時のこ

いに、きこえる人と分け隔てなく接することができた

とです。町役場から派遣されている職員が「いつも会

ら」…。宮城県に行くたびに加藤さんのいる仮設住宅

っていると、だんだんわかってくるんだね」と話して

を訪れ、そこから人間関係のコツを見つけ出そうとし
復興 (27 号) Vol.10 No.2 2022.3.

21

投稿

ていました。
一方で、もどかしさも常に感じていました。加藤さ

「本当に聞きたいこと」ではなく、「表面的な言葉」
を求めていた自分が心底情けなくなりました。

んの独特な手話が、わたしにはわからないのです。わ

そして、「これは震災と関係ないから不要」と切り

かるのは数字だけ。ただ、それは加藤さん個人の問題

捨ててきた映像を見直していくと、画面越しで出演者

ではありません。手話が禁じられていた時代があり、

に語りかけたくなるほど、見入ってしまいました。畑

ろう学校でさえ手話を学ぶ機会を奪われていたので

の話をする信子さんを、ニコニコと見つめている夫の

注４）

藤吉さん。台所でタコを器用に切る加藤さん。
「こう

「加藤さんのことをもっと知りたい。でも、会話が

いう一人ひとりの営んできた生活が、その時間が大切

成り立たない」。加藤さんをよく知る岡崎さんが通訳

なんだ」。加藤さんや信子さんの暮らしぶりがわかる

してくれましたが、それでも質問に対する応えが返っ

場面を編集で繋げていきました。こうして、言葉によ

てくることは少なく、まったく別の話になったりする

る説明ばかりだった作品が、映像で出演者の人となり

ことも度々でした。そのうち、わたしは加藤さんの話

を伝える映画に生まれ変わりました。

す

。

を「わかろう」という努力を手放してしまうようにな
りました。今思えば、
「
（観客にとって）わかりやすい

７．あの日から 10 年

物語」や「説明」を自分自身が求めていたのだと思い

東日本大震災から 10 年、ろう者・手話を取り巻く

ます。加藤さんが墓石の話をしてくれても、「震災と

環境もずいぶん変わりました。2013 年、鳥取県が全

は関係ないから」と興味を持とうとしませんでした。

国に先駆けて手話言語条例を制定注５）。それを皮切り

「それが加藤さんの仕事だったんだ」とわかったのは、 に、全国で条例を制定する自治体が増えています。コ
ずいぶん後になってのことでした。

ロナ禍のテレビ画面では、手話通訳をつけて会見する

今振り返ると、わたしは加藤さんや信子さんたちを

知事を見かけるようにもなりました。東京オリンピッ

自分と同じ「きこえない先輩」として慕うのと同時に、

クの閉会式で生中継の手話通訳が付いたのには驚き

「被災したろう者」として見ていました。そのことを

ました。

気づかせてくれたのは、映画『きこえなかったあの日』

わたし自身も、きこえない人や手話に対する理解が

を一緒に編集した岡本和樹さんです。
「震災がその人

進んでいることを実感する日々です。10 年前だった

の人生すべてではない」
。彼の言葉に、頭をガーンと

ら、お店で店員さんに声をかけられた時、耳がきこえ

殴られたような衝撃を受けました。

ないことを伝えると、相手はいつも戸惑っていました。

加藤さんと深い関係を築けなかったのは、わたしが

その気まずい沈黙に耐えらず、わかったふりをしてや

加藤さんの人生に興味をもつ意識が弱かったから。

りすごすことが度々ありました。しかし、ここ数年、

「被災したろう者の声を伝えなければならない」とい

わたしがきこえないと身振りで示すと、
「袋、入りま

う思いがコミュニケーションの本質を見えなくして

すか？」、
「カードはありますか」と身振りで応じてく

いたのです。インタビューやナレーションで映像を繋

れるようになりました。

いで編集しているわたしに、岡本さんは「今村監督は

またこの 10 年で、わたし個人としての変化もあり

生きた人間より情報を大切にしている」と言いました。

ます。耳のきこえない LGBT や発達障害の友人と出会

わたしは加藤さんや信子さんたちの何を見てきた

い、それがきっかけとなりドキュメンタリー注６）を制

のだろうか。
「震災 5 年目の今、どんな気持ちです

作。
「LGBT の前では、異性愛者の自分は多数派側にい

か？」と聞いては相手を困らせるだけでした。自分だ

る」と知った時は困惑しました。わたしは生まれてか

ってその質問を向けられたら、応えようがないのに…。 らずっと「少数派」だと信じ、その立場で映画を制作
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し、発表してきたからです。「相手や環境によって自

できる人がやる」
。この考えがシンプルでいいのでは

分は多数派にもなる」
。このことはわたしを根底から

ないかと思うようになりました。

揺るがせました。発達障害の友人から、
「あやちゃん
は一般の脳ミソ」と言われた時は、申し訳ないような

８．再び、加藤さんのこと

気持ちになりました。
「きこえないことを同情された

映画『きこえなかったあの日』が完成し、劇場公開

くない」と思っていた自分にも、このような感情があ

も一段落ついた今、改めて自分に問いました。
「わた

ることに嫌悪感を抱きました。

しがわかりやすい言葉でコミュニケーションを求め

また、以前のわたしは、
「きこえない人＝手話」と

ていたのはなぜなのか？」と。もしかしたら、
「わか

いう安易な見方にも憤慨していました。きこえない人

らない」という不安を排除するためではないか。「わ

の中には手話を使わず、筆談を望む人もいれば、文章

からない」状態は心が落ち着かないので、自分なりに

が苦手で筆談を嫌がる人もいます。
「中途失聴者や片

ひとつの「答え」を出して満足し、それ以上に考える

耳難聴者もいて、それぞれが育った背景も考えると、

のを止めてしまったのではないか。

注７）

10 人いれば 10 通りなのに」と

。でも、その自分

が、耳のきこえる人を「きこえる人」と一括りにして

振り返ってみると、加藤さんはコミュニケーション
をほんとうに楽しんでいたのだろうか？

見ていました。
「きこえるあなたたちは、きこえない

2016 年、災害復興住宅に引っ越した加藤さんは、

わたしたちより困っていない。だから、わたしたちは

精神的に不安定のようでした。
「誰かが監視している」

助けてもらって当たり前」だと。

と朝の散歩も止めてしまいました。カメラを向けられ

「これまで『少数派』
・
『多数派』と分けて考えてい
たけれど、違うんだ。誰もが少数派となり、多数派に

ることも嫌がりました。
翌年、復興住宅の住民との交流の場である「たんぽ

注８）

ぽの会」が発足すると、加藤さんも参加するようにな

そのことに気づくと、
「きこえる人」に対して抱いて

りました。その会に手話のできる人はいませんでした

いた怒りが小さくなり、自分と同じ人間なのだと感じ

が、区長は「男同士だからわかる」と笑顔で話してく

られるようになりました。

れました。加藤さんも区長や他の住民と輪になってマ

もなる、誰もが『当事者』ということなんだ」

。

当事者の問題をはっきりさせるために区別するこ

ージャンなどを楽しんでいました。ただ、集会所を出

とは大切ですが、それは諸刃の剣で、同時に短絡的な

ると、こわばった表情になっていたことを思い出しま

思考に陥ってしまう危険もあります。
「きこえる人」
、

す。
「手話ができるできないに関係なく、毎日顔を合

「きこえない人」とラベルを貼ることで、わかったつ

わせる関係が大切なのだ」と思っていましたが、本当

もりになり、それ以外の部分を見ようとしなくなる。

のところはどうだったのでしょう？

そうすると、一人ひとりの顔や息づかいが、感じとれ

それに、加藤さんは仮設住宅でも心から楽しんでい

なくなってしまいます。これはドキュメンタリーを制

たのでしょうか？ カメラの前でニコニコとふるま

作する立場として、大きな損失だと気づきました。

っていただけかもしれない。このように問い出すと、

加藤さんが仮設住宅で伸びやかに人づきあいをし
ていたのは、
『〇▽さん』・
『◇△さん』と、一人ひと

わかっていたつもりのものが、どんどん崩れていって
しまいます。

りの顔を見ていたからなのかなと思っています。加藤

「加藤さんは何を思い、生きていたのだろうか」

さんは、仮設住宅のイベントで流しそうめんの台を作

「わからない」…

ったり、災害復興住宅の集会所の棚を作ったりと、住

これが加藤さんに対する誠実な態度なのかもしれ

民からも喜ばれていました。
「障害の有無に関係なく、

ません。「ひとの生は、言葉で説明できるものではな
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い。さまざまな環境や出来事、人間関係の中で糸を引
きあっているもの。ひとつの意味づけや解釈に収まる
ものではない。人をなめんなよ、自分」
。
そう思う一方で、でも、わたしはあの日の加藤さん
の笑顔を、心からの笑顔だと信じたい自分もいます。
自分勝手でしょうか？
加藤さんのことを考えると、色んな気持ちがあふれ
てきて、まとまりません。いや、上手にまとめちゃダ

5)

メだ。また「わかったつもり」になってしまうじゃな
いか。では、どうしたらいいのか…。今はこのグチャ
グチャな気持ちを抱いて生きていこうと思っていま
す。そして、ずっとこの気持ちを忘れず「わかったつ
もり」にだけはならないように。

謝辞
映画『きこえなかったあの日』は、加藤褜男さん、岡崎佐
枝子さん、小泉正壽さん、菊地藤吉さん、信子さんをはじめ、
多くの方々のお蔭で完成しました。この場を借りて、心から
感謝申し上げます。
補注
1) ここで、
「きこえない」と平仮名の表記にしているのは、
声や音が聞こえないという聴覚機能を基準にするのでは
なく、
「きこえない人」としてのアイデンティティや意思
を尊重するためです。
2) 「架け橋」シリーズには、以下の作品があります。
『架け
橋 第 1 弾 ～東日本大震災 宮城の被災ろう者は今～』
、
『架け橋 第 2 弾 ～東日本大震災 一ヶ月の被災ろう者
～』
、
『架け橋 第 3 弾 ～地域の絆～』
、
『架け橋 第４弾 ～
前に進む力～』
。
3) 「助けたいという思いはろう者も同じ ～ 聴覚障害者団
体として全国初の災害ボランティア活動 ～」
。Yahoo の
CREATORS というページで記事と動画を発信しています。
https://creators.yahoo.co.jp/imamuraayako/02000005
78 （2021 年 11 月 7 日最終確認）
4) かつて日本社会で手話が禁じられていたことは、たとえ
ば、NHK の以下のサイトなどで詳しく知ることができます。
NHK 福祉情報サイト「ハートネット」
『手話と口話－ろう
教育 130 年の模索－』
https://www.nhk.or.jp/heart-net/program/rounan/430
/ （2021 年 11 月 7 日最終確認）
この件に関しては、まだ世の中で、あまり情報が共有さ
れていないかもしれません。多くの学校では、教師の口
の動きを読み取る「口話」教育が行われていました。口
の動きを読み取り、健聴者と同じように発話をする訓練
が中心であったことから、手話の訓練がおろそかになり、
時に禁止されたのです。口話の訓練に多くの時間がかけ
られたことから、勉強の進度が遅れてしまった人も多い

6)
7)

8)

といいます。このような実態を記した記事としては、た
とえば、朝日新聞「学校で手話禁止、見つかれば罰が 手
話が言語になるまで」
（2019 年 5 月 19 日付）などがあり
ます。
https://www.asahi.com/articles/ASM5W566GM5WPUZB00S
.html （2021 年 11 月 7 日最終確認）
なお、全日本ろうあ連盟の「手話で GO! ～手話言語法制
定に向けて」というパンフレットなども参考になります。
https://www.jfd.or.jp/info/misc/sgh/20150717-sgh-s
huwadego.pdf （2021 年 11 月 7 日最終確認）
鳥取県手話言語条例に関しては、こちら。
https://www.pref.tottori.lg.jp/222957.html
（2021 年 11 月 7 日最終確認）
条例の新設理由は、次のように明示されています。
「障が
い者への理解と共生を県民運動として推進するあいサポ
ート運動の発祥の地である鳥取県において 、 ろう者の
人権が尊重され 、ろう者とろう者以外の者が互いを理解
し共生することができる社会を築くため、手話が言語で
あるとの認識に基づき、手話の普及に関し基本理念を定
め、県、市町村、県民及び事業者の責務及び役割を明ら
かにするとともに、手話の普及のための施策の総合的か
つ計画的な推進を図ろうとするものである」
。
『11 歳の君へ ～いろんなカタチの好き～』
（2018）
、
『友
達やめた』
（2020）
。
以下の論文には、コロナ禍における聴覚障害者の困窮し
た実態が概括されています。そして、聴覚障害者といっ
ても、その障害の種別や程度が多様であることが記述さ
れています。
「コロナ禍における聴覚障害者の防災意識調
査―滋賀県草津市におけるアンケートから ―」、近藤誠
司・中野充博（2020）
、
社会安全学研究第 11 巻、pp.109-123.
青山ゆみこ著『ほんのちょっと当事者』
（21019）ミシマ
社などにも、同様の観点が述べられて参考になります。
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熊本地震と令和 2 年九州豪雨の取材現場から

熊本日日新聞社 地域報道本部 記者

堀江

利雅

１．はじめに

る。熊本地震では被害が集中した南阿蘇村を管轄する

（１）地方紙としての災害報道

高森支局長だった。地震の 1 年前に赴任しており、

熊本県はこの 6 年ほどの間に県史に残る大災害に

発災後 2 年間、地域に密着する形で取材した。熊本

二度、見舞われた。2016 年 4 月の熊本地震と 2020

豪雨では本社の災害担当として、初動では県南部の人

年 7 月 4 日の令和 2 年 7 月豪雨。熊本日日新聞は発

吉市、八代市、球磨村などの被災地に入り、県や国、

災直後から現場に記者が入り、被害の実情を伝え、初

支援団体など俯瞰した視点での取材も続けている。現

動の救助期には被災者の声から避難や支援の課題を

在は入社 11 年目である。

探り、復旧・復興期には制度や行政対応の在り方への

（３）熊本地震と令和 2 年 7 月豪雨の概要

問題提起を行ってきた。

・熊本地震

二つの災害の特徴を報道機関などが端的に表す言

布田川断層の影響で、熊本県で 2016 年 4 月 14 日（前

葉として、熊本地震は「観測史上初めて二度の震度 7

震）16 日（本震）に最大震度 7 を観測。同一地震で 2

を記録」
、令和 2 年 7 月豪雨は「新型コロナウイルス

度の震度 7 は観測史上初。2021 年 11 月末時点で死者

禍で起きた最初の大水害」などがある。また、東日本

273 人（直接死 50 人、二次災害死 5 人、災害関連死

大震災以降、災害支援制度や行政対応、ボランティア

218 人）。建物被害は全半壊約 14 万棟など。避難所に

らによる被災者支援の課題、マスメディアにおいても

は最大時で約 18 万 4 千人が避難。

災害報道の在り方のなどの検証作業が行われている

・令和 2 年 7 月豪雨（熊本日日新聞では「熊本豪雨」

過渡期で起きた、主に一つの県内で局地的に被害が集

とも表記）

中したケースとも位置付けられる。そういった大きな

2020 年 7 月 4 日未明からの線状降水帯による集中

括り方がある一方で、被害や復興の様相は都市部と山

豪雨。熊本県南部を中心に 24 時間に 400 ㎜を超える

間部の地域差、被災者それぞれの特性によるグラデー

雨量を観測。球磨川の 13 カ所で氾濫が発生し、総浸

ション、報道の集中や偏りなどにより大きく異なった。 水面積は 1020 ヘクタールに上り、戦後最大級の水害
地方紙としての熊本日日新聞の焦点は、全体の俯瞰と

となった。被害は 2021 年 10 月末時点で死者 67 人(災

個々の事例への密着の両方を行き来してきた。ここで

害関連死 2 人を含む)、行方不明者 2 人。建物被害は

は、被害者の実名報道やメディアスクラムといった報

約 8 千棟。道路の寸断による孤立集落は最大時で 166

道機関自体が抱える課題と、多面的な災害に対する被

箇所に上った。

害や支援に関する報道の偏りやムラ、
「行政、被災者
（市民）
、メディア」という線引き意識の問題などに

２．実名報道の公益性と取材者の意識

ついて、あくまで一記者として、現場の視点から考え

（１）犠牲者家族の取材と顔写真

たい。
（２）二つの災害と筆者の取材について
まず簡単に、筆者の災害取材の経験について紹介す

災害初期の報道を巡って毎回のように検証課題に
上がるのが、行政による被害者の実名の公表、非公表
を巡る問題だ。個人情報や遺族感情と、被害検証や防
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災への活用といった公益性を巡って、国や各県と報道

名公表について「原則、公益性はない」とし、遺族の

機関が多様な議論を重ねてきた。ここでは大枠の議論

同意があった場合のみ公表するという運用を取り入

ではなく、熊本日日新聞と記者が各現場やそれぞれの

れた。報道機関と熊本県の間で、他県と方針が異なる

遺族取材の経験から得た考察と問題提起をしたい。

ことなどを巡って大きな議論となったが、結果的には

まず、熊本地震では犠牲者の実名公表について熊本

直接死 65 人、行方不明者 2 人の氏名は全て公表され

県や県警と報道機関との間で大きな問題にはならな

た。豪雨から 2 カ月後に県はあらためて「原則として

かった。身元が特定され次第公表され、それに基づい

遺族同意がない場合は非公表」との方針を示した。蒲

て各社が犠牲者の人となりや亡くなった状況など、い

島郁夫知事は記者会見で「教訓を伝えるという意味で

わゆる「横顔」の取材に入った。報道機関で対応が分

実名報道の重要性は理解しているが、遺族の思いや権

かれたのは犠牲者の顔写真の掲載についてだった。全

利の保護を優先する」と説明。例外的に「より高い公

国紙やテレビなど各社による判断を全て聞いた訳で

益上の必要性」がある場合は同意なしで公表するとし

はないが、基本的に記者が写真を入手し本人確認がで

た。

きれば掲載するというスタンスの社が大半だったと

災害取材の現場の経験を省みると、同意の取り方一

みられる。熊本日日新聞では顔写真の掲載に当たって、 つとっても、単純に可否を尋ねるだけでは、「できれ
原則、家族への取材と可能な限りの了承を前提とする

ばそっとしておいてほしい」、「今は何も考えられな

と取り決めた。遺族取材を巡る各社の記者のトラブル

い」と答える遺族も少なくないだろう。記者たちが犠

が報告されていたことも背景にあったが、地方紙とし

牲者の氏名や行動歴に関する情報は社会や地域にと

て一過性の取材に終わらず長期的に被災者や遺族と

って必要性であるという前提を、遺族と時間をかけて

向き合い続けるという目的を現場も含めて共有した

膝を詰めて話し合い共有した上で、ようやく犠牲者の

ことが大きかった。

報道につながっている。そういった判断を県に一任す

「故人の生きた証と、命を奪った災害の悲惨さを忘

ることになれば、行政側の都合で非公表が増えるとい

れないため」
、
「個々の被害状況を検証することで今後

う懸念もぬぐえない。内閣府は 2021 年 9 月、災害時

の防災に生かしたい」
。そんな言葉を重ねて、多くの

の安否不明者の氏名について個人情報保護条例の例

遺族に取材に応じてもらった。中には「そっとしてお

外規定適用情報として公表検討を促す指針を都道府

いてほしい」
、
「報道や世間の都合で家族の感情をかき

県に示した。7 月に静岡県熱海市で発生した土石流災

回さないで」と断られる場合もあったが、それぞれの

害で、公表が捜索対象者の絞り込みにつながったこと

記者が何度も足を運び、時間を重ねて了承を得た。遺

を踏まえた対応だった。一方、死者の氏名公表につい

族が県外にいて確認が取れなかったケースなど、掲載

ては国としての方針は言及されず、その公益性につい

を見送った写真も一部はあった。筆者の取材した南阿

ても都道府県による判断に委ねられている。

蘇村など熊本地震で特に被害が集中した地域では旧

ただ、一方的に公益性を主張するだけでは、報道側

来からの地縁が強い土地柄でもあり、災害で亡くなっ

の都合だと言われかねない。一過性の犠牲者の「横顔」

た人の氏名や状況はコミュニティの中で共有される

報道に終わるのではなく、犠牲者の置かれた状況や避

べき必要な情報という感覚が自然にあったように感

難行動を辿り、「何が生死を分けたのか」という視点

じている。

から次の災害で命を守る行動や備えにつなげなけれ

（２）公益性と個人情報

ばならないという意識は、豪雨後の早い時期から編集

令和 2 年 7 月豪雨でも熊本日日新聞の犠牲者取材の

局内で共有した。災害直後に遺族や関係者を取材して

方針は同じだった。一方、熊本県は当初、犠牲者の氏

つながった記者が、継続して関わり続けた。豪雨後か
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ら約 1 年間にわたって連載した企画「川と共に」では、

中に被災者の思いを汲みとりながら、それを社会に還

その検証に多くの記者の労力と紙幅を割いた。犠牲者

元していくという姿勢が求められている。

の状況について取材を重ねると、避難行動や備えにつ

３．報道の集中と偏り

いて、
「要介護の高齢者の情報が地域で共有できてい

（１）抜け落ちる災害弱者

なかった」
、
「2 階建ての 1 階で寝ていたため避難が遅

熊本地震の避難者は県の公式な発表では、被災直後

れた」
、
「自家用車で避難しようとして間に合わなかっ

のピーク時で 18 万人に上った。県内人口の 1 割に当

たとみられる」など具体的な課題が浮き彫りになった。

たる数だが、集計できているのはあくまで行政の指定

遺族や近隣住民らは「大雨が降ると分かっていたら、

避難所内の数字に限られる。一方、車中泊や被災した

前夜にでも電話で避難を呼び掛けるべきだった」、
「足

自宅での在宅避難など避難所外避難者の全容は把握

が悪いとは分かっていたが、具体的に誰がどう避難さ

されていない。前震より大きな本震と、その後も頻発

せるかまでは考えていなかった」と苦しい胸の内を語

する大規模な余震が重なったことから、指定避難所を

った。それらも今後の災害対応に生かすという視点で

はるかに上回る人数だったという研究もある。しかし、

記事に反映した。ただでさえ唐突な災害で家族や大切

行政を中心とした被災者支援は避難所に集中した。物

な人を失い、時に自責の念を抱き、そっと心の内で冥

資や食料の配布も避難所へ避難した人や町役場など

福を祈りながら平穏な生活を取り戻そうとする人々

に自力で取りに行く事ができる人に限られた。

に対して、再び当時を思い起こさせるような取材をす

当初の報道は、まずは犠牲者の周辺と行政による救

ることには、記者たちも葛藤を抱いていた。もちろん

助、その後は避難者が集まる指定避難所に集中した。

取材に応じていただけなかった方もいた。ただ、多く

熊本日日新聞の報道でも指定避難所の駐車場での車

の被災した人々と取材を通して「犠牲を無駄にしな

中泊の問題などは報じたが、在宅避難などについて取

い」という思いを共有できた部分は大きかったと思う。

り上げたのは地震から 4 カ月後で、避難のピークが過

連載に掲載した犠牲者の事例は全て、あらためて遺族

ぎた時期だった。避難所外避難者の問題にいち早く取

に了承を得た上で、実名で報じた。

り組んだのは、主に東日本大震災などでの支援経験が

災害報道における氏名や写真の公表について、近年、

あった県内外の民間支援団体だった。熊本地震では

SNS の普及などにより、プライバシーや個人情報、
「忘

NPO など民間ボランティア団体と行政、社会福祉協議

れられる権利」といった問題意識が高まっている。ド

会などが早期から連携し、情報共有の場「火の国会議」

メスティックバイオレンス（DV）や家族間などの虐待

を連日開催。その中で避難所外の地域を回って支援物

被害者、家族らの保護といった観点については、熊本

資を届け、聞き取り調査を重ねた。その結果、見えて

地震の際に県弁護士会などから指摘を受け、熊本日日

きたのは、余震の恐れだけでなく、避難所に行きたく

新聞としても確認と配慮を徹底するようにしている。

ても行けなかった被災者が一定数いるということだ。

また次項でも触れるが、氏名公表がメディアスクラム

要介護者や乳幼児がいる家庭、身体や精神の障害があ

（集団的過熱取材）につながっているという指摘も真

る人、ペットがいるケースなどがその典型例だった。

摯に受け止め、報道各社の検討だけでなくマスコミ全

報道機関としても災害直後にそういった事例が発生

体としての議論や仕組みづくりもさらに進めるべき

するという意識がなかった反省から、「火の国会議」

だろう。一方で犠牲を無駄にせず公益につなげるのは

などと連携して被災者支援と報道の漏れやムラの是

報道機関の大きな役割だ。行政や市民と連携した被害

正、災害弱者の視点を意識した報道を展開してきた。

検証なども必要だろう。何よりも、災害現場を取材す

だが、全体像や個別のケースを網羅的に取材し報じる

る一人一人の記者の意識と遺族らと向き合う言葉の

ことの困難さも感じている。
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（２）新型コロナ禍の避難と支援の課題
令和 2 年 7 月豪雨災害でも避難所外避難者の問題は
早期から指摘された。新型コロナウイルス感染拡大を

るかも知れないが、県内では熊本地震以降、各者の連
携は確実に進んでいると感じている。
（３）メディアスクラム

恐れて避難所を避け、被災を免れた自宅 2 階で生活す

大規模な事件、事故の被害者に対して取材陣が殺到

る人は少なくなかった。行政や支援団体の中には早期

するメディアスクラムの問題は災害の度に指摘され

から問題意識があったようだが、実態把握や支援が十

てきた。ところで、熊本地震と令和 2 年 7 月豪雨災害

分にできていたとはいえない。保健師らによる実態調

では、その様相は大きく異なっていた。東日本大震災

査が進められたが、被災後の膨大な業務の中で十分な

や他県の災害の発生直後に現場で取材した経験がな

人員や体制とはいえなかった。支援団体らの巡回や聞

いため、他社の記者の話などとしか比べられないが、

き取りも進められたが、新型コロナ禍で外部からの支

特に熊本地震のマスコミの集中具合は異常と呼べる

援者は制限され圧倒的に人手が不足していた。また、

ほどだと感じた。主に一つの県の局地的に被害が集中

地域の実情をよく知る民生委員や自治会役員らも被

し、
「前震」で全国から入った記者が「本震」を経験

災し、散り散りになった被災者を把握するのは困難を

したため、報道機関側の災害の実感が強かったことな

極めた。報道も同じだった。支援者らの調査に付き添

ども影響したものと推測される。
「前震」直後には全

う形や、各記者が取材の中で偶然出会った在宅避難者

国から押し寄せた報道関係者だけで 500 人以上に膨

の事例など、
「点」としての窮状は伝えられたが、全

れ上がったとの推計もある。

体像の把握や特に支援が必要なケースの掘り起こし
はできていなかった。

筆者が取材した南阿蘇村でも避難所や村役場に記
者が殺到した。同じテレビ局で数クルーが鉢合わせす

また、熊本地震に話が戻るが、地震から 5 年 8 カ月

るという場面も少なくなかった。村は避難所でノロウ

が過ぎた 2021 年 12 月上旬に、地震で倒れた家具の片

イルスが発生したことやプライバシーの観点から、避

付けや、雨漏りする天井、ゆがんだ窓枠の修理も手付

難所内への報道関係者の立ち入りを一律に規制した。

かずのまま残っているという 70 代の姉妹を取材し、

それでも、「勝手に入りカメラを回された」、「注意し

記事にした。偶然、近所の公園で支援者が声をかけた

ても耳を傾けない」といった苦情が聞かれた。遺族に

事がきっかけで把握され、片付けをしながら話を聞い

関しても当初は記者に丁寧に対応していたが、「繰り

た。そもそも、罹災証明を申請したが一部損壊も認定

返し同じことを聞かれ疲れ果てた」と口を閉ざす人も

されず、行政の支援対象から外れていた。それぞれ足

いた。おそらく各社の内部でも統制や情報共有ができ

腰の障害やうつ病などを抱えているが、自ら SOS を発

ていなかった部分もあるのではないだろうか。報道各

信する考えもなかったという。

社や地元記者クラブが過熱報道や被災者の心情への

令和 2 年 7 月豪雨災害の場合は、新型コロナ禍によ

配慮を議論するということもなかった。熊本日日新聞

る人員の制約が大きかった。今後、行政や支援団体、

の記者は当初は「地元紙だから受け入れてもらえる」

地域の福祉関係者、あるいはそこに取材のノウハウが

との認識があった。筆者を含め地元総支局で被災地の

ある報道機関なども含めて、在宅被災者や地域の災害

住民や役場職員と元々関係性があり、取材にある程度

弱者をローラー作戦で巡回するといった取り組みも

の理解を得られた側面もあった。しかし、やはり多く

考えていいのではないか。全体像を「面」として把握

の被災者にとって大勢の取材陣の 1 人でしかなかっ

した上で、個別に支援の必要度などを判断する。そう

た。むしろ「地元紙のあんたがどうにかしろ」という

いった事例の報道を重ねることで国の災害支援制度

声を何度も聞いた。現場でできる対応として遺族や被

などにもつながるのではないか。安易な提案と言われ

災者の取材は地元区長などにある程度人選などを調
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整してもらう、避難所内には入らないが避難者の代表

メディアスクラムを巡って報道協定や事前連携な

にカメラを渡して呼び掛けた上で撮影してもらうと

どを議論する際に報道各社は「各社の報道の自由・独

いったことが精一杯だった。そういった情報や手法を

立性」、
「競争原理による健全な取材」などを掲げ、手

地方紙が主導して他社とも共有するなどすれば、もっ

足を縛られることに懸念を示すことが多い。確かに報

と被災者側の負担を軽減できたのではないかという

道が疎かにしてはならない姿勢だが、現実問題として

反省は尽きない。

熊本における豪雨取材の現場などでそれがどこまで

一方、令和 2 年 7 月豪雨災害では、新型コロナ禍で

働いていたのかという疑問も残る。災害報道だけでも

当初から避難所内の取材は全て禁止された。県外から

全国各地で多発、多様化している。一方、各報道機関

入った通信社のカメラマンの感染が確認されたこと

の人員は決して潤沢ではなく、労働環境や長時間労働

もあり、取材陣への地元の警戒も強かった。直接死の

なども依然として問題となっている。そういった各社

人数だけで言えば熊本地震より多かったが、全国的な

の事情で、後世に教訓を残さなければいけない災害取

取材陣が引くのは地震の際より圧倒的に早く、遺族取

材が縮小するようであれば、社の縦割りを越えて連携

材の現場などでは 1 週間程度で明らかに記者の数が

することはメディア自体にもメリットがあるのでは

減ったと感じた。毎年のように各地で気象災害が多発

ないだろうか。

しており、新型コロナ禍など報じるべき話題は豊富だ
ったことなどが背景にあるのだろう。もちろん遺族の
周辺や役場などでメディアスクラムは起きていたが、

４．被災者と記者と
犠牲者の実名報道やメディアスクラムについて考

避難所内部などの実情が世間にうまく伝わらない面

えるとき、筆者が現場の経験として思い出すのは、熊

もあった。例えば、被災者の「食料や物資が足りない」

本地震で当時大学生だった次男を亡くしたある家族

という声が報じられると、避難所へ大量の支援物資が

のことだ。土砂崩れに車ごと巻き込まれて 3 カ月後

届いた。だが、実際は大半の避難所には十分な物資が

に発見されるまでの間に家族らが自力で捜索を続け、

あったが、指定避難所以外の公民館や在宅避難者への

「熊本地震で最後の行方不明者」として全国的に報道

分配ができていないというのが現状だった。この他に

された。両親は「本震」の翌朝から連日、地元村役場

も避難所の内情を取材しづらいことから、どの地域の

や警察署を回り情報を求めた。まだ多数の行方不明者

どの避難所でコロナ対策や支援の手が不足している

の救助が行われており情報が錯綜する中で、具体的な

のか、偏っているのかといったことも見えづらかった。

手掛かりや捜索の進捗についても回答は出なかった。

報道の過熱だけでなく抜け落ちや偏りを各社や行政

南阿蘇村の役場庁舎で報道陣に囲まれた両親は戸惑

と議論して修正していくような取り組みも必要だろ

いながらも実名で取材に応じ、その結果、行方不明者

う。

としての捜索が始まった。梅雨時期を前に大規模な捜

世間ではあまり知られていないと思うが、令和 2

索が打ち切られてからも連日、自ら谷を降りて川沿い

年 7 月豪雨災害から 1 カ月前の 2020 年 6 月、日本新

を探し回った。ニュースを見た登山愛好者らが協力し、

聞協会編集委員会はメディアスクラムの防止徹底の

色んな偶然が重なって土砂に埋もれた車を見つける

ために加盟各社が連携する方針を示している。事件や

ことができた。その後、県警などが遺体を収容し、両

事故の被害者などに対して負担軽減のために代表取

親の元に返された。

材などが必要であるなどと踏み込んだ内容だ。京都ア

両親はこの間、仕事や農作業を休んででも、恐らく

ニメーション放火事件を踏まえた対応策だが、豪雨災

全ての取材を拒まず受けていた。熊本日日新聞だけで

害の取材現場では議論されることはなかった。

も 30 本近くの記事を書いた。
「マスコミと遺族が信
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頼関係を築き、奇跡的に発見につながった」、そんな

地震前から懇意にしていた農家らを取材し、絶望的な

ニュアンスで取り沙汰されることあるが、複雑な思い

状況を報じた。そんな中、地区の農家らが声をそろえ

はぬぐえない。確かに両親との信頼関係は記者と被災

て切望したのは、300 年以上続く岩戸神楽を 10 月の

者という関係以上のものがあった。取材以外でも食事

秋季大祭で奉納したいということだった。

に招かれることも何度もあった。一方でその関係性に

地区の集会所としても使われていた神楽殿の被災

甘えて、報道の求めるような言葉、感情ばかりを語ら

も激しかったが、当初は、行政と住民の間では住宅や

せてしまっていることが多々あったと思う。時間が経

道路、農地などのインフラ復旧の議論が中心だった。

っても消えない悲しみ、支援への感謝、時には行政へ

「田畑も家も時間が経てば取り戻せるばってん、神楽

の批判といった切り取り方をそれぞれの記者が求め、

は人。人が戻らんかったら集落がなくなる」。そんな

両親もそれに応えていた。

住民の思いと、神楽の歴史と維持が危機的な状況であ

地震から 2 年ほどが経った頃、自宅で当時を振り

ることを取材して記事にした。次第に東日本大震災で

返りながら何げなく話していると「私たちでも、全て

も活動した県外の支援団体なども長野集落に入り始

忘れて家族だけの思い出を大事にしたいと思うこと

めた。神楽奉納に向けた寄り合いと稽古に避難先から

もある」
、
「自分たちの事ばかり主張していると思われ

住民が集まり、そのタイミングに合わせて地区の復旧

るとつらい気持ちになる時もあるが、取材に応えるの

に向けた協議も進んだ。神楽殿は支援者らの協力と財

は使命と感じている」
、そんなことを語ってくれた。

団系の助成金を活用して復旧できた。10 月の奉納で

マスコミが殺到しなければ一人の犠牲者の家族とし

は地区外の仮設住宅の住民や支援者らが大勢集まっ

て静かな暮らしがあったのかも知れない。どうすれば

た。毎年夏と秋の神楽奉納を中心とした集落の営みは

いいのかという答えはないが、多くの記者が同じよう

少しずつ戻り、地区に帰還する人も村内の他地域と比

な葛藤を感じているのかもしれない。

較して多かった。単純に神楽が住民を一つにしたとは
言えないが、地域を立て直し、住み続けるためのモチ

５．「豊かさ」の視点
（１）集落復興の拠り所となった神楽殿

ベーションになった点は大きいだろう。
長野地区以外でも復興に向けた住民と行政、技術コ

熊本地震後、南阿蘇村のそれぞれの被災地区で復興

ンサルタント業者らの協議会を取材してきた。「全て

へ向けた住民と行政の議論の場を取材した。その中で

を災害前のように戻すことはでいない」。そんな現実

特に印象に残る集落がある。地震で 100 世帯余りの半

を直視したとき、既存の復旧・復興事業の中でできる

数が全半壊した長野地区は、崩落した阿蘇大橋の両岸

限りのインフラ復旧を急ぐ行政側と、それに戸惑いを

地区からは離れた山あいにあり、全国的に被害が報じ

覚える住民との意識の乖離は大きい。報道も単純な二

られる機会はほとんどなかった。

項対立を描き、「復興の課題」として提示しがちだっ

被災後、住民に突き付けられた現実は非常に厳しい

たという反省もある。阿蘇大橋の両岸ではバイパス道

ものだった。限られた平地で安全な宅地の確保がどこ

路や大橋、宅地整備などの議論が進む中で「元の地区

までできるか難しい。農地と農業用水路の復旧には数

のコミュニティが失われる」、
「道路が便利になるなら

年かかる見通しで、稲作や畜産の維持は深刻な状況だ

地区外に移り住んだ方が快適」といった理由で人口流

った。住民の多くは地区から数キロ離れた避難所や親

出が進んだ地区も少なくない。マスコミや行政が安易

戚宅などに避難しており、人口流出の加速が懸念され

に使いがちな「復興」
・
「再建」といった言葉の背景に

た。さらに、地震から 2 カ月後の 6 月には豪雨で土石

ある、住民が何を取り戻したいのか、地域にとっての

流が発生し、応急補修が進む家の多くが再び被災した。

豊かさとは何なのかという視点を掘り下げた報道も
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求められている。

部屋に押し入ってでも安否確認や避難誘導をできる

（２）水俣病取材から学ぶこと

関係性がなかった」、
「過去の堤防整備やかさ上げ事業

災害取材から少し話がそれるが、地域や共同体の豊

で安全と信じ切っていた」といった言葉だった。一方

かさが強大な外的要因によって否応なく失われ、それ

で、
「避難スイッチ」を、たとえば過去に経験のない

をどう取り戻すのかという視点は、災害と並行して続

雨の降り方、または、川の音をいち早く察知し呼び掛

けている水俣病の取材で常に意識させられてきた。水

け合って、自助や共助、コミュニティの防災力で生か

俣病は 1956 年の公式確認から 65 年が過ぎた。戦後の

すべきといった言葉で報道してきたが、それを支える

高度経済成長のさなか、化学肥料の原材料となるアセ

のは地域の豊かさという観点ではないだろうか。平時

トアルデヒドの生産過程でチッソ水俣工場が排水し

は一定の距離を保ちながら、非常時には弱者を守る共

たメチル水銀化合物で豊穣な不知火海が汚され、漁業

同体の在り方や、自然の恩恵を受けながらその土地に

を中心にその恵みを受けた人々の生活は成り立たな

根付いた生活、あるいは時にその自然が猛威を振るこ

くなった。原因企業の「城下町」とされる地域では責

とまで共有して命を守りつないでいく「覚悟」をも、

任追及と患者補償を巡って、漁業を中心としたコミュ

共同体の豊かさの内に含めることができるのではな

ニティや地縁、血縁、同居家族までもが分断された。

いかと考える。

前近代的な自然に根差した共同体の豊かさが奪われ

豪雨後、国土交通省や県、流域市町村は大規模に氾

ていく有様は作家の石牟礼道子さんの「苦海浄土」に

濫した球磨川の治水計画をまとめた。球磨川の治水を

描かれているが、現代にも通ずる普遍性がある。

巡っては、1996 年に支流の川辺川へのダム建設計画

水俣病の患者や支援者らの団体は、訴訟や闘争の組

が発表されたが、流域の環境や利水、治水効果などを

織として報道される側面だけでなく、今でも福祉や地

巡る民意は揺れ続け、2008 年に県知事が計画の「白

域交流を支える互助組織としての役割を持っている。

紙撤回」を表明した。今回の計画では新たに治水専用

高齢化する患者らを取り巻く地域福祉や、環境都市と

の流水型ダムを川辺川に建設することが盛り込まれ

しての再興、無農薬農業への挑戦、マリンスポーツな

た。その後、国交省は計画が示すダムや堤防、遊水地

どを生かした観光誘致など、地域を支える自然や共同

といったハード整備を全て終えたとしても、想定され

体の豊かさを見直そうという考え方は今の水俣の若

る洪水を安全に流せる水位を超える区間があると報

い世代の中にも息づいている。

告。また、当初の川辺川ダム計画と同位置、同規模で

企業による公害と自然災害をひとくくりには出来

新たなダムを建設することも明らかになった。

ないが、復興の過程で地域性や住民の声を置き去りに

川辺川は環境省や国交省が毎年実施する調査で最

したインフラ整備や再開発を急いだ結果起きる「復興

高基準を誇る清流だ。流域住民の間では再び議論が巻

災害」と呼ばれるような二次的な悲劇をどう防ぐかと

き起こっている。また、治水計画はダムなどハードの

いった考察にも、水俣の教訓が生かせるのではないか。

整備だけでなく避難の徹底といったソフト面の防災

（３）地域の豊かさと防災、治水

など「多重防御」で水害に対応するとしている。単純

被災地において豊かさとは、精神的な問題にとどま

なダムに対する賛否ばかりが取り沙汰されるが、自然

るものではない。先述した令和 2 年 7 月豪雨の連載企

環境に支えられた地域で暮らし、どう命を守るかとい

画「川と共に」では、犠牲者の家族や近隣住民、間一

う総合的な議論が噛み合わなければ、今後激化する気

髪で生き延びた被災者などの避難行動について取材

象災害に地域として向き合う事は困難だ。何より災害

した。そこで聞かれたのは「体が不自由な高齢者だが

から守るべき地域自体が疲弊してしまう恐れもある。

地域で把握できていなかった」
、
「近所付き合いが薄く、
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６．結びに
熊本地震から数えても 5 年以上、災害被災地を取材
して記事を書き続けてきたが、報道の検証という視点
でこれだけのボリュームの文章を書く機会は初めて
だった。結論めいたことは何も言えないが、書きなが
ら、あらためて全てが現在進行形の問題だと感じた。
被災地や被災された人々の生活から災害の事実が
消え去ることはなく、時間が経ってもその苦悩や課題
は続く。また新たな災害は、今日にでも起きるかも知
れない。そういった視点の議論が、マスコミだけでな
く、研究者や支援者、行政などとも幅広く広がってい
くべきだと感じている。
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チャン暦年から見る四川省茂県における
少数民族無形文化遺産の震災復興
大阪大学

人間科学研究科

博士後期課程 王藝璇

１．はじめに
2008 年 5 月 12 日に中国四川省汶川を震源地とする

以上の地震が 174 回発生し、合計 20 万人以上の死傷
をもたらした。近年では 2008 年の四川大地震のほか、

マグニチュード 8.0 の巨大地震が発生した。被災者の

2013 年 4 月 20 日に雅安市芦山県で起こったマグニチ

中でチャン族人口の 10％に相当する 2 万人以上が被

ュード 7.0 の四川地震（「雅安地震」とも呼ばれる）

災した。この地震ではチャン族の文化伝承人や研究者

と 2017 年 8 月 8 日にアバ・チベット族チャン族自治

らも数多く被災した。このことによって、チャン族で

州九寨溝県で発生したマグニチュード 7.0 の九寨溝地

は生活や文化の伝承において困難が生じる環境に直

震が四川省において大きな人的・経済的損失をもたら

面している。その中、チャン族の伝統祭りである「チ

した。

ャン暦年」も同じような状況に直面している。震災後、

（２）チャン族のチャン暦年

中国政府は被災地における復旧、復興のためのインフ

チャン（羌）族は、中華人民共和国の少数民族のひ

ラ整備と文化の保護に対して様々な支援策を実行し

とつで人口は約 30.9 万人である。チャン族の人々が

た。その中で、チャン暦年などの無形文化遺産に対す

暮らしている地域は、成都平原から青藏高原につなが

る復興策は、主に観光開発である。

る山間部であり、チャン族の村落のほとんどが山間の

本論は、現地での観察調査と住民を対象とする半構

峠に建てられている。雨の多い四川省では、チャン族

造化インタビューを通じて、政策側の視点だけではな

が暮らしている村落の山谷には常に雲が立ち上り、そ

く、地域社会側の視点から無形文化遺産の保護と復興

のことからチャン族は「雲の上の民族」と呼ばれるよ

の過程を調査し（第 4〜6 章）
、復興の問題点を解明し

うになった。チャン族の話すチャン語には文字がな

た（第 7〜8 章）
。

い。それゆえに、チャン族の文化は口頭で伝えられて
きた。チャン族は古代から受け継がれてきた原始宗教

2．四川大地震とチャン暦年

である精霊・多神崇拝（アニミズム）を信仰している。

（１）四川省の概況

チャン族の宗教で欠かせないのがシビ（巫師）である。

四川省は、中華人民共和国西南部に位置する省であ

古代においてシビはチャン族集落におけるリーダー

り、人口は約 8400 万人である。その中で、イ族、チ

であり、チャン族の社会生活で重要な地位を占め、人

ベット族、チャン族などの少数民族は四川省の総人口

々の精神上の指導者というべき存在であった。

において 6.2％を占めており、その人口は 490 万人を

チャン暦年はチャン族伝統の新年で、最も盛大に行

上回っている。このことから、四川省は「中国第二チ

われる祭事である。目的は、収穫後に神と祖先に感謝

ベット居住区」
、
「中国唯一チャン族居住区」とも呼ば

し、「還願」を行い、一家団欒をすることである。期

れる。四川省には豊富な文化遺産がある。四川省三星

日は、農歴の 10 月 1 日であるが、地域によって異な

堆遺跡で発見された「太陽神鳥」は中国文化遺産のシ

る場合もある（北川は冬至、汶川チャン族自治県は 8

ンボルとなっている。

月 1 日）。一般的に 3〜5 日間で行われ、7〜8 日間の

しかし、四川省は地震が多発する地域としても知ら

地域もある。活動は、一家団欒と山神に対する収穫謝

れている。20 世紀以降に四川省ではマグニチュード 5

の 2 つに大別される（松岡 2016）
。前者は初日に一家
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で宴会（
「収成酒」
）を行い、第 2 日目からは一族が互

言われる（松岡 2016）
。チャン暦年は文化観光の重要

いに招き合う。後者は、シビ祖先や神を祀り、五穀豊

な資源となって、震災復興において、チャン暦年など

穣や人畜繁栄を願う。

の無形文化遺産と関連する復興策は主に観光開発で

（３）四川大地震後チャン暦年などの無形文化遺産に

ある。現地政府によって組織され、チャン族住民、観

対する保護、復興策

光客などが共に参加し、開発規模は急速に拡大してい

2008 年 5 月 12 日 14 時 28 分に、中国四川省汶川県
を震源地とするマグニチュード 8.0 の地震が発生した。

る。
以上から明らかなように、震災後、チャン族文化の

この地震では、チャン族住民が数多く被災し、文化伝

保護や復興も広く注目され、チャン族文化の保護と復

承人や研究者らも数多く被災したといわれている。特

興に取り組んでいる。その中で、チャン暦年は観光資

に、これまでのチャン族の文化伝承はすべて口頭で伝

源としても重要であると注目を集めるようになった。

えられてきており、今回の地震で死亡したチャン族人

そこで、観光開発を中心とする復興策はチャン暦年に

の中には、チャン族語に精通し、チャン暦年などの伝

どのような影響を与えたのか、現地住民は復興策やチ

承に詳しい高齢者（シビなど）も多く含まれていた。

ャン暦年の変化にどのような態度を持つのか、といっ

さらに、チャン族を取り巻く環境への被害も甚大であ

た点は検討すべき課題であると考えられる。

った。チャン族の独特な羌寨 1 などは、山谷という自
然環境に合わせて作り上げた建築である。しかし、地

３．震災と無形文化遺産

震により多くの羌寨が壊滅的な被害を受け、集落の自

（１）無形文化遺産の定義と特徴

然環境も大きく変化したため多くのチャン族が移住

現在、学界で広く受け入れられる無形文化遺産の定

を余儀無くされた。チャン暦年における重要な地点

義はユネスコが 2003 年 10 月 17 日に可決した「無形

「神樹林」は数多く被災した。以上のことから、四川

文化遺産の保護に関する条約」
（以下、2003 条約と呼

大地震はチャン族住民、物質文化、生活環境、精神状

ぶ）の定義である。この条約によると、無形文化遺産

態などに大きな被害を与えた。加えて、伝統的なコミ

の定義は次のように述べられている。

ュニティを分裂させ、伝統的な文化圏が崩壊した（李

「無形文化遺産」とは、慣習、描写、表現、知識及

ら 2009）
。その結果、チャン暦年も厳しい状況に置か

び技術並びにそれらに関連する器具、物品、加工品及

れてしまった。

び文化的空間であって、社会、集団及び場合によって

中国政府は被災地における復旧、復興のためのイン

は個人が自己の文化遺産の一部として認めるものを

フラ整備のほか、文化の保護に対して様々な支援策を

いう。無形文化遺産は、世代から世代へと伝承され、

実行した。復興政策の実施、特に文化復興政策の実施

社会及び集団が自己の環境、自然との相互作用及び歴

に伴い、チャン族無形文化遺産の保護は広く注目され

史に対応して絶えず再現し、かつ、当該社会及び集団

た。
「チャン族無形文化遺産保護条例」
（2008）
、
《蔵羌

に同一性及び継続性の認識を与えることにより、文化

彝文化産業回廊総合計画》（2014）などのチャン族文

の多様性及び人類の創造性に対する尊重を助長する

化保護向けの法整備が提案された。

ものである。

復興の過程において、チャン暦年は伝統チャン族文

定義からもわかるように、無形文化遺産は人、モノ、

化の中で最も重要な祭礼のひとつとして注目を浴び

時、場など、様々な要素が有機的に結びつくことで形

た。2008 年 6 月、チャン暦年は「中国国家非物質文

作られる（今石 2018）
。つまり、伝承人、器具、歳時、

化遺産」として認証された。災害復興という政治的要

場所などの要素は全部欠かせないのである。これらの

因がこの認定に大きく働いたことは疑いがないとも

定義から、地域のアイデンティティとの繋がり、時間
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と空間の変化に伴う変化という二つの点は、無形文化

住民の参加が不足していることを指摘している。今石

遺産にとって最も重要な特徴なのがわかる。

（2018）によれば、これまで、民俗芸能などの無形文

（２）無形文化遺産と地域の繋がり

化遺産への関心は行政や研究者、一部の愛好者に限ら

上記からもみられるように、無形文化遺産の最も重

れたが、復興とともに被災地も徐々に有名になり、マ

要な特徴は、地域との緊密なつながりと地域のアイデ

スコミや観光客なども訪れるようになる。それに応じ

ンティティ、あるいは同一性を代表することである。

て、芸術、音楽活動やツーリズムなど様々な領域とコ

地域の文化というのは、文化の継承はもちろん、宗教

ラボレーションした新しい活動も出現する。彼は、観

施設といったハード面の維持・存続だけでなく、ソフ

光業によって果たした復興は「外からの力」であり、

ト面での祭りや伝統行事、住民同士の助け合いによる

その力なしには維持できなくなった無形文化遺産も

生活行事や共通の文化行事といった住民活動も含む。

今や少なくないことを指摘している。

このような活動の過程において、住民相互の連帯感・

（３）変化している性格、変化している意義

共同体意識が作り出された。このような共同体意識は

Bourdieu の「文化的再生産」理論によると、文化は

また一方でチャン暦年の活動を維持し続けている。す

静的ではなく、動的な状態であり、持続的な変化や創

なわち、地域文化実態--イメージ--アイデンティティ

造を遂げることである。Jigyasu（2001）が指摘したよ

と一連の因果関係がある（中川 2012）
。

うに、文化遺産は「単なる静的なものでなく、非常に

無形文化遺産は、ある地域の精神的なシンボルであ

動的な、その地域の社会的、経済的、文化的パターン

り、地域のアイデンティティを象徴しているため、無

と内在的に結びついた連続的なプロセスの結果であ

形文化遺産は日常生活では意識されない「当たり前の

る。」日高（2015）は、
「地域が再生された時、或いは

存在」と見られる。しかし、震災など地域社会が壊滅

新しく生まれ変わることになった時、無形文化遺産は、

的な被災を受けた時、普段は当然の存在であった無形

新しい生活文化を作るヒントになるのではないかと

文化遺産は、地域の共同体意識を再構築する役割を果

思います」と指摘した。つまり、無形文化遺産自身の

たしている（清水 2011）
。人とものとそれらから想起

持つ意義は絶えず変化していく。それゆえに、無形文

される物語を通して、地域社会が新たな関係性を構築

化遺産の保護を検討するときに、動的な視点が必要で

し、生活世界を組み直し可能性を探求する（小谷

ある。また、短期間で復興するものではなく、長期的

2018）
。無形文化遺産の誕生は、特定の地域環境と不

で持続可能な保護が求められる（高倉 2014）。

可分であり、さらに地域住民とも不可分である。地域
住民との繋がりは無形文化遺産が存続できるかどう

４．現地調査の概要

かの規定要因である（李 2014）
。無形文化遺産の持ち

（１）調査地：茂県の概要

主としての地域住民が、無形文化遺産の保護と復興に

茂県は中国四川省アバチベット族チャン族自治州東

対してどのような態度を持つかは、無形文化遺産の保

南部に位置する県である（図 1 参照）。2019 年時点で

護が成功するかどうかを評価する重要な基準である。

茂県の人口は 11 万人であったが、そのうちチャン族

地域住民の意向や視点から離れて、無形文化遺産を保

は 88.92％を占めており、中国においてチャン族が最

護してしまうとすれば、無形文化遺産の基準である地

も集中している県となっている（茂県政府ホームペー

域住民と一体の形を失ってしまうことになってしま

ジより）
。また、茂県はチャン族無形文化遺産の中心

う。

地ともいえ、震災後、茂県は古羌城、茂県羌族博物館

また、先行研究の多くは、観光開発などの震災復興
策の実施過程において、政府の影響力が大きく、現地

などのチャン族無形文化遺産保護施設、活動が最も集
中している地域である。
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第一部は、現地の村民（チャン暦年の活動に参加する
主体）である。第二部は、茂県、アバチャン族自治州、
成都市などの政府機関からの指導者、ゲストなどであ
る。第三部は、司会者、出演者（主に地方から招いた
俳優のことで、現地の村からの出演者は含まれない）
、
他の舞台に関する係員などである。第四部は、観光客、
記者、調査員、隣の村の村民、本村の村民の親戚や友
人などである。

図 1 茂県の位置

チャン暦年の最初のイベント「祭天還愿祈平安」が
四川大地震により、茂県は壊滅的な被害を受け、四

8 時ごろに始まった。この一環として主にチャン族の

川大地震後に超重度被災区に指定された。茂県の農家

伝統的な祭山儀式の残存項目が展示された。最初の儀

などの倒壊率は 70%〜80%に達し、80％の農家は居住

式は古羌城の開門式である。チャン族の伝統的な鐘の

が困難になり、死者 3933 人となった（日中経済協会

音と音楽に伴い、チャン族の衣装を着た出演者は両手

2010）
。

で赤いハダ 4 を持ち、左右の二列に並んで、ゆっくり

（２）調査方法

と階段に沿ってチャン族の城門に向かっていった。民

本研究は観察調査と半構造化インタビューを用いた。

族の団結を頌する歌とともに、出演者全員が一斉に大

観察調査については、2020 年度チャン暦年のビデオ

声でチャン語の言葉を発した。司会者は「これは国家

資料を元に、インターネットの情報など合わせて、チ

の団結と世界の平和を祈る意味です」と解説した。そ

ャン暦年の実態を観察した上で分析を行うことでチ

の後、猿の皮の帽子をかぶり、羊の皮の鼓を持った釈

ャン暦年の変化を把握した。半構造化インタビューに

比は古羌城の門から出てきて、階段を下りながら、祈

ついては、2019 年夏に短期間の予備調査とオンライ

りを捧げた。

ン調査を行なって、チャン暦年が地域社会に対する意
義の変化、現地住民のチャン暦年の保護に対する態度
を考察した。調査結果は次の節で紹介する。

５．2020 年チャン暦年についての観察
2020 年 11 月 15 日、茂県のチャン暦年は古羌城

2

で行われた。
今年のチャン暦年の主題は「全面小康 非
遺同行（全面小康 3 を実現する、非物質文化遺産を保
護する）
」である。主題からもわかるように、今回の

図 2 階段から降りるシビ

チャン暦年活動の中心は共産党の指導と今の生活を
賛美することである。イベントは全部で三つのテーマ

その後、出演者全員が階段を降りて、鍋荘広場を取

に分けられている。
「祭天還愿祈平安（山と天を祭り、

り囲んで、薩朗踊りを踊った。チャン暦年の活動も第

平安無事を祈る）
」
、
「羌風羌韵慶丰収（豊作を慶祝す

二部「羌風羌韵慶豊収」に入った。この第二部は三つ

る）
」と最後の、
「同心聚力奔小康（全面小康を実現す

のチャン族の伝統的な歌舞であり、大部分の出演者は

るために努力する）
」である。活動に参加する人は各

若い女性である。踊りが終わると、2 人のチャン族出

人の役目によって具体的に以下のように分けられる。

身の歌手がチャン族民族歌の何曲かを演出した。この
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部分の演出の主な内容は、豊作の喜びとチャン族の村
の美しい風景をたたえることである。

調査対象者選定の基準は以下のようである。20 代
から 50 代まで、茂県におけるそれぞれの年齢層から
２〜３名を選ぶ。男女の数のバランスにも配慮する。
チャン族文化保護に関するスタッフ、自営業、観光業
などの職業から２〜３名ずつ選定する。選定方法は協
力者からさらに協力者の紹介依頼を行うスノーボー
ルサンプリング法である。調査対象者の具体的な属性
は表 1 の通りである。

図 3 歌舞

歌舞演出の後は最後の一部「同心聚力奔小康」であ
る。この部分は主に詩の朗読と現代の歌から構成され

表 1 調査対象者の属性
名前

年齢層

性別

民族

仕事

A

50 代

男性

チャン族

タクシー運転手

B

50 代

女性

チャン族

茂県古羌城スタッフ

C

40 代

男性

チャン族

チャン族医薬無形文化遺産継

ている。主な内容は共産党の指導の下で、茂県の経済
や社会状況はますます良くなって来たことを賛美す
る。最後に、司会者は将来を展望し、政府の指導の下
でチャン族の非物質文化遺産保護と観光の発展はき
承者

っと一層向上すると宣言した。ここまでで、チャン暦
年の歌舞演出は終わった。

D

40 代

男性

チャン族

自営業（農家楽 5）

E

30 代

男性

チャン族

自営業（農家楽）

F

40 代

男性

チャン族

茂県無形文化遺産伝承センタ

昼ごろ、鍋庄広場でチャン暦年の壩壩宴が開かれ
た。壩壩宴は「千人鍋」ともいわれ、チャン族の伝統
飲食文化でもっとも特色がある宴会ともいえる。食事
中、チャン族の若い男女たちは楽しい祝酒歌を歌って

ースタッフ

いた。夜 6 時ごろ、鍋庄広場で、キャンプファイヤー
がもう一度行われた。
2020 年チャン暦年の実態によると、参加者は多く、

G

20 代

女性

チャン族

茂県博物館ガイド

特に、地震により、元来は有名な地域であるとは言え
ない茂県が注目され、観光客も多く訪れるようになっ

（２）調査結果

た。政府の援助により、規模は大きく、内容も充実し

半構造化インタビューにおいては、チャン暦年が地

ている。しかし、観光の発展、政府の関与により、チ

域社会に対する意義の変化、現地住民持つチャン暦年

ャン暦年の伝統的な意味が薄まり、チャン暦年の内容、

の保護に対する態度を考察するために質問を行った。

参加人員などは大きく変貌し、経済や政治のための祝

具体的には、以下の 5 つのインタビューガイドを設定

日となる傾向も窺える。次節では、インタビューの内

した。

容を分析して、現地住民の視点からこれらの変化の影

①チャン暦年の儀式や内容などについてどれだけ知

響と意義を述べる。

っていますか。参加したことはありますか。
A：これは政府の仕事だ、彼らの決まり次第だ。どう

６．半構造化インタビュー

でもいいや。時々賑わいを見物にいく。

（１）調査対象

G：面白いよ、チャン暦年って。内容についてわかる
かどうか…さあ…シビの法文誦読などもある。法文の
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意義を聞くのか？実はよくわからないが、現場で司会

まとめてみると、大部分の調査対象者は賛成の態度

者が儀式の意義を説明するので、わからなくても大丈

を持っている。ここで見られる３つのキーワードは、

夫だ。

経済発展、認知度上昇、誇りである。もちろん、疑問

インタビューの結果から見れば、一部のチャン族人

をもつ人もいる。その理由は、観光業の発展も安定し

はチャン暦年の儀式や祭礼の内容を詳しく知らず、知

ておらず、観光業を発展させるために自分の民族文化

ろうとする興味も不足している。
「あれは政府や関連

を犠牲にするのは適切ではないと考えるためである。

人員の仕事だ」と思う人が多いが、チャン暦年への参

④他のチャン族無形文化遺産に対してどう考えます

加意欲はないとは言えない。

か。

②チャン暦年の現状についてどう思いますか。

この部分の回答をまとめてみると、まずはチャン族

A：これは宣伝手段だ。歌とか、儀式とか色々やるん

語について、関係者と非関係者の答えに大きな隔たり

だ。昔はこのような形式主義なものがないんだ。

がある。また、チャン族の刺繍の伝承と発展に対して

B：楽しいぞ、チャン暦年を過ごしたら、村民間の関

は、全ての調査対象者が積極的な評価を与えた。他の

係も親しくなる気がする。

無形文化遺産の保護は、形式主義、箱物政治だと評価

E：チャン暦年が面白いんだ。パーティーみたいだ、

する調査対象者が多かった。

楽しいね。以前はこのような活動がなかったみたいだ。

⑤茂県のチャン暦年に対する保護策や観光開発に対

村で小規模な祭りを行うだけだった。今の方がずっと

して、何か意見、提案がありますか。

豊富になった。
インタビューの結果から見ると、一部の調査対象者
はチャン暦年の現状は伝統文化に対する破壊で、儀式

ここで出たキーワードは、「若者の力」、「現地住民
の参加、発言権の確保」、「文化活動の形式の増加」、
「大学との提携」などである。

の感じがなくなったと答えている。一方で、大部分の
調査対象者は今のチャン暦年の形が良いと考えてい

７．考察

る。その理由を尋ねると、
「面白い」
、
「賑やかだ」、
「チ

（１）震災復興後チャン暦年の変化についての分析

ャン暦年に参加するのを通じて他の村民との関係が

今石（2014）によると、無形文化遺産は人、モノ、

親しくなる」のキーワードが出た。

時、場など、様々な要素が有機的に結びつくことで形

③観光開発などの保護策がチャン暦年に与える影響

作られる。そのゆえに、これからの分析はチャン暦年

についてどう思いますか。

の開催時期と場所の変化、参加人員の変化、儀式の内

A：観光開発がいいと思う。チャン暦年の時に観光客

容の変化の３つの側面に分けて展開したい。

が多く来た。俺の収入も一番高い時期だ。

まず、開催時期と場所の変化について検討する。伝

C：一番の影響はやはり認知度の上昇だ。以前チャン

統的なチャン暦年の開催時期は毎年の旧暦 410 月 1 日

族といえば、少数民族としか知られていなかったかも

で、普通は三日間続く。復興後、チャン暦年を行う時

しれない。今はチャン族と言えば、少なくともチャン

間は三日間から一日半に短縮されて、開催時間も自由

族の刺繍、チャン暦年が知られるようになった。

に変更できるようになった。時間の随意性によって、

D：今年はコロナ禍で、観光業は大打撃を受け、観光

チャン暦年の儀式に対する認識が変わり、儀式の権威

客も少なくなった。観光客が一度来たら二度と来ない

も弱まった。場所については、伝統的なチャン暦年の

に違いない。しかし今のチャン暦年の演出は全部観光

儀式は主に 2 つの場所で行われる。ひとつはチャン族

客のために作られたのだ、正直に言うと気持ち悪いと

の村の寺で、もうひとつはチャン族の神樹林である。

思う。

地震によって、茂県の多くの寺や神樹林が破壊された。
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震災後の再建において、寺や神樹林は回復しておらず、

築、強化する役割を果たしていた。2020 年で四川大

茂県のチャン暦年の開催場所は古羌城に固定された。

地震から 12 年が経過した。経済や社会の発展に伴い、

前記で述べたように、古羌城は震災後新たに建設され

チャン暦年の伝統的な意義（還願、一家団欒）が希薄

た観光スポットである。中には広場、博物館、ホテル

化するとともに、震災直後に現れた「緊張感を和らげ、

やお土産売店などがある。まとめてみると、古羌城に

地域の繋がりを強化する」という意義も近年では希薄

は、伝統的なチャン暦年で必要となる物理的な文化空

化してきている。反対に、チャン暦年の観光資源とし

間がなく、巨大な舞台劇場に似ている。

ての経済的意義は重要になった。今の茂県の住民から

そして、参加者の変化について分析する。元々のチ

見れば、チャン暦年はチャン暦年のシビと同じように、

ャン暦年において、シビは儀式の霊魂人物であり、主

もともとの宗教的な意義が薄くなった。その代わりに、

催者の役割を果たした。震災復興後のチャン暦年にお

チャン暦年は一つの文化のシンボル、象徴的なものに

いて、シビの役割は大幅に弱められた。現在のチャン

なっている。チャン暦年の儀式や内容はもう重要では

暦年では、シビの役割は主催者よりも、役者の方にも

なく、チャン暦年によってもたらされる経済的利益が

っと似ている。そして、村民の役割も変化してきた。

重要である。

元々のチャン暦年で、住民はシビに率いられて、共に

一方で、多くの先行研究で言及されていないのは、

儀式を行う。現在では、住民の一部が政府の要請でチ

女性がチャン暦年に参加する程度の変化である。宗教

ャン暦年の役者となり、他の村民はほとんど観衆とな

や伝統文化に起因する理由で、伝統的なチャン暦年に

った。前述のように、祭りなどの地域文化活動の過程

おいて、特に活動の場合に、参加する人に男性の割合

において、住民相互の連帯感・共同体意識が作り出さ

は極めて高く、女性の参加度は相対的に低い。しかし、

れ、その共同体意識が地域アイデンティティとなる

チャン暦年の活動における宗教の色の弱化とパフォ

（中川 2012）
。したがって、共同体としての活動がな

ーマンス活動の増加に伴い、チャン族女性の参加度は

くなってしまったため、民族のアイデンティティが喪

徐々に高まってきている。これにより、チャン族女性

失した可能性が考えられるのである。

の自分の民族文化に対する共感が高まったことが推

最後は、儀式の内容の変化を述べる。伝統的なチャ
ン暦は、主にチャン族人民の農耕文化活動と祖先や神

測できる。
（３）観光開発がチャン暦年に与える影響

霊を祭ることなどを反映している。震災復興後のチャ

調査の結果から、震災復興によって、観光業は段々

ン暦年の場合、祭り儀式が大幅に短縮された後、代わ

現地の経済モデルの重要な一部となった。また、経済

りに歌舞や芸能、共産党の指導を賛美する内容が多く

の発展に伴い、現地住民の生活水準も上昇した。多く

行われるようになった。この部分の変化からみると、

の住民は、観光業の発展によって就業が可能となった

現在のチャン暦年の演目には政府が直接あるいは間

ことを指摘していた。また、震災後における観光業の

接的に参与することがわかり、政府はチャン暦年の震

発展に伴い、茂県の認知度は上昇し、茂県に来る観光

災復興に重要な役割を果たしていることが窺える。チ

客も増加することで、チャン暦年などのチャン族伝統

ャン暦年の宗教の色が大幅に薄められた。

文化も徐々に知られるようになった。

（２）現地住民への考察

しかしながら、観光の発展によって、チャン暦年の

現地のチャン族人に対して、チャン暦年の意義は経

内容が変貌してきたのも事実である。今石（2018）に

時的に変化して来た。地震が発生する前に、チャン暦

よると、これまで、民俗芸能などの無形文化遺産への

年はチャン族の伝統文化で最も重要な祭りとして、チ

関心は行政や研究者、一部の愛好者に限られたのだが、

ャン族という民族のグループアイデンティティを構

復興とともに被災地も徐々に有名になり、マスコミや
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観光客なども訪れるようになった。それに応じて、芸

おける主体と客体の位置が反転された。

術、音楽活動やツーリズムなど様々な領域とコラボレ

さらに、政府の介入によって、チャン暦年の内容は

ーションした新しい活動も誕生する。こうした「外か

大幅に変容した。調査でわかるように、チャン暦年の

らの力」によって復興を果たし、すっかり変貌してき

演目は政府の指示によって変わったところが多い。そ

た無形文化遺産も今や少なくない。調査の結果から、

の指示によって、伝統的な神と祖先に感謝、還願、一

現在、チャン暦年は震災前と比べて、伝統的な犠牲や

家団欒などの要素はしだいに少なくなった。そのかわ

奉仕などの内容は減少したり、変更されたりしている

りに、「観光」、「復興」などの要素がチャン暦年でよ

ことが明らかとなった。その代わりに、伝統文化芸術

くみられるようになった。

会や千人鍋、キャンプファイヤーなどのイベントは
徐々にチャン暦年の重要な活動となった。つまり、チ
ャン暦年の内容は観光客のニーズに合わせるように
なってきたのである。

８．終わりに
本論文では、四川大地震後茂県のチャン暦年の実態
について調査を行なった。調査結果から見れば、伝統

さらに、復興策と経済発展の影響によって、現地住

的なチャン暦年と比べて、現在のチャン暦年は祭礼と

民は徐々に自らの民族文化の経済的な意義を認識し

しての意識が希薄化し、観光開発の目的が強調される

始めた。民族伝統文化が観光客を誘致し、収入を増加

世俗性が増加した。また地元の政府係員を招待し、政

させる道具でもあることを意識した。それゆえに、観

治的なショーになっている可能性がある。地域文化の

光客を誘致するためにわざと文化施設を展示するこ

地域アイデンティティを象徴する意義より、チャン暦

ともある。

年によってもたらされた経済的な価値が現地住民に

（４）政府が主導する復興がチャン暦年に与える影

とって重視された。

響

震災復興のチャン暦年の場合、政府、観光開発など

まず、政府の援助によって、チャン暦年などの無形

の「外の力」がより大きな役割を果たした。それに伴

文化遺産の保護資金と人材資源が豊富になった。しか

い、地域住民が自分の民族文化への保護意識が弱くな

し、政府の強い主導はチャン族住民が自文化を保護す

った。つまり、復興に伴い、「内の力」が徐々に弱体

ることに対する意識や興味を希薄化させる結果をも

化しているのである。これが現段階で、持続可能な無

たらしていた。長期にわたって、チャン暦年などの無

形文化遺産保護と復興を実現するために最も深刻な

形文化遺産は地元のチャン族住民により民族の伝統

問題点である。

に基づいて自発的に伝承されて来たのである。特に、
伝統的なチャン暦年はシビが主催するという形であ
った。しかし、復興政策の推進に伴い、無形文化遺産
の保護における政府の影響力が増大した。調査結果か
ら見ると、全ての復興に関する政策にはチャン族住民
の意見や参加がなく、彼らは受動的にチャン暦年の活
動に参加している。彼らは自分達の文化を詳しく知ら
ず、しかも知ろうとする興味もない。チャン族住民の
主観的能動性は乏しく、チャン族文化の持ち主として
の意識が薄くなっている。先述の「外の力」と対応し
て、
「内の力」の欠如が露呈し、チャン族文化保護に

補注
(1) 羌寨はチャン族村落の居住区である。
(2) 古羌城は 2013 年 11 月に竣工した観光スポットであり、
四川省アバチベット自治州茂県鳳儀鎮に位置している。
2014 年から、茂県のチャン暦年は「古羌城」で開催する
ことになった。
(3) 全面小康とは、ややゆとりのある生活ができる社会を全
面的に完成させることである。中国共産党五中全会での
建議案において 2020 年に「小康社会」の全面的実現を掲
げている。
(4) ハダとは、 長方形の絹布で作られたものである。長さは
同じではなくて、普通は 7 メートルから 13 メートルまで
で、3 メートルの長さもある。伝統的に、ハダを献上する
のは、相手に誠意と尊敬を表現するのである。チャン族、
チベット族などの少数民族の文化伝統には、結婚と葬式、
友人への挨拶などの場合にハダを捧げる習慣もある。現
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代のチャン・チベット族地区において、ハダはすでに敬
意を表す吉祥物となる。
(5) 農家楽とは、中国語でグリーンツーリズム、農家民泊の
ことを指す。都市から離れた自然豊かな郷村の農家を整
備し、宿泊をはじめとする各種アクティビティを楽しめ
るようにした施設である。
(6) 旧暦は、中国の伝統的な暦法である。

り越えて（1950-2009』,風響社, pp.37-165.
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技術系ボランティアの災害復興支援活動の実態と考察
千葉県安房地域での台風被害による屋根補修活動から、「技術」を考察する
一般社団法人 プロボノ消防志
理事

加藤

友啓

１．はじめに－“初心者向け”でない活動―

根上でブルーシートを張ることは危険な作業と考え

「災害ボランティア活動は“初心者向け”の比較的

られていることから、それをする者が誰もおらず、行

単純な作業で、誰がその活動に参加しても不思議なこ

政も災害ボランティアセンター(以下「災害 VC」と言

とではないくらい多くの国民に広く認知されたもの

う。)もお手上げで、多くの被災者は失意に陥っていた。

となった」(1)一方、様々な課題(2)―その一つに決して初

Ａ氏も建設業の経験もあったものの当初はその危険

心者向け活動のみではないこと―が明らかになって

性から断っていた。しかし、被災者に何度もすがるよ

いる。そのことを特定非営利活動法人 JVOARD 代表

うに頼まれたため、意を決し屋根活動を始めたのであ

理事の栗田暢之は、
「個々のボランティアでできるよ

る。試行錯誤しながら熊本で 2 年程度続けたところ、

うな泥出しや家屋の清掃を復旧の第一段階、家と暮ら

「熊本方式」と呼ばれるブルーシート張りの工法(以

しの再建というような高度な技術を要する作業を第

下、
「工法」と言う。)を開発し、Ａ氏に感銘を受け活

二段階とし、昨今の災害では、専門性の高い技術系ボ

動に合流した被災地民も現れ出し、彼らも主体的に活

ランティア団体などがこうした不安に丁寧に対応し

動し始めレスキューアシスト熊本支部を受け持つな

ている」(3)と語っているが、これまでその実態につい

ど予想外にその輪が広がった。次に、Ａ氏の地元大坂

て論じられたことはなかった。そこで筆者は、令和元

で法人化した直後に発災した平成 30 年大阪府北部地

年台風第 15 号の住家被害に対する、技術系ボランテ

震では茨木市に救援に入り、1 年間 4 カ月に渡り支援

ィアによる被災地住家屋根上でのブルーシート張り

を行った。ここでも「新茨木方式」をはじめ新たな工

を中心とした応急処置作業（以下、
「屋根活動」と言う。）

法をいくつも考案、更に被災地の有志に対し技術を伝

についてフィールドワーク調査を行ってきた。専門性

承してきた。

が高い技術を要するということは、リスクが高い、人

これら二つの復興活動で約 1,300 軒の屋根活動を行

材が少ない、災害復興需要に供給が追い付ない等の問

い、張り方次第で耐久性が強くなり、気象や環境にも

題が潜んでいる可能性もある。彼らはどのような活動

よるが半年程度は持つことも判明し、日本で一番多く

をしているのであろうか、その技術面について、今号

被災地の屋根にブルーシート張りを行った団体と自

と次号に渡って考察していく。

負するようになった。

２．二つの震災での屋根活動

３．令和元年台風第 15 号による安房地域の災

東日本大震災から災害ボランティア活動を始め、そ
の後特定非営利活動法人災害救援レスキューアシス

害被害と災害ボランティア活動
（１）令和元年台風第 15 号による千葉県内の被害

ト（以下、
「レスキューアシスト」と言う。
）を設立さ

令和元年台風第 15 号(4)は 9 月 9 日に関東地方の観

せたＡ氏が屋根活動を開始したのは、平成 28 年熊本

測史上最強クラスで上陸し、千葉県内の建物 67,278 件

地震での復興活動からである。この震災で屋根が破壊

に被害をもたらした。県は 9 月 11 日に県内 25 市 15

された住家が多くあったが、当時はボランティアが屋

町 1 村を災害救助法の適用地域に指定したが、特に南
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部の君津～安房地域(5)の被害が甚大であった。
損壊のうち最も多かったのは住家等の屋根の被害
で、屋根が損壊した住家は雨漏りの危険性から日常生

800 軒、屋根活動案件に該当する屋根の破損に関する
ものは約 500 軒であった。
Ａ氏は発災直後単身大阪を出発し、9 月 12 日に千葉

活の継続が困難で、一刻も早い処置が必要であった。

県内入りした。他の技術系ボランティア団体と受け持

専門業者による早期修理が望まれたが、瓦の製造が追

つ地域等を調整しながら鴨川市に入りＢ氏と接触、協

い付かない、建築業の職人が不足している等の供給力

力を申し出た。鴨川社協にとって、専門家を名乗る団

の問題や被災者の経済的理由から、工事は遅々として

体の申し入れは渡りに船であり、旧主基小学校内に拠

進まず、年末になってもほとんどの住家で損壊が残っ

点を開設してもらい、鴨川社協が受け付けた専門性の

たままであった。被害の多かった館山市、南房総市、

高い要望を直ちに情報提供できる体制を築いた。過去

鋸南町の 3 市町では、13,409 軒が壊れ、県への修理の

に幾多の災害復興でＡ氏と共に活動した仲間も駆け

補助申請が約 5,500 軒だったが、12 月 23 日現在の支

付けてきた。その中に関東で内装業を営むＣ氏がおり、

給は上記理由でわずか 32 軒であった(6)。

拠点での現地技術スタッフとして共に活動すること

（２）安房地域での災害ボランティアの活動

に同意し、現地専従員は 2 名となった。

千葉県社会福祉協議会が災害 VC を開設したのが 3

関東圏在住で消防職員のＤ氏は、東日本大震災にお

日後の 12 日、各市町村は 13 日、受け入れは 14 日か

ける緊急消防援助隊の任務以降、災害復興とボランテ

ら徐々に開始し、君津から安房地域にかけて多く受け

ィアに関心を持ち、参加するようになり、様々な経験

入れ、延べ人数の合計は、富津市で 5,543 人、鋸南町

から、
「自分が培ってきた災害現場での知識や技術は、

の 4,589 人、
館山市の 3,659 人、
南房総市の 2,641 人、

思っている以上に世の中に役に立つ場があるので

(7)

鴨川市も 1,505 人であった 。各災害 VC は同年 10～

は？」と考えるようになった。Ｄ氏も 9 月 12 日に千

11 月中に徐々に縮小、閉鎖していった。前述のとおり

葉県に入りし、知人を介してレスキューアシストが鴨

その時点では、応急処置をし続けなければ日常的な生

川に入ったことを知り、Ａ氏を紹介してもらい、屋根

活困難な住家が安房地域を中心に県内に多く残され

活動の技術と消防活動で培った安全管理の技術を相

ていたため、誰かがその担い手をしなければならない

互提供する形で協力することとなった。

状況であった。

ところで、安房地域には昔ながらの茅葺屋根があり、
その倒壊家屋も少なからずあったが、誰も茅葺屋根上

４．レスキューアシストによる復興支援

での活動のノウハウは持ちあわせておらず、レスキュ

（１）鴨川を拠点としたレスキューアシストの活動

ーアシストを悩ませていた。Ａ氏は藁にも縋る思いで

9 月 13 日に市総合保険福祉会館に災害 VC の拠点を

フェイスブックにより技術者の募集を呼び掛けたと

立ち上げた鴨川市社会福祉協議会(以下「鴨川社協」と

ころ、茅葺職人のＥ氏と連絡がつき、アドバイスを受

言う。)職員のＢ氏は当初、
「災害ボランティア活動は

けることが出来るようになった。これにより茅葺屋根

数日で終わるだろう」と考えていた。しかし、被害の

へのブルーシート張りという新しい工法を開発する

全容と日々大挙するボランティア、そのコーディネー

ことに成功した。

ションへの混乱から見込み違いを痛切、拠点規模の拡

このようにして鴨川市は技術系ボランティアを編

大と充実の必要性に迫られた。市と協議し、17 日に旧

成出来る体制を築いていった。とは言え屋根活動の実

主基小学校校舎(鴨川市成川 35）に拠点を移設拡大し

施に際し 1 件当り最低でも 4 名程度必要であるが、そ

たことで、ボランティアの受け入れと被災者の要望に

の人数は最盛期の週末でも 3 チーム程度、多くは 1 チ

応えられる体制を築くことが出来たが、一般ボランテ

ームでの活動であった。従って 500 件全ての屋根活動

ィアには任せられない家屋の倒壊への応急的な対応

を技術系ボランティアだけで対応するとなれば、1 チ

が多くあることも明らかになってきた。その総数は約

ーム、1 日当たり 1、2 件程度とすると、相当の日数が
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かかってしまう。

撤収する頃には市内外の市民が約 15 名程度が所属す

可及的に対応できた理由として大きな組織の支援

るまでになった。それとは別に、災害復興の技術系ス

があった。Ａ氏はメディアを使ってその惨状を伝えた

タッフとして某一般社団法人に転職したＦ夫婦のよ

ところ、自衛隊、(一社)茨城県建設業協会、天理教災

うな人もいた。夫婦は安房地域の人柄や風土が気に入

害救援ひのきしん隊等がそれぞれ駆け付け、スケール

り移住したが、台風被害状況に衝撃を受け、復興に尽

メリットによる支援活動が行われた。但し、彼らに高

力したい思いに駆られた。当初は自身らは屋根活動な

所作業には一般国民より慣れはあるものの、屋根活動

ど危険でとても出来るわけないと地上から支援活動

の経験が無く、Ａ氏は必要に応じて即席の屋根活動の

をしていたが、鋸南町を中心に活動している技術系ボ

講習を実施し、その活動に従事させた。それぞれが 1

ランティア団体に教わりながら連日屋根活動に従事

～2 週間程度活動した甲斐もあり、災害 VC を開設して

するようになり、その後別の災害復興支援の社団法人

いた 10 月 31 日までに被災者から要望のあった屋根活

と、初の技術系スタッフとして契約することになった。

動約 500 件についておおよそ対応する事ができた。し

現在では彼らは、県内外の屋根活動に従事したり、団

かし、あくまでも一過性の可及的処置で、彼らに継続、

体の垣根なくレスキューアシストと共に講習会を開

断続的な屋根活動は期待できない。屋根活動そのもの

催したりするようになっている。

が応急的な処置であること、その作業の精度、工法に

以上が、令和元年台風 15 号による鴨川市での倒壊

より耐久性に差が生じること等から継続的な張替え

屋根家屋の復興活動の概略であるが、その具体的な活

が必要であり、災害 VC 閉鎖後も技術系ボランティア

動の内容はどのようなものであったろうか。筆者は、

の支援が不可欠であることは、携わった関係者であれ

講習会と実際の屋根活動に参加しフィールドワーク

ば誰の目にも明らかであった。

調査したが、本号では講習会について、次号では現場

（２）ボランティアセンター閉鎖後の復興支援と講習

活動について、スライド資料の一部を活用して述べて

会による自立復興

いく。

災害 VC 閉鎖後もレスキューアシストは旧主基小学
校に拠点を置き活動を続け、Ｄ氏やＥ氏から新たな技

５．ブルーシート展張講習会

術を提供してもらうことで屋根活動を進化、発展させ

日時：令和 2 年 11 月 22 日(日)

ると共に、この地を離れても復興が継続するよう、技

場所：千葉県Ｋ市市民活動支援センター

術講習会(以下、
「講習会」と言う。)を地域住民に対し

主催：千葉南部災害支援センター(8)

積極的に開催した。Ａ氏は全ての家の修繕完了に 3 年

講習会は、半日の学科でブルーシート展張と高所作

程度と見立ており、鴨川市や南房総地域だけに何時ま

業の安全管理という二つの学科の講義とその器材の

でも居続けることは出来ないことからも、自立復興は

紹介で構成され、参加費用は無料である。午前中に学

必要と考えていたのである。また、災害大国の我が国

科を、午後は実際の現場で屋根活動の OJT を実践する

では屋根活動の技術者も増やさなければならないと

講習会もあるが、この日は学科のみであった。以下、

の思いもあった。この講習会は県なども積極的に広報

使用された資料(9)を用いていくが、その内容はＡ氏や

し、NHK やネットニュースにも取り上げられ、県内の

Ｃ氏らの各地での経験とＤ氏とＤ氏の職場仲間でそ

消防局も受講するなど、反響があった。Ｂ氏も当初は

の影響を受けボランティア活動を始めたＧ氏らの消

専門性の高い活動はレスキューアシストや自衛隊に

防活動での知識、経験に基づく安全管理の要素を纏め

任せるものとしていたが、いつまでも頼ることができ

たものである。

ない現実から自ら講習会に参加する傍ら、市内初の災

この時の講師は、ブルーシート展張の技術について

害ボランティア団体を設立した。レスキューアシスト

はＣ氏、安全管理についてはＧ氏、器材の紹介はＦ氏

は旧主基小学校に 1 年 2 ヵ月程度滞在したが、彼らが

が務めた。講義の始めに「屋根に登らなくても応急処
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置が出来るのならば、登らない方法でやってください」
と危険な場所での作業であることを強くに認識させ、
屋根活動に正解はなく、学科講習のみならず現場の実
践(OJT)により経験を積むことで技術向上が図れ、ブ
ルーシート展張が出来るようになると教えている(図
1)。

図2

現場調査の必要性とポイント

活動環境の設定は、このように様々な要因に依り、
その後の作業効率や安全性に大きく影響を与える。例
えばはしごの架梯位置やロープの設定位置が不適切
であれば屋根上での移動が多くなったり、作業者に無
理な姿勢を強いたりすることで、効率の低下やリスク
図1

認識して欲しい前提について

の増大を招く。全体的な活動環境の概念は図 3 のよう
になるが、1 軒、1 軒建物の環境や形状、材料は異なる

（１）ブルーシート展張について

ことから、
「これが正解である」と断定できるものはな

ア 現場調査と活動環境の設定の必要性について

いという。

屋根活動は当日に行き当たりばったりで行うもの
ではなく事前に現場調査を行い、作業の準備と段取り
と整えておく必要がある。現場の被害状況や周囲環境
を確認し、どこに車両を駐車し、どこから資材を搬入
するか、どこにはしごを架け屋根への導線とするか、
どこにロープを架けるか、どこに潜在的な危険がある
かを想像しておくのである。屋根の状態を確認すれば、
活動が難しい傾斜や形状、老朽化により踏み抜きが起
こりそうな箇所の想像もできる。被災者住民からの要
望や修繕予定日時等の聞き取り調査も重要であり、こ

図3

ロープ設定要領と活動環境の概念図

れらを総合的に判断して活動環境と工法が決定され
ていく(図 2)。

イ

屋根の構造と素材について
受講者の多くは建築関連に勤務する者ではない一

般人であることから、屋根そのものの基本的な形状や
その構造、瓦の種類やそれらの特徴についても教える
必要がある。これらの知識は、瓦のどこが荷重をかけ
ても安全な場所か、適切に固定のできる下地があるか、
雨水の侵入はどこか等が見極められるようになるた
めである(図 4)。
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図 4 屋根の特徴の一例(瓦の踏む場所について)
図 5 特殊な材料があまり必要ない自衛隊方式

ウ ブルーシート展張について
前項のとおり、自分達が活動する屋根上という環境
についてひととおり習った後に、ブルーシート展張の
技術を教わる。2 章や 4 章で述べたように張り方次第
でブルーシートの耐久性は異なることや、環境や状況、
被災者の事情によって施工を変えた方がよいことが
判明したため、様々な工法を開発し続け、その数は 14
種類程度(10)となった。大きくカテゴリー分けすると、
比較的容易だが耐久性に乏しい応急処置の展張と、耐
久性はあるが知識と技術が高度で特殊な材料を必要

図 6 マイカ線(ビニルハウス用ロープ)で固定した熊本方式

とする中長期的養生の 2 種類に分けられる。
台風 15 号
の復興では、初期に自衛隊やひのきしん隊による組織

大阪北部地震で開発した工法の一つ新茨木方式(図

的な活動では応急処置により一気にブルーシート展

7)は、土嚢を使わずに木片のストッパーを準備し、瓦

張され時間を稼ぎ、その後丁寧に中長期養生的養生に

との隙間に差込み、その木片部分にブルーシートをビ

より展張を行っていった。しかし何れにせよ、ブルー

ス止めして固定する方法であり、中長期的養生にカテ

シートや土嚢は風雨に晒されればいずれ劣化するの

ゴリーされる。土嚢という重量物を屋根上で運べばバ

だから、最終的に屋根が修理されるまで、何度も張替

ランスも崩しやすく体力も消耗し、それだけでリスク

えが必要となる。

が高くなるため、この工法はリスク要因の軽減にも役

工法についてもう少し詳しく述べていくと、自衛隊

立つ。

等に行ってもらったのは自衛隊方式(図 5)と呼ばれる
テープと土嚢により押さえ飛散を防ぐ工法である。自
衛隊の支援を受ける際、彼らにもある装備や材料だけ
で可能な展張を考え開発した方法である。土嚢袋は一
般的な白ではなく、耐候性のある黒の方が長持ちする。
熊本地震で開発した熊本方式は、土嚢を使用するの
は同じであるが、テープではなくマイカ線(ビニルハ
ウス用ロープ)を使用することにより耐久性を向上さ
せている(図 6)。これらは応急処置にカテゴリーされ
ている。

図7

土嚢を使わない新茨木方式
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自身の補修による転落死亡事故も発生し、報道もある
このように工法はそれぞれに特徴があり、どれを採

(12)

。更には、平成 19 年以降の労働災害においても死

用するかは屋根の種類や素材、形状、補修箇所、その

亡事故の 4 分の 1 程度、1 位でもある(13)。その特徴は、

範囲、作業環境、被災者の要望等、様々な要因により

①安全衛生教育の未実施もしくは不足、②個人装備品

決定される。例えば、展張で憂慮すべき大きな要因の

（ヘルメット・墜落制止用器具）不備、③墜落防止処

一つに風があるが、作業時にも大きなリスク要因であ

置（命綱等）の未実施・不備、④安全主任者・作業主

るのは勿論のこと、海沿いのような常時強い風を受け

任者不在、の 4 点であり(図 8)、屋根活動独自の問題

る環境であれば展張後の劣化は早い。屋根一面に覆わ

点としては、㋐屋根上に支点、アンカーポイントが無

れたブルーシートの景色をテレビは報道しがちだが、

い、㋑傾斜がきつく常に落下方向に力が働いている、

貫通が無ければ雨漏りの可能性が大きいのは瓦の剥

㋒足場が悪く、滑りやすい、㋓手元に集中して視野が

離により剥き出しになった屋根板の繋ぎ目からの浸

狭くなりがち、である。

水なのだから、覆う部分を必要最小限にしたり、風に
煽られない方向に適切な工法で丁寧に張ったりすれ
ば、風の影響は少なくなり長持ちする。このように要
因一つを取っても工法の判定と細部の判断に影響を
与えるものである。
講習会では全ての工法が全て紹介されているわけ
ではなかった。時間的制約もあろうが、その参加に際
し全て工法を知らなくても、現場の OJT により「習う
より、慣れろ」で賄えると判断しているからであろう。
活動には特殊な器材が必要であり、参加者個人が揃

図8

死亡事故事例の特徴について

えておくべきものは、ヘルメット、ハーネス、工具等
等があり、ボランティア団体が準備するものは、はし

イ

屋根活動での安全管理対策について

ご、ロープ、木材、各消耗品等で、F 氏が実際に実物

転落・落下防止のためにロープにより活動環境を設

を展示し使用方法を説明もしていた。個人の装備を揃

定することは、前（１）アで説明したとおりで、安全

えるにしても数万円程度かかる(11)。

管理の講義ではその更に詳細に語られており、それは

（２）安全管理について

個人的なもの、相互的なもの、チーム的なものからな

安全管理の講師を受け持ったはＧ氏は、Ｄ氏の影響

る、としている。

で勤務の無い日に 1 年以上、数十回に渡り南房総に通

個人的な安全管理対策は、ロープワークや安全装備

い、Ａ氏やＣ氏とも懇意になり技術も向上したが、現

についての知識、技術についてである。傾斜がきつく

場を仕切るには経験不足を感じていた。しかし、Ｃ氏

滑りやすい屋根上における墜落防止措置をしつつ自

やＤ氏から依頼を受け、安全管理の分野ならば職場で

在に動くためのロープワークや、墜落制止器具、足元

培った知識や経験が生かせると思い、彼らの助言を受

の装備についても理解しておく必要がある(図 9)。ま

けながら仕事と屋根活動の経験を融合させた資料を

た、墜落防止処置をしていても、宙吊りにならない、

作成し、講義を行った。

なった場合のそれぞれの知識や技術を習得しておく

ア 屋根活動での転落・墜落危険について

ことも個人的な安全管理対策である。

高所作業において最も留意しなければならないリ
スクの一つは転落・墜落であることに論を待たず、こ
れは死亡事故にも繋がり、実際、台風 15 号でも被災者
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図 9 活動環境の状況とロープでの墜落防止処置

図 10 バディによる落下防止方法（左側の作業者が棟を境に
重りとなり、右側の作業者が作業に従事する）

相互的な安全管理対策は、2 人一組のバデイによる
安全管理で、1 人では見えない周囲をお互いに監視し
危険を知らせ合う、共有する、時には直接排除する等
の相手に躊躇なく伝えるコミュニケーションの技術
が必要であるとしている。はしごを登り降りする際は、
誰かが転倒防止のための確保をしたり、ロープが設定
出来ない、届かない場所での作業は、お互いをロープ
により結合させたり、自身の身体そのものを相手の転
落防止の重りとなる技術も紹介している(図 10）
。また、
ベテランのほうが危険予知に優れることから、初心者

図 11 状況に応じた支点の選定

はベテランと組ませたりする。
チームとしての安全管理にはまず、安全な作業環境

リスクは勿論、転落・墜落のみではない。まず、土

のためのロープの設定がある。設定のためはどこを支

嚢、瓦、道具の落下物による受傷もあり、重量物であ

点とするか考える必要があり(図 11)、それは現場毎に

れば、大怪我にも繋がる。そこで、咄嗟に「落（ラク）！」

異なることからその工夫の一例を紹介している。また、

と大声で周囲に注意喚起出来れば事故を防げる可能

屋根活動は図３のとおりチーム活動であり、屋根上の

性は高まる。傷んだ屋根下地の踏み抜きは落下せずと

者(ルーフワーカー)と地上の者(グランドワーカー)

もケガに繋がることから、その劣化を予知する目と慎

とで、役割分担されている。リーダーはグランドワー

重な体重移動が求められよう。長物はやたらに振り回

カーとして、安全環境の設定、作業中の安全管理や指

すと他者に接触させ、ケガや落下を誘発させることか

示と支援、様々なトラブルへの対応の任務があり、任

らその扱いには注意が必要で、運ぶ時は複数で端と端

されるのは十分な知識と技術を有した者である。逆に

を持つ等の工夫が必要である(図 12)。地域によっては

屋根に上る技術や体力の無い者でもグランドワーカ

野生動物の襲来も予測され、実際、作業中にスズメバ

ーとしての任務があり、例えば時間管理や資機材搬送、

チによる虫刺被害も報告されている。また、墜落制止

リーダーの補助、不安を抱えた住民の傾聴をする等で

器具により防止対策をしているとはいえ、宙吊りにな

ある。以上のように各任務が分配されているシステム

った場合、脱出方法を知らなければ意味がない。これ

化された安全管理を行いつつブルーシートを展張し

ははしごを掛けたり、ロープを緩めたりとチームで対

ている。

応することになる。このようにリスクは多岐に渡り、
作業をしながらも様々な対策を常に講じ続ける必要
がある。最後に、応急救護の必要性についても語って
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いるが、応急救護の講習は、全国の消防署や自動車学

ついて網羅され、概略については理解できるが、具体

校、日本赤十字社等でも実施されているものの、これ

的な方法までは語られていない。

だけで半日から一日かかるため、紹介に留まっている。

６．講習会と現場活動とのギャップについて
一般的な災害ボランティア活動では初心者であろ
うとそれに参加する際、何らかの講習を受講する義務
はない。しかし、屋根活動で講習会をわざわざ開催し
てが、その理由は危険性が大きいからであろう。講習
会から見えてきた屋根活動の姿とは、高所で傾斜のあ
る屋根上での活動は、ロープにより安全環境を設定す
る必要があるが、それにより活動範囲が制限され、更
に重力による荷重が常に掛かる環境下であり、常時安
図 12 長物を扱っている状況

全を担保しつつ、その場に適したブルーシート展張を
判断してチーム活動としてしなければならない、とい

ここで、先の転落死亡事故の特徴①～④と屋根活動

うことである。言うまでもなく、それは生命の危機に

の問題点㋐～㋓について本講義の安全管理対策につ

も及ぶ活動であり、このような理由により、講習会を

いて比較してみよう。まず、①の安全衛生教育につい

開催し、最低限の知識を習得した後に屋根活動に参加

ては、本講習はそれに対応していると言えよう。労働

するのが望ましいとしている。

安全衛生法第 59 条に規定されているもので、その内

ところで、講習会を開催するためには、彼らが蓄積

容は、現場特有の危険性、安全作業手順、保護具の諸

した情報を数値や言語により表現し、形式的、体系的

元性能と取り扱い、開始前の安全点検、発生するリス

に纏めなければならない。このような知識は形式知(14)

クとその対策、整理と清潔、事故発生時の応急処置等

と言われるもので、形式知化するとデータや数式、明

とされている。ボランティア活動だから、遵守の義務

示化された手続や手段、普遍的原則等の形でたやすく

はないのだが、講義全体を通して、凡そ概略は網羅さ

伝達・共有することが出来る。屋根活動に関すれば、

れていたのではないか。②の装備については、講義内

「ブルーシート展張」と「安全管理」という二つの分

で紹介されているが、個人で準備するものもあり、適

野の形式知から構成され、講義形式により一度に多数

正なものを準備してもらうしかない。③については、

に伝達・共有することが出来る。

その処置を実施することを前提としており、その内容

「ブルーシート展張」について考察すると、まず、

に多くを費やされていた。④については、任務分担し

その屋根の特徴、構造、瓦の種類等と自らが扱う資材、

ていることから、グラウンドワーカーでリーダーが安

器材を知る必要がある。そこから、現場調査の重要性

全主任者、作業主任者の役割を準じているのではない

とロープを活用した落下防止策等がデータや図で明

か。次に屋根活動独自の問題点については、㋐の支点

示されている。そして現時点では開発されているうち

等については屋根下の立木や駐車車両等の活用の紹

の幾つかの頻度の多い、代表的な工法が伝えられてい

介に留まっている。㋑、㋒の屋根上の特徴については、

る。
「安全管理」については、ロープによる安全管理環

ロープによる対策、足元の対策についてについて語ら

境の設定やロープワーク、はしご等の操作について、

れているが、この身体感覚は言語で表現するのは難し

発生しうる事故と危険要因について語られていた。限

いだろう。㋓の狭視野に陥ることは、相互的、チーム

られた時間であったため、形式知化できるものの全て

的な活動がその抑止になるであろう。このように其々

を伝えられはしないだろうが、凡その概略は掴んで実

の事故の原因や屋根活動独自の問題への対策、対処に

際の作業の参加に臨めるよう意図されているのだろ
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う。

も出来よう(勿論、被災者の心情や状況等から許され

その一方で、「知識は言葉や数字により形式知化で

ない場合もある)が、
「安全管理」に関しては失敗を起

きるのは氷山の一角で、基本的に目に見えにくく、表

こせば、取り返しのつかない状況となってしまう。形

現し難い、暗黙的なものだというのである」(15)という

式知しか伝えられない講習会のみでは、初心者に安全

指摘もあり、このようなものは暗黙知と言われ、非常

管理に関する十分な暗黙知の知識が備わらず、安全な

に個人的なもので形式化しにくく、他人に伝達して共

状態を保つのは難しくリスクが高くなる。しかし、逆

有することは難しい。

に経験しなければ、その暗黙知を蓄積出来ないという

例えば、講習の最初で、
「応急処置には正解という答

矛盾を孕んでいる。そのため、屋根活動ではチーム活

えはありません。
」と断っているが、これは「こうさえ

動により安全管理することにより、リスク低減を図っ

しておけばよい」と形式知化できないことを示唆して

ているという。講習会では、個人でロープで自己確保

いる。また、
「今日の講習会を受講して直ぐにブルーシ

し、相互に監視、声掛け、チームでロープによる安全

ート展張が出来るようになるわけではありません。現

環境と全体の俯瞰と教えていたが、具体的にどのよう

場講習会(OJT)で経験を積みながらスキルアップして

なものなのか、果たして適切に管理されたものなので

いきましょう。
」と暗黙知(16)の必要性を訴えている。

あろうか。この点に関して、リスクマネジメントの観

しかし逆に見れば、形式知化する－知識の氷山の一

点からの考察もしていきたい。

角を知る―ことは、初心者は何についての知識を蓄積
するのか、すべきであるかを理解出来るようになる。
様々な環境や状況の要因から、よりよい手段を判断、

謝辞
本執筆にあたりまして、特定非営利活動法人災害救援レスキ

決定しなければならない複雑で専門的な屋根活動に

ューアシスト、社会福祉法人鴨川市社会福祉協議会、千葉南部

おいて体系化された知識は、水面下にある暗黙知の氷

災害支援センターの皆様を始め、ご協力に快諾してくださいま

山を効率的に理解するのに助けるものである。しかし

した、災害復興ボランティアの皆様に感謝申し上げます。なお、

繰り返しになるが、そこの氷山の一角から伺い知れる

本執筆にかんする責任は著者にあることを付記しておきます。

知識とは具体的にどのようなものであるか、この暗黙
知の部分については講習会から知ることはできない。
また、全ての形式知が説明されているという訳でも

＊本論における団体の名称、個人の所属等は、筆者が調査をし
た時点のものである。

なかった。というのは、例えば「工法」として一つひ

補注

とつ確立されているということは、形式知化されてい

(1) 渥美公秀（2007）,災害ボランティアの動向：阪神・淡路

ることを意味しているが、全て紹介されていない。繰

大震災から中越地震を経て,大阪大学大学院人間科学研究科紀

り返しになるが、講習会の時間的制約もあり、屋根活

要.33, ｐ.100

動の参加に際し全ての工法の形式知を知らなくても、

(2) 大門大朗・渥美公秀（2018）,災害と共生,災害後の被災地

現場の OJT で賄えると判断しているからであろう。

における被災者と支援者の関係を考える－2016 年熊本地震に

講習会で教えていた知識とは、その活動に従事して
みなければその知識の本質を理解出来ないものであ

おける災害ボランティアセンターの事例から－,
上記のようにボランティアと被災地のコーディネーション

り、それこそが屋根活動の“技術”なのであろう。筆

は難しいことが明らかになってきている。

者は、実際に屋根活動に参加し、フィールドワークを

(3)

行っててきたことから、次号では暗黙的知識を含めた

よる被災者支援の現状と課題(2019-12-03),

その技術について考察していきたい。

https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/416454.html

ところで、
「ブルーシート展張」ではたとえ失敗して
も、そこから学ぶことも、修正・やり直しも効くこと

ＮＨＫ 解説委員室 解説アーカイブス,ボランティアに

(2021-12-03)
(4)

総務省 令和元年台風第 15 号関連情報,令和元年台風第
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15 号による被害及び消防機関等の対応状況(第 40 報)(2019-12-

資料を活用していた。

23)

(14) 野中郁次郎・竹内弘高(著)梅本勝博(訳)(1996),知識創造

https://www.fdma.go.jp/disaster/info/items/taihuu15gou4

企業,東洋経済新報社 pp.83-90 を参照。

0.pdf/(2021-12-03),

形式知とは認識論の次元において M.ポランニーが暗黙知と

台風による建物被害は、総務省統計資料によると関東地方中心

区別したものであり、
「形式知」は、形式的・論理的言語によっ

に 76,874 件、うち千葉県は 67,278 件、9 割強の 62,986 件は一

て伝達出来、客観的、理性的、順序的、デジタル的な知識であ

部損壊であった。

る。

(5) 君津地域は袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市、安房地

(15) 野中ら(1996),pp83-90 を参照

域は鋸南町、鴨川市、南房総市、館山市

暗黙知とは、特定状況にかんする個人的な知識であり、形式化

(6) 朝日新聞,台風 15 号、壊れたままの被災住宅 千葉南部、

したり他人に伝えたりするのが難しい、主観的、経験的、同時

業者不足(2019-12-28),

的、アナログ的な知識である。

https://www.asahi.com/articles/ASMDR72GQMDRUDCB011.html

(16) 大崎正瑠(2009),暗黙知を理解する,東京経済大学人文自

?iref=pc_extlink/(2021-12-03)

然科学研究会

(7)

全社協 被災地支援・災害ボランティア情報(2019),台風

厳密には野中とポランニーの暗黙知では解釈が異なるとの

15 号(千葉県・東京都)及び台風 15 号・19 号、10 月 25 日から

意見はあるが、両者とも「暗黙知」が「経験知」
「身体知」を指

の大雨(2019),

している点は共通である。経験知としての暗黙知は経験を積む

https://www.saigaiVC.com/data-katsudou/(2021-12-03)

ことにより蓄積されてる知識であり、逆に言えば経験しなけれ

を参照。

ば蓄積されない。

台風 19 号が 10 月 12 日に東日本に上陸したことにより、ボラ
ンティアの流れは大きく変わり、同日以降激減している。
(8) 千葉南部災害支援センターとは、台風 15 号の被害を受け、
地域での支援に当たっている複数の非営利団体が協力して運
営している支援プラットフォームである。
http://scdrc.jp/
(9)

特定非営利活動法人 災害救援レスキューアシスト,レス

キューアシスト資料集,BS 展張講習会資料(2019),
https://rescue-assist.net/about-2/(2021-12-03)
(10) 特定非営利活動法人 災害救援レスキューアシスト,レス
キューアシスト資料集,被災家屋対応事例集(2021),
https://rescue-assist.net/about-2/(2021-12-03)
(11) 個人の装備については決して安価でないことから、技術
系ボランティア団体等が所有しているものを貸し出しする場
合もある。
(12)

日本経済新聞,台風被害の千葉屋根補修で転落多数 停

電 2 万 9000 戸(2019-09-19)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49962350Z10C19A9CC
0000/(2021-12-03)
(13)

これら事故の資料は厚生労働省職場のあんぜんサイト

(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/)から確認でき、Ｇ氏もこの
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編集後記
今回の特集のテーマは、「復興を伝える メディアの挑戦」をとしました。各地で災害が頻発する
ことによって、ひとつひとつの被災の記憶を丹念に伝え続けることが難しくなっています。混濁する
情報空間のなかで、かけがえのない情報であってさえも、すぐに埋没し、原理的に風化・忘却しやすく
なっているとさえ言えます。
しかしその一方で、目の前の災害と向き合い、果敢に伝え続けようとしている取り組みもたくさん
あります。マンネリ化も超え、コロナ禍にも負けない。それはまさに、「挑戦」と言える営みです。
今回は、ローカルなコミュニティラジオ、漫画（ミュージアム）、ドキュメンタリー映画、そして、
地方紙と、4 つの現場から、
“ホット”な取り組みを紹介していただきました。ここに言う“ホット”
とは、果敢な挑戦という意味に加えて、心持ちの熱量のことを指し示しています。これらの論考を読ん
だときに、読者にはきっと現場の“熱い思い”が伝わるのではないかと思います。
復興メディアに関するアカデミックな研究は巷間にたくさんあるようでいて、まだまだ体系的なもの
が、しっかり編まれていないように感じています。本特集が、「復興メディア研究」の礎になることを
願っています。さいごになりましたが、多忙を極めるなか、大変貴重な原稿を寄せてくださった執筆者
の皆様に心よりお礼を申し上げます。
（近藤誠司）
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