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図 1 地図・模型を介した記憶の復元作業の流れ 

 
 
４．衣奈の集合的記憶の抽出方法と分析 
 

(1) 収集した記憶の類型化 
 第 1 回ワークショップで収集した証言カードは計 124
枚あり，その内容は多岐にわたる．表１のように（A）

体験・出来事，（B）自然・景観，（C）生業，（D）歴

史・伝統，（E）その他の 5 つの種類に分け，図 2 のよう

に色分けした旗をつくった．旗は集落模型（縮尺 1／
1000）に刺し，個々の記憶の集合体としてワークショッ

プ参加者以外にも記憶共有できるように可視化した（図

3）． 
 

表 1 記憶の旗の分類 
カテゴリー 証言内容例 

体験・

出来事 

遊び 
・カニを追いかけて遊んだ 

・堤防間を泳いで渡った 

出来事 ・旅館に人があふれて一般宅にも泊まった

災害 

経験 

・津波が二回来たら家がなくなっていた 

・戦時中に逃げ込んだ防空壕がある 

自然・

景観 

自然 ・原生林は大切，残したい 

景観 ・昔，石垣があったところ 

生業 

農業 ・みかん畑 

漁業 ・ワカメ・ヒジキが昔は天然，今は養殖 

その他 
・石炭をトロッコで海辺の船まで運んでい

た 

歴史・

伝統 

歴史 ・縄文時代の遺跡がある 

信仰 ・昔の戎さんがあった場所 

伝統・慣習 ・昔は立派な幟をたて，船で祭りに来た 

その他 ・南海トラフ地震時の避難場所 

 

 
図 2 衣奈住民の記憶の分類 

 

 
図 3 衣奈ワークショップ参加者の記憶が 

集約された 1／1000 模型 

記憶ごとにみると，（A）体験・出来事の旗が 50 本

（34.9%），（B）自然・景観の旗が 35 本（24.5%），

（C）生業の旗が 25 本（17.5%），（D）歴史・伝統の旗

が 24本（16.8%），（E）その他の旗が 9本（6.3%）で旗

数は計 143本である．2つ以上の記憶が入った旗は該当記

憶ごとに 1 本として数えたため，証言カード数より旗数

は多くなっている． 
 
 (2) 収集した記憶の全体的な分布とその内容 

前節で整理した旗を地図上に示したのが図 4 である．

家屋が密集している区域はもちろん，集落背後の山や沖

合の黒島まで空間的記憶は広がる． 
旗の種類ごとにみると，まず 「体験・出来事」に関す

る空間的記憶は県道 24 号線（海岸道路とトンネルから海

岸への道）沿い，山の谷間，ため池周辺に主に分布する．

海岸沿いとため池周辺ではその場所と関連した遊びに関

する証言が多い．衣奈小学校のグランド東側から背後の

黒山に至る粟飯谷の山道（図 4 の緑色ライン）は現在の

道路のようなインフラ整備が行われる前に使われた旧道

を表す．一方，「第二室戸台風で浸水したエリア」「津

波が二回来たら家がなくなっていた」「１階はぶち抜か

れたが，2 階は助かった家がある」「台風時に舟を陸側

へ川をつたってのぼらせていた」のようにかつての台

風・津波に関する証言や「戦時中に逃げ込んだ横穴（防

空壕）がある」といった証言などのように災害経験に関

する証言もみられる． 
「自然・景観」に関する空間的記憶は，地域の動植物

や自然地形，湧き水などに関する証言が得られている．

特に，衣奈特有の自然景観としては「アコウの木があっ

た場所．防潮の役割を果たした」という証言や埋立前の

海岸線沿いに「石垣があった」という証言などを挙げる

ことができる． 
「生業」に関しては，海では「ワカメが昔は天然だっ

たが，今は養殖」「筏釣りもできる」「地引網をしてい

た」などのように漁業に関する証言が取れ，陸では「雨

水で育つニンニクがある」「みかん畑」などのように農

業に関する証言が得られている．また，「石炭をトロッ

コで海辺の船まで運んでいた」「旅館が多く並び，船釣

り客も多く（後略）」という証言のように現在は消滅・

衰退しているが，かつてはこれらで繁盛していたまちを

想像できる証言もある． 
「歴史・伝統」の旗の場合，「○○寺」「お宮さん」

「地蔵さん」のようにその場所のみわかることもあれば，

「弁財天さまのほこらで，4月 4日には大漁祈願をする」

「石段が 100 段ある（祭りのルート）」「昔の戎さんが

あった場所」といったように，現存する寺社や祭り等に

関する証言を空間的情報とともに確認することができる．

また，「雨乞いをしていた」のように今は途絶えた歴史

伝統に関する証言と，「縄文時代の遺跡がある」といっ

たように現世代の人々の直接的な記憶ではないが他の情

報から得た間接的な記憶も含まれている．  
前述した 4 つの種類に入らない証言を「その他」の空

間的記憶として分類すると，名称の由来や消防・防災に

関する情報が集合できていることがわかる． 
 

(3) 今回のワークショップ手法の課題 
表 2 は本研究と類似した研究手法を用いた槻橋らの先

行研究 4)との比較である．先行研究の住民参加者や収集

した記憶数が本研究のそれより多く，開催期間も長い．

また，先行研究では縮尺 1／500 の模型と「つぶやき」カ 

（a）記憶の収集 

（班ごとに地図上に記録） 

（b）記憶写し 

（地図から模型へ） 
（c）記憶の共有 

（1/1000 模型上に記録）
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6 

自ら描いた津波浸水ライン(8)と重ねる作業を行う． 但し，

現段階においての空間的記憶と津波浸水ラインの重ね合

わせは空間的記憶の傾向をみるための参考資料であり，

今後の計画実装にそのまま反映させるものではない． 
 

(1) 体験・出来事 

表 3 から「体験・出来事」に関する記憶のみ抽出し，

エリアごとに整理すると図 5 のようになる．「体験・出

来事」はさらに遊び，出来事，災害経験の 3 種類の証言

に分類することができる． 
遊びに関する証言は海と海岸沿い全域（A）と前田川

の河川沿い（B），溜池の周辺（C），山全域（D），黒

山へ向かう山道（E），衣奈八幡神社境内（F）と里山

（G）で見られる．また，かつての出来事に関する証言

は現在旅館街が形成されている区域（H）で見ることが

できる．旅館街では「旅館に人があふれて，一般宅まで

泊めていた．」「釣りや海水浴に来る人も多かった」と

いう証言からかつては人で賑わっていたことがわかる．

また，災害経験（I～L）は戦争に関する証言（J）を除け

ば台風や津波(9)による災害経験（I，K）に関する証言が

海上か津波想定浸水ライン（赤色の線）の上に重なって

位置していることがわかる．そのため，地域の共有資源

としての災害経験に関する記憶はその空間的情報を活か

し，今後の防災意識向上に活用できると考える．台風時

の船の陸側の移動先（L）は津波浸水域の外側の小高い

ところに位置しており，長年の災害経験から根付いた生

活文化を窺うこともできる． 
 

 
図 5 衣奈の体験・出来事の抽出イメージ 

 
(2) 自然・景観 

図 6は「自然・景観」に関する空間的記憶である． 

まず，自然としては衣奈八幡神社（A）の森が原生林で

あるため，大切にしたいという証言が見える．また，

「野イチゴを取っていた場所」（B）「椎の実をよく拾い

に行った場所」（A）のように遊びの場所にまつわる自然

が取り上げられたものもあれば，「ハマカズラの生息北

限地である．」（C），「アコウの大木が昔は沢山あった．

群落をなしていた．」のように衣奈の植生の特徴とその

場所を表すものもある．特に，アコウの木についてはそ

の場所（F，G，H）だけでなく，生育の良さ（「アコウの

大木が石垣から生えたりもしていた．」「アコウの木は

植えたのではなく自然に生えてきた．切っても生えてき

て厄介である．」）や防災上の役割（「アコウの木が防

潮の役割を果たしていた．」）も知ることができる．図

7 は工事前に撮った写真である．2015 年度のワークショ

ップで「アコウの木がなくなるかも」という証言が挙が

ったが，翌年度には河川の拡幅工事（2015 年度から開始）

によって姿を消し，地域の共有資源として現在は残って

いない． 

次いで，海の自然に関わる証言としては，「蓬莱岩」

（D），「弁財天岩」「弁天島」（E），「がっつり岩」

（F）のように名称が登場する．また，黒島（C）では

「船が通れるトンネルがある．」という証言が，海辺（J）

では「細田の浜．お弁当を持って磯遊びしに行った．た

こがいっぱい採れる．節句にはここで餅投げをした．」

「子供の頃，磯伝いに進んでいき，いっぱい貝などを採

りに行っていた．」「家の下が砂浜になっている．」と

いう証言が得られ，場所やそこにまつわることを記して

いる． 

景観については漁港周辺（M）では「昔は堤防はなく，

沿岸でも地引網をやっていた．」という証言があり，

「昔，石垣があった所」は昔の海岸線沿いのようである．

また，「旧道がある．」（O），「ここから見る黒島の景

色が一番きれい．」（N）といった証言を確認することが

できる． 

 

 
図 6 衣奈の自然景観の抽出イメージ 

 

 
図 7 衣奈の自然・景観（現在は残っていない） 

 

(3) 生業 

図 8 は衣奈の生業に関する記憶をエリアごとに抽出し

たものである．まず，「半農半漁の生活が営まれていた」

や「漁とみかんで暮らせた」という証言から衣奈では陸

（a）アコウの木 （b）河川拡幅工事前 
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限地である．」（C），「アコウの大木が昔は沢山あった．

群落をなしていた．」のように衣奈の植生の特徴とその

場所を表すものもある．特に，アコウの木についてはそ

の場所（F，G，H）だけでなく，生育の良さ（「アコウの

大木が石垣から生えたりもしていた．」「アコウの木は

植えたのではなく自然に生えてきた．切っても生えてき

て厄介である．」）や防災上の役割（「アコウの木が防

潮の役割を果たしていた．」）も知ることができる．図

7 は工事前に撮った写真である．2015 年度のワークショ

ップで「アコウの木がなくなるかも」という証言が挙が

ったが，翌年度には河川の拡幅工事（2015 年度から開始）

によって姿を消し，地域の共有資源として現在は残って

いない． 

次いで，海の自然に関わる証言としては，「蓬莱岩」

（D），「弁財天岩」「弁天島」（E），「がっつり岩」

（F）のように名称が登場する．また，黒島（C）では

「船が通れるトンネルがある．」という証言が，海辺（J）

では「細田の浜．お弁当を持って磯遊びしに行った．た

こがいっぱい採れる．節句にはここで餅投げをした．」

「子供の頃，磯伝いに進んでいき，いっぱい貝などを採

りに行っていた．」「家の下が砂浜になっている．」と

いう証言が得られ，場所やそこにまつわることを記して

いる． 

景観については漁港周辺（M）では「昔は堤防はなく，

沿岸でも地引網をやっていた．」という証言があり，

「昔，石垣があった所」は昔の海岸線沿いのようである．

また，「旧道がある．」（O），「ここから見る黒島の景

色が一番きれい．」（N）といった証言を確認することが

できる． 

 

 
図 6 衣奈の自然景観の抽出イメージ 

 

 
図 7 衣奈の自然・景観（現在は残っていない） 

 

(3) 生業 

図 8 は衣奈の生業に関する記憶をエリアごとに抽出し

たものである．まず，「半農半漁の生活が営まれていた」

や「漁とみかんで暮らせた」という証言から衣奈では陸

（a）アコウの木 （b）河川拡幅工事前 

35



36



37




