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【問題】 

災害について語られなくなる過程は、災害の風化

として捉えられてきた。災害が風化することの意味

を、矢守（1996）は新聞記事の分析から「災害に対す

る人々の興味・関心が単に『忘却・消失』したことを

反映するというよりは、むしろ、災害（の意味）につ

いて語ることが、地域社会において、（相対的に）不

要になっていく過程を表現していることが示唆され

る」（矢守, 1996:29）（以下全て引用中［］は著者）と

述べている。換言すれば、風化とは、何か抹消してい

く過程というより、魚にとって水の存在が意識され

ないのと同様に、日常生活において当り前のものと

して受け入れられていく（落着の）過程だという。 

一方で、被災地で当事者が発する言葉と、新聞メ

ディアのそれとは大きな乖離があるという。寺島

（2016）は、河北新報での取材経験をもとに、「復興」

は政治家や外部者から聞くのみであって被災者から

聞いたことがないと述べている。ここには、メディ

アや公的な記録と、そうでない日常生活の記憶や語

りの間に乖離が生じていることが示されている。 

本稿においては、東日本大震災から 10 年を経過し

た岩手県九戸郡野田村（以下、単に野田村）に焦点を

あて、先行研究においてなされてきたマクロレベル

でのメディア報道（新聞）を抑えつつ、災害を前提と

しないミクロレベルの場でなされる住民の会話に着

目し、被災地において人々が震災を語る際のダイナ

ミックスを考察することを目的とする。その中でも、

何が語られないのかについて接近し、災害の風化を

留めるための実践的な道筋を探る。 

【方法】 

本研究は、東日本大震災による津波被害を受けた

野田村に着目し、3 つの研究を行った。第一に、岩手

日報社の新聞記事において、震災関連記事の減少（風

化）について量的に把握した。第二、三に、震災を直

接の背景としない場面として、新書の読書会「ブッ

ククラブのだ」、街中で屋台を用いた活動「新書カフ

ェのだ」に着目し、震災に関連した言葉がどのよう

な形で現れるかを捉えた。 

第一の研究においては、2004年 4月 1日から、2020

年 5月末までの「岩手日報」において、「野田村」と

いう語が登場するすべての記事（6,685記事）を対象

とする。その記事中に、震災前後において「震災」

「復興」「防災」という単語が登場する記事の割合を、

時系列で把握する。 

第二の研究では、2020年 7月より月 2回実施した

まちづくりについての新書の読書会「ブッククラブ

のだ」での発話について内容の分析を行った。なお、

合計 17 回行った読書会のうち 2021 年 5 月から 6 月

末までの 4 回分を分析の対象とした（表 1、なお、

2021 年 4 月からは参加者が新書を選書した）。第一

著者はWebシステム（Zoom）を使って参加した。会

は、選書を行った村民が司会を行う形で、できるだ

け本の箇所を言及すること、まちづくりに活かせそ

うなこと、議論はしないことを念頭に置いて、感想

を順次共有した。順番に感想を述べ、1時間が概ね経

過したところで、会を終了した。課題図書は読了し

てからの参加としており、まちづくりについての勉

強会を趣旨として、震災復興について話し合うこと

を目的とはしていない（ブッククラブのだ, 2021）。 

表 1. 読書会の概要 

回 日付 著者・課題図書 人数 

13 5/12 木下斉『まちづくり幻想』 5 

14 6/2※ 落合陽一『働き方 5.0』 7 

15 6/9 百田尚樹『百田尚樹の日本国憲法』 5 

16 6/23 武田邦彦『エコと健康の情報は

間違いがいっぱい！』 

4 

※参加者の都合により、一週間延期して開催 

第三の研究では、2020 年 2 月から 12 月にかけて

野田村での長期滞在の際に行った移動式の屋台を用

いた「新書カフェのだ」のフィールドワークを行い、

そのエスノグラフィーを用いた。第一著者は、野田

村の中心街にある公園において、移動式の屋台を用

い、飲料（コーヒー等）と書籍を設置し、自由に村民

が立ち寄れるようにした。屋台については、平日の

16 時頃から 20 時頃にかけて、4 月から 10 月までで

合計 32回実施した。正確な来客数については把握で

きていないが、第一著者を除いて屋台に 2～3名程度

が集まり、1日の累計が 3～10名程度であった。 

【研究 1】岩手日報記事の推移 

図 1に、岩手日報において、「野田村」が言及され

た記事数（以下単に「全記事」）、およびこの全記事中

にそれぞれ「震災」「復興」「防災」が登場した記事の

年次推移を表示した。 

結果からは、2004年から東日本大震災以前までの

記事では、「震災」「復興」が全記事の 1～2%（年、

数記事）、「防災」は 3～7%（年十数記事）とやや高

くなっていた。一方、震災後は、3つのキーワードす



 

 

べてが増加しており、全記事（図 1，黄）の増加を踏

まえても高水準にある。また、すべてのキーワード

は、記事の絶対数だけみれば、2020年に至るまで徐々

に減少している。特に、物資や支援の情報を網羅的

に示した掲示板が記事の中に記載されていた震災後

3 年は、記事に占めるキーワードの割合も高く推移

している。 

それぞれのキーワードを確認すると、「震災」は、

震災後 3年が最も多く、2011 年に 657記事（全記事

の 61%、以下割合は全て全記事に占める割合）、2014

年に大きく減少した後（178記事、47%）、2019 年ま

で減少傾向を続けている。「復興」は、「震災」と同様

の傾向ではあるが、震災から 1年目（400 記事、37%）

よりも、3年目の 2013年に記事数（511 記事、68%）

が最も多くなっている。また、「防災」は、他の 2つ

と比較し、全体的な登場数は少なく、震災直後の 2011

年に記事が増加（154記事、14%）した後、一貫して

減少傾向を続けている。 

一方で、全記事数に対する 3 つのキーワードの出

現割合は、別の傾向を示している。図 2 は、震災後

の記事に注目し、全記事に対するキーワードの出現

割合を比較したものである（2020年は 5月末まで）。

このグラフからは、「震災」「復興」の記事数は減少し

ていることが読み取れるが、その減少傾向は、記事

の絶対数と比較すると、比較的低度でとどまってい

ることがわかる。特に、「復興」においては、2017 年

までは、2011年とほぼ同水準で推移している。一方、

「防災」については、割合はほぼ変わっておらず、絶

対数の減少に比べその傾向は顕著である。 

【研究 1の小括―マクロの語りの状況】 

災害に関する 3 つのキーワードが登場する記事は、

若干の特徴の際はあるものの、すべてのキーワード

でたしかに減少傾向を続けている。しかし、このこ

とは、「災害の風化」を意味すると言えるだろうか。

震災直後、復旧や緊急のニーズ、制度に関する様々

な情報が増加したことで、「野田村」という市町村自

体の言及が増えた。 

だが、こうした情報が減少する 2014年以後も、震

災や復興に関する記事の「割合」（図 2）は軽微な減

少にとどまっている。このことは、「野田村」という

市町村が出てくる記事を岩手日報で目にすると、

2019 年でも 3 記事に 1 つは「震災」が、4 記事に 1

つは「復興」という文字が出てくることになるのだ

から、相当な割合ではないか。 

 以上を踏まえると、被災地一円をそうと結論づけ

ることはできないが、記事の減少という意味での災

害の風化は、割合に関して言えば緩やかである。も

ちろん、震災や復興をテーマとした記事もあればそ

うでない記事もあるので、一概に結論づけることは

難しい（詳細は Daimon et.al. (2021)を参照）。しかし、

普段から新聞を目にする住民の感覚からすれば、震

災や復興の記事は、日常生活において当たり前のも

のとして受け入れられ言及されなくなっているとい

うよりも、依然日常的に目にする言葉として流通し

ていると言ったほうが現実を表している。 

【研究 2】読書会「ブッククラブのだ」の会話 

読書会において、災害や地震、震災に関連する発

言は、全 4回の読書会のうち、1名の参加者から、合

計 2回言及された。この 2回のうち、1回は、地震の

原理に関することで直接震災と関係ないものだった。

もう 1 回は、東日本大震災に関する記述が、自身の

経験と異なっていたことの指摘であった。 

Rさん「自分的に、あ、ここっていうのは、やっぱ

り被災地だっつうこともあって、27 ページのとこ

ろで。東日本大震災の時に憲法の財産権の部分に

よって救助が遅れたって書いてあったんですが、

野田［村］の時を考えたらこれ財産権なんて考えて

なかったなって。まったく関係なかったなって。
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図 1. 岩手日報における「野田村」が言及された記事の推移 
（2004 年は 4 月から、2020 年は 5 月末までの記事を使用。なお、年の期間は、3 月 11 日から翌年 3 月 10 日までを指
し、例えば、2011年の場合は、2011年 3月 11日～2012年 3月 10日の期間の記事を指す。） 
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図 2. 全記事に対するキーワードの出現割合 

（横軸は図 1と同様） 



 

 

［…中略…］まあ、この人も村、小さな被災地まで

は知らなかっただろうなっていうのは思いなが

ら。」（第 15 回、［］は著者） 

4回、合計 4時間に関する感想共有の中で、それ以外

に災害に関連する言葉は現れていない（記事分析の

「震災」は上記の 1回、「復興」0回、「防災」0 回）。 

また、明確に震災が契機となって、予算が投入さ

れ、事業がスタートしたバイオマス発電所の事例に

おいても、震災への言及が回避されていた。野田村

には、東北で 2 番目の規模のバイオマス発電場があ

り、2016年 9 月に運転を開始している。当時の太田

社長は、「「当社の事業は村の復興事業の一つで、安

定した発電で適正な収益を上げることが村への恩返

しとなる。［…］」（岩手日報, 2016）と述べたように、

復興事業として、災害時のエネルギー体制の構築を

背景に建てられたものであった。この「バイオマス」

について、読書会では次のような発言があった。 

O さん「バイオマスもなんかもうどこかちょっと

ページ忘れましたけど出てる部分があって。二千

何年にはもうなんか、太陽光じゃなくて、バイオマ

スって言うか、ちょっとわすれましたけど、なんか

あまり思わしくないという研究のデータが出てる

って言われている中で、野田はどういう経緯でっ

ていうまあ、ここで話してもって。村長に聞きたい

あれなんですけど。大丈夫なのかな、って。［略］」 

Rさん「［…中略…］バイオ［マス発電所］、今のと  

ころは、契約してはいるので、その契約相手の会社、

S 株式会社か、あそこが潰れない限りは取り敢えず

まわっていくっていう。そして、N商事っていうの

が、大本の会社があるんですけど、そこが、バイオ

の後だて、みたいな感じになってくれているので、

そこは二十年は支援つづけますよっていうことで

二十年は必ずあそこは持つということにはなって

るんですが。」（第 16回、一部固有名詞を編集） 

ここでは、震災を契機にした経緯で出来たという

点は Oさんからはあえて述べられず、それに対する

R さんの返答も、あまり詳しく知らない大きな外部

の企業が「支援」していると述べるにとどまった。 

【研究 3】屋台「新書カフェのだ」のエスノグラフィー 

 屋台においても、震災の話題は、計 32回行った中

で、住民同士の話題にのぼることは数えるほどであ

った。以下、少し長くなるがその際のエスノグラフ

ィーを引用する（なお固有名詞等はすべて仮名）。20

時頃、20 代の上向さんという青年が、別に来ていた

子連れの 3 人家族と、屋台でコーヒーを飲んでいた

ときのことである。 

「そろそろ帰りますね、と 3 人家族が公園を離れる

と、また新たな住民が屋台に近づいてきた。だいた

い店じまいかと思ったころから、にぎわいだすとい

うのがこういう屋台の不思議なところである。いか

にも家から出てきましたよ、と言わんばかりに、つ

っかけを引きずりながら、屋台に来たのは、この公

園のすぐ近くに住む高雪さんだった。 

 「お、今日は珍しいね。若い人だ。」 

 高雪さんは、60代だと思うのだが、仕事柄なのか、

見た目だけでなく、話し方も若々しく快活でありな

がら、目の奥にどこか人を見極めようとする厳しさ

をもった、いかにも商売人という感じの人だった。

高雪さんの店は、やや白味がかったずぼんとした長

方形の建物で、そのうち一階部分がお店になってい

る。「福」を丸で囲んだ紋に、オレンジの看板が道に

せり出すようにして掲げられているのが目印のお店

だった。高雪さんは、すでに来ていた上向さんに声

をかけた。 

 「名前は？」 

 「上向です。」 

 「上向っていうと……あれか。あれ？ 今どこに

住んでんの？」 

 「今は、米浜の高台に。」 

 「おう、そうか。いやあ、うちもね。流されたんだ

けどね。あれ。」 

と高雪さんは、すでにシャッターを閉めておいた自

宅のお店を指さし、自分も流されて同じだと強調し

ながらも、申し訳なさそうに答えた。米浜の高台は、

復興工事の際に、新たに造成された三つの団地のう

ちの一つで、そこに住んでいるということはすなわ

ち津波で家が流されたことを意味していた。上向さ

んは、意に介していないのか、そういう質問に慣れ

ているのか、特段表情を変えることなく、コーヒー

をすすった。 

そうかそうかと、高雪さんはおまじないのように

つぶやきながら、とりあえずビールもらおうか、と

言った。わたしは、冷やしておいたキリンクラシッ

クの 350ミリリットル缶を取り出すと、高雪さんは、

クラシックかぁ渋いねぇと笑顔で言った。ちょうど、

上向さんが遮るようにして立っているところに、ビ

ール用のプラスチックカップをしまっていたので、

わたしは上向さんに、ちょっとカップを取らせてく

ださいねと言い、カップを取り出した。わたしは、そ

こにビールを注いで高雪さんにビールを出した。 

すでに上向さんと話し始めていた高雪さんは、ビ

ールをもらうとありがとうと言って一口飲み、また

上向さんと話し始めた。高雪さんは、上向さんのお

父さんもお母さんも顔見知りのようだった。 

「そうか。今は何してんの？」 

「せんべい工場で働いてます。」 

「お、あの小笠原さんとこ？ すごいねぇ。また社

長によろしく言っといてよ。高雪のとこからだっ

て。そう、上向っていうと、今はお母さんは？」 

「となり街のチェーン店でちょうどこの間まで働

いていたんですが、この間店じまいしたみたいで。

だから、今は家に。」 

上向さんは、そこに感情らしい感情はなく、まるで



 

 

他人事のように淡々と事実を説明した。高雪さんは、

商売上よく知っているのか、野田のつながりの濃さ

からなのか、わたしもわからない上向さんの親族を

良く知っていて、それは大変だったよねと言うとビ

ールを鯨飲した。」（7月 10日） 

 高雪さんは、20 代の若い上向さんが屋台にいて、

彼を見かけたことがなかったのでいろいろと聞いて

みたい気持ちになったようだった。そこで、上向さ

んに家の場所を聞いたところ、それが津波で家を失

ったことがわかる質問であったことに上向さんの返

答で高雪さんは気づかされた。その後、高雪さんは

自分の自宅も流出した旨をすぐに上向さんに伝え、

自分も被災者の一人であることを伝えた。しかし、

その申し訳無さは、高台に再建し、もとあった場所

に戻れなかった上向さんと、元あった自宅の場所に

再建できた高雪さんとは違う立場であることを強調

してしまってもいた。 

【考察】 

 研究 2、3では、震災や災害という文脈から脱した

場での話題に着目し、その中で、どのように東日本

大震災の経験が地域の中で語られているのかを捉え

ようとした。結論から言えば、研究 2、3を含め、明

瞭な形で震災に言及した会話はごくわずかであった。

これは、野田村に関連する記事のうち 3 つか 4 つに

一つは震災や復興が言及されるという研究 1 の結果

と比べると対照的である。野田村の会話の中では、

災害について触れられることはほぼなく、災害の風

化は報道以上にかなり進んでいる。 

 だが、野田村において現れているこの種の風化は、

相手に被災状態を伺わないという配慮を伴う、個人

の中へ秘匿されていく過程（i.e., 宮前, 2021）と捉え

た方が良いと思われる。研究 2 でのバイオマス発電

所をめぐる対話を見れば、東北で 2 番目の規模で、

震災後のエネルギー不足を大義名分として震災後に

建てられたことを考えれば、参加者らがこの経緯を

知らなかったわけではないし、Rさんの「支援」とい

うニュアンスの言葉遣いも企業が利益以上に何かこ

の村に貢献するという意味が込められている。まち

づくりための読書会において、震災や復興に関連す

る話題が 1 件だけにとどまるということもあえて震

災の話題が回避されることを示唆している。 

また、研究 3 においては、迂闊な質問に対して、

自らも被災者であることの表明と、高台移転をしな

かったこととの微妙な差異に申し訳無さを表明する

やり取りがあった。ここには、被災の程度や被害の

大小を極めて敏感に捉えている屋台来訪者の配慮が

伺える。住む場所を若者に聞いたことが、深刻な被

災経験を蘇らせ、自らと他者の被災経験の違いを強

調する結果となるかもしれない。ここには、そうい

う契機を未然に避けるための配慮の形式、被災者ど

うしの技法があるのではないか。 

このように考えると、読書会あるいは屋台におい

て、村民は、震災のことを日常生活に落着してしま

ったものとして扱っている（矢守, 1996）というより

も、相手の被災経験に触れないよう、今も震災のこ

とを念頭においたぎこちない振る舞いの形式を未だ

模索していると言える。災害の風化の裏面には、配

慮の形を取って、常に震災を念頭においた一時的な

想起が絶え間なく続いていることを示している。こ

の想起は、メディアがいう被災とか復興という次元

にはない。家は残ったのか、親類は亡くなっていな

いか、高台に移転したのか、新たな家は何階建てか、

復興事業で儲かったのではないか、今はうまくやっ

ているのか……そうでなければ、村民同士の会話は、

互いに互いを傷つけ合うものになってしまうだろう。 

ただ、ここには、「被災地」の言説を生み出す二つ

の回路に大きなねじれがある。人々の繊細な配慮が

支える静かな人間関係がある一方で、これとは異な

る水準に、風化をとどめようと絶えずメディアや公

的な記録（歴史）を通して被災者の言葉が生み出さ

れる回路が存在する。言ってみれば、村民にとって

も、震災のことを語るのは、制度化された公的な記

録の回路を通してであって、インフォーマルな日常

の回路ではない。普段の生活では、配慮という形で

震災は今もなお想起され続けている。が、表面上は

人々の間で震災が語られることはない。そして、こ

の二つの回路があやまって交錯されないように振る

舞う配慮の形式が、互いの純粋な被災経験を支えて

いる。以上が、風化に対する著者の見立てである。 

このような関係は、公的な政治領域の記録が、私

的な人々の生活世界の記憶を抑圧していく過程とし

て、原爆（米山, 2005）や自然災害（永田・矢守, 1996）

の中でも論じられてきた。しかし、ここで強調した

いのは、「復興」「震災」などの言葉はメディアや政治

家だけが生産したのではなく、複層的な回路をたど

り、被災者の手によっても生み出されているという

ことである。ゆえに、外部者が「被災者の言葉を奪っ

た」という紋切り型の批判は、かえって回路の棲み

分けを強固にする。言い換えれば、この批判は、語る

ことが困難になった被災者の生活世界の中でさらに

語ることを困難にし、かえって風化をとどめようと

復興の名を借りて横溢する取材やワークショップを

通して、被災者から乖離した言葉を再生産する。こ

のことは、多様なはずの被災経験が、復興や震災、防

災など、被災者の手を離れた言葉によって埋め立て

られていくこと（宮前, 2019）を現状追認してもいる。 

ここで必要なのは、高雪さんと上向さんがぶつか

ってしまったような契機をどのように編み直せるか

ということにかかっているのではないだろうか。言

い換えれば、震災や復興という形をとって語らせる

のでもなく、そして、埋もれていく記憶を片目にた

だじっと語りを待つのでもない、口をついて出てく

るための開かれた場の条件を模索するということだ。

複雑に絡み合って容易に解せなくなってしまった規

範の中で、個別の経験をもった当事者どうしがどの

ように出会い直せるかが実践の鍵だと言える。 
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