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「津波てんでんこ」という言葉の津波避難時における意味・機能の重要性は，これまで繰り返し言及さ

れてきた．しかし，「津波のときは，親でも子でも人のことなどは構わず，銘々ばらばらに一時も早く逃

げなさい」という原義だけが表層的に理解され，「『津波てんでんこ』は利己的で薄情すぎる」という批

判に繋がってしまう懸念についても，同時に言及されてきたことである．本稿は，このような批判がどの

程度生じ得るのかを把握すべく行った調査の結果を報告するとともに，それを払拭するための方策につい

て考察を加えるものである．その結果，「津波てんでんこ」に対する批判を回避して真の理解が得られる

ためには，一義的・表面的な原義を正確に提示するのみでは不十分であり，適切な解説・解釈が為される

ことが必要であることが確認された． 
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1. はじめに 

 

「津波てんでんこ」という言葉が備え持つ津波避難時

における本質的な意味・機能の重要性は，この言葉が流

布するきっかけをつくったとされる山下 1), 2), 3)，後に「釜

石の奇跡」として語られることになる津波防災教育を実

践してきた片田 4)，それらを踏まえて「『津波てんでん

こ』の 4 つの意味」として再解釈・再整理した矢守 5), 6)，

などの多くの研究者・メディア等によってこれまで繰り

返し言及され強調されてきたことである．総じて，津波

災害時における共倒れや一家全滅という最悪の事態を回

避するための苦渋の（そして現状では恐らく唯一の）行

動理念であることが強調されている． 

一方，そこで同時に共通して言及される内容のひとつ

に，注目度やインパクトの高さ故にこの言葉が（適切な

解説・解釈が為されないままに）一人歩きをし始めたと

きの誤解や誤用に対する“懸念”が挙げられる．たとえ

ば，「津波のときは，親でも子でも人のことなどは構わ

ず，銘々ばらばらに一時も早く逃げなさい」7)という一

義的・表面的な“原義”だけが「自分だけが助かれば良

い」という意として一般の人々に理解され，「『津波て

んでんこ』は利己的で薄情すぎる」という批判に繋がる

事態があるとすれば，それはその懸念の際たる例である

と言えよう． 

本稿は，このような懸念がどの程度生じ得るのかを把

握すべく行った調査の結果を報告するとともに，その懸

念を幾ばくかでも払拭するための方策について考察を加

えるものである． 

 

 

2. 「津波てんでんこ」への批判 

 

(1) 2つの視点 

前述の懸念について当初より山下 8)は，「今日の防災

思想に照らして誤解を招きかねない側面もある」ため

「言葉だけが先走りすることのないよう戒めなければな

らない」と繰り返し述べている．その後（とりわけ東日

本大震災を契機に），このような懸念を奇しくも具現化

するような言及が散見されるようになっている． 

たとえば，「『津波てんでんこ』の教訓」と題する

2011 年 9 月 23 日の毎日新聞の記事 9)の冒頭は，「東日

本大震災が起きた 3月，私（＝記事の執筆者）は科学環

境部で地震関係の記事を担当していた．かつてない規模

の地震と津波に驚愕しながらも，警察官や消防団員など，

責任感から職務を全うしようとした多くの人が逃げ遅れ

て，津波の犠牲になったことに心が痛む．一方で，三陸

地方には，『責任感』とはまるで正反対のような『津波

てんでんこ』という教訓が伝わる．これをどう理解すれ

ばいいのか．」という書出しで始まる．続いて「津波て

んでんこ」の“原義”が説明された後，「そうはいって

も，実際に目の前の高齢者や子どもを見捨てて逃げるこ

とができるだろうか．私には小学生と幼稚園の子がいる．

たとえ自分が死んでも子どもたちを助けたいと思うし，

もしも自分だけが生き延びたら，どれほど耐え難いか想
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像もできない．」と続く．これらの部分を文字通り捉え

れば，総じて前述の「『津波てんでんこ』は利己的で薄

情すぎるのではないか」という主旨となろう．加えて，

このような批判や疑問は，一義的・表面的な“原義”の

説明や提示だけでは払拭され得ず，「言葉だけが先走

り」してしまいかねないことの一端を暗に示すものとも

解釈されよう[1]． 

このような言及は当該の記事のみに固有のものでは決

してなく，他でも見受けられることである．とりわけ児

玉 10), 11)は，少なくとも以下のような 2つの視点からの批

判が一般的に挙げられやすいとして，倫理学の観点から

整理・考察している．その 1つは，「非常に利己的なも

のではないか．自分さえ助かればいいという考え方なの

ではないか．」という類の批判であり，「倫理に反す

る」という視点からの批判であるとしている．これは，

前述の「『津波てんでんこ』は利己的で薄情すぎる」と

いう表現の「利己的すぎる」の部分に相当すると言える．

もうひとつは，「仮に倫理的に正しいとしても，それに

従うことは，助けを必要とする人の命が関わっていると

きには心理的に困難であるか，事実上無理．人間として

こんなルールには従えない．」という類の批判であり，

「心理に反する」という視点からの批判であるとしてい

る．これは，前述の「『津波てんでんこ』は利己的で薄

情すぎる」という表現の「薄情すぎる」の部分に相当す

ると言える． 

人間の生き方として，人を救うため自己犠牲もいとわ

ない利他主義を美徳とする面があることを踏まえれば，

このような「津波てんでんこ」に対する 2つの視点から

の批判や疑問は，ともすると至極当然のようにも見える．

これらに関して，それを払拭するには如何なる理解や要

件が求められるのかについて，以下では既往の知見を辿

りつつ整理する． 

 

(2) 「倫理的な正しさ」への理解に向けて 

まず，1 つめの「倫理に反する」という視点からの批

判，すなわち「非常に利己的なものではないか．自分さ

え助かればいいという考え方なのではないか．」という

類の批判についてである．これについて児玉 10), 11)は「あ

たらない」として，「最大多数の最大幸福（たくさんの

人を助ける）という功利主義の発想に非常にかなった発

想」であり「（利己的な人も従えるルールではあるが）

必ずしも利己的ではない」と結論付けている． 

たとえば「てんでんこのジレンマとどう向き合うか」

と題する 2011年 9月 25日の毎日新聞の記事 12)の後半部

には，「これを聞いて，『津波てんでんこ』の持つ本来

の意味が，鮮やかに浮かんだ．一人一人が勝手に逃げる

というだけの話ではない．家族同士の信頼のもとに，主

体的に自分の命を守るという重要な哲学が潜んでい

る．」という記述がある．これを文字通り捉えれば，

「倫理に反する（利己的すぎる）」という疑問や批判が，

この引用箇所冒頭の「これ」によって払拭・低減される

可能性の存在を読み取ることができる．この記事におけ

る「これ」に該当する内容は，片田 13)が継続的に実施し

てきた「避難の 3原則（第 1原則：想定にとらわれるな，

第 2 原則：最善を尽くせ，第 3 原則：率先避難者た

れ）」に代表される津波防災教育のトピック（いわゆる

「釜石の奇跡」）である． 

このうち，「第 1原則：想定にとらわれるな」と「第

2 原則：最善を尽くせ」に関しては，たとえ「一人一人

が勝手に逃げる（利己的に逃げる）」ということだけに

限定したとしても，実はそのこと自体が非常に難しいこ

とであり，その難しさを自ら意図的・主体的に克服する

ためにあるべき姿勢を，言わば分かり易く標語的に抽出

し表現したものであると言える．すなわち，逆に言えば，

この 2つの原則の範囲内においては，あくまでも「倫理

に反する（利己的すぎる）」という批判は払拭され得な

い，ということになる．一方，続く「第 3原則：率先避

難者たれ」は，「我先に避難する姿が，他人の避難を誘

発することになり，結果的に皆が助かるための共助とし

ての機能をも持つことになる」ことを述べたものである．

この部分が，「倫理に反する（利己的すぎる）」という

批判の低減に一役を担う可能性を持つことは明白であろ

う．加えて，ここでの一連の津波防災教育において重要

な点は，これら 3つの原則の前提として，自身のみなら

ず，自身にとって大切な他者にも実行可能たらしめるた

めの仕組み，すなわち「信頼関係の構築」に重点を置く

ところである 14)．このことに関する箇所を前掲の新聞記

事（毎日新聞 2011 年 9月 25 日）12)から引用すると，防

災教育にて子どもたちに向けた片田の発言として「うち

に帰ったら，『僕たちはぜったいに逃げる．だからお母

さんも逃げて』と何度も言って．」，ならびに，防災教

育にて保護者たちに向けた片田の発言として「子どもた

ちが『お母さん逃げて』と一生懸命言うだろう．その願

いをしっかり受け止め，うちの子は絶対逃げるという確

信を持つまで話し合って．」という記述がある．つまり，

「信頼関係の構築」は，自身のみならず，自身にとって

大切な他者の避難行動をも円滑にさせることに大きな役

割を持ち得るということである．「津波てんでんこ」に

おける「共倒れを防ぎ，一人でも多くの命を助けるため

のルール」としての機能は，関係する人々や地域の中で

の信頼関係を伴うことによって，さらに強化されること

になる． 

このような状況について，野中・勝見 15), 16)は「人にか

まわず，避難するという“反倫理的”に見える行動が逆

に人の命を救う利他主義に結びつく」と表現しており，

児玉 10), 11)は「間接的な利他主義」と表現している．これ
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らのことからも明らかなように，これら一連の津波防災

教育のトピックを，あるひとつの個別地域における一事

例としてではなく，「津波てんでんこ」の「倫理的な正

しさ」を理解するために必要となる普遍的な要点を多分

に含むトピックとして捉えることは，十分に可能であろ

うと思われる． 

 

(3) 「心理的な障壁」の低減に向けて 

つづいて，2 つめの「心理に反する（薄情すぎる）」

という視点からの批判，すなわち「仮に倫理的に正しい

としても，それに従うことは，助けを必要とする人の命

が関わっているときには心理的に困難であるか，事実上

無理．人間としてこんなルールには従えない．」という

類の批判についてである．これに対して児玉 10), 11)は，

「心理的に困難かもしれないが，心理的に困難というの

は決定的な批判ではない．」と言及している． 

助けを必要とする人がいる場合，自身の避難を一端取

り止めて，その人たちの救助・介助に手を尽くすことに

よって，その人も自身も双方が救われることが確実なの

であれば，そのような行動をとればよいことは自明であ

り，特段の「心理的な障壁」は生じない．「津波てんで

んこ」は，それが確実ではない状況で，双方が共倒れと

いう最悪の事態に陥ってしまう可能性が存在するクリテ

ィカルな場面において，せめてそのような最悪の事態だ

けでも回避すべく，その人たちのことを構わずに（見捨

てて）避難することを要請しているように見える．ここ

において，その人たちを救えないことに対して罪悪感や

自責感を持つこと，そしてそれが自身の「津波てんでん

こ」の実践に対して「心理的な障壁」となることは，む

しろ「人間として」は当然の感情とも言えよう． 

「津波てんでんこ」を実践しようとすると「心理的な

障壁」が増大し，その増大した「心理的な障壁」が逆に

「津波てんでんこ」の実践を阻害する．この苦悩・矛

盾・葛藤に満ちた循環構造は，共倒れという最悪の事態

に直結しかねない．この循環構造を抜け出すためのひと

つのヒントとして，たとえば「生存者の自責感 慰め

る」と題した清水（臨床死生学）による読売新聞 2011

年 11月 24日 17)における言及「知り合いを助けに行って

逃げ遅れることが多くあり，逆に，声をかけなかった知

り合いが亡くなったことで，自責の念を抱く人も多い．

『てんでんこ』は，群れのためにまず自らを守れという

教訓であり，助かった人が感じる後ろめたさを慰める言

葉でもある．弱い人を助けようとする人たちの行為や気

持ちは尊い．しかし，てんでに逃げた人が間違っている

わけではない．生き残った人には『あなたは正しかった．

津波てんでんこだよ．』[2]と言い続けるしかない」など

が示唆深い．これは，後述の「4つの意味」5), 6)の第 4の

意味に相当する指摘であり，また，同様の指摘は前掲の

2011 年 9 月 23 日毎日新聞 9)にも見られる．総じて，生

き残った後で抱くこのような罪悪感や自責感は，ともす

ると「津波てんでんこ」という理念を共有すること

（「津波てんでんこ」という理念の“せい”にするこ

と）で幾許かでも軽減されるかもしれない，という指摘

である．これに立脚すれば，さらに，このことは事後的

な効用（過去の自分を許すという効用）にとどまらず，

避難するか否かの一刻を争う場面においても，罪悪感や

自責感を未然に低減することで自身の円滑な避難を可能

とすること（前述の循環構造からの脱出）にもつながる，

と解釈することが可能と言えよう． 

助けを必要とする目前の人たちを現実に救えるか否か

という観点においては，「津波てんでんこ」という行動

ルール自体は無力である．しかし，だからといって

「『津波てんでんこ』の持っている本来の意味が薄めら

れたり軽視されたりしてはならない」ということは，山

下，片田，矢守，児玉らによっても共通して繰り返し言

及されてきたことである．「津波てんでんこ」は，「津

波てんでんこ」で救いきれない人たちと自身との間に生

じる苦悩・矛盾・葛藤に基づく「心理的な障壁」と対峙

する姿勢を，むしろ要請するものである．それと同時に，

“ある条件下”においては，この「心理的な障壁」を幾

許か低減してくれるという役割をも「津波てんでんこ」

は秘めている，と解釈すべきであろう． 

前掲の津波防災教育で片田 18)が強調したもうひとつの

柱として「“救われる立場から救う立場へ”の意識転

換」がある．この理念は，前述の「『津波てんでんこ』

なのだから，助けを必要とする人のことは構わずに（見

捨てて）避難すべき」という内容に相反する．東日本大

震災の直後，片田による津波防災教育を受けた釜石の小

中学生たちの安否を確認できない中，片田自身も「人を

救うことを優先するがあまりに，逃げ遅れてしまったの

ではないか…」と心配の念をテレビ取材にて漏らしてい

る 19)．しかし実際には，中学生は小学生の手を引き，途

中，保育園の保育士たちが園児たちをおんぶし，台車に

載せて避難しているのを見つけると園児を抱え，台車を

押し，次々合流してきた地域の高齢者の車いすの手押し

ハンドルを握りつつ，避難 3原則を尽くして生き延びた．

ここにおいて，「救われる立場から救う立場へ」を唯一

の行動ルールとして捉えるような姿勢は見受けられない．

ましてや，「『津波てんでんこ』なのだから，助けを必

要とする人のことは構わずに（見捨てて）避難すべき」

を唯一の行動ルールとして捉えるような姿勢も見受けら

れない．ともすると我々は「こういう状況においてはこ

う行動するように」と画一的にルール化を求めがちであ

る 5), 6), 16)が，災害発生時という不確実性の高い状況のな

かで，時々刻々変化する状況に応じて何が最善かを即興

で判断することを可能とせしめるのは，「画一的なルー
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ル」ではなく「生きることに真摯に向き合う主体的な姿

勢」であると言える 16), 20)．前掲の津波防災教育の最も根

底にあったのは，この「姿勢」の構築であった． 

この「姿勢」を前提としたとき，そのもとで最善を尽

くした結果としてやむを得ず「津波てんでんこ」で救え

ない人が生じてしまう場合においてのみ，そこでの罪悪

感・自責感に基づく「心理的な障壁」が幾許か低減され

る可能性が「津波てんでんこ」によってもたらされ得る，

と解釈すべきであろう．一方，この「姿勢」が無いまま

に，最善を尽くさず画一的にすべてを「津波てんでん

こ」の“せい”にするとき，「津波てんでんこ」は単な

る“利己的で薄情な言い訳”に成り下がる． 

 

 

3. 分析の主旨と方法 

 

(1) 分析の主旨 

「『津波てんでんこ』は利己的で薄情すぎる」という

批判や疑問は，ともすると正当性を帯びているかのごと

く認識され易いことも事実であろう．このような批判や

疑問は，「津波のときは，親でも子でも人のことなどは

構わず，銘々ばらばらに一時も早く逃げなさい」という

一義的・表面的な原義を知ること“だけ”では払拭はさ

れ得ず，むしろそれが批判や疑問の発端となっていると

すら理解される．この批判や疑問を払拭するためには，

まずは，前章で概観したような，おそらく当事者でしか

直面し得ないような「津波てんでんこ」を巡る苦悩・矛

盾・葛藤などの背景に思いを馳せること，つまり，客観

的現実のリアリティとしてではなく主観的現実のアクチ

ュアリティとして感じとる「思考作業」が要求されるよ

うに思われる[3]．しかし，とりわけ直接の津波経験者で

はない非当事者にとって，この「思考作業」はともする

と容易ではないのかもしれない．この「思考作業」の難

しさが前述の批判や疑問を生む一因となっているとする

ならば，ある種の「わかり易さ」を伴った「思考訓練」

とも言うべき道具立てを工夫したり検討することは，決

して無駄ではないと思われるのである． 

このような問題意識のもと，以降では，「津波てんで

んこ」に関する「思考訓練」を仕掛けることで，「津波

てんでんこ」に対する批判や疑問がどの程度払拭し得る

のかについて，その効果のほどを検証することとする． 

ここで，「思考訓練」に用いるコンテンツに求められ

る要件としては，前章のような議論のエッセンスを包含

していることはもちろんのこと，非当事者であっても

「津波てんでんこ」を巡る苦悩・矛盾・葛藤などの背景

について想像することを比較的容易に可能とする「わか

り易さ」をも併せ持つことが望ましい．この点に関して

本稿では，矢守によって整理・提示されている「『津波

てんでんこ』の 4つの意味」5), 6)に着目することとする． 

「津波てんでんこ」の本質的な意味合いを「4 つの意

味」としてあらためて整理・提示することの意義につい

て，日本自然災害学会は「（『津波てんでんこ』が）矛

盾や葛藤，対立や自責の念が付きまとう津波避難を象徴

する言葉であることを示す」ものであると意義付けてお

り，また，矢守自身も「今日の用語でいう『自助』の原

則で貫かれているようにみえる『津波てんでんこ』が，

（実はそれだけではなく）より重層的かつ総合的な津波

リスクマネジメントの意味・機能を担っていることを示

す」ことを意図したと述べている 21)．このことからも，

本稿の検証における「思考訓練」のコンテンツとして求

められる要件は十分に満たしているものと捉えて差し支

え無かろう． 

以下では，この「4 つの意味」の各内容についてあら

ためて簡潔に確認しておきたい． 

 

(2) 矢守の「『津波てんでんこ』の 4つの意味」5), 6) 

第 1 の意味は「自助原則の強調」である．これは，

「津波のときは，親でも子でも人のことなどは構わず，

銘々ばらばらに一時も早く逃げなさい」という「津波て

んでんこ」の一義的な原義 7)を，そのまま直接的に表現

し直したに過ぎないようにも一見して見える．しかし，

この第 1の意味の意図はそれに留まるものではけっして

なく，ましてや自己責任の原則だけを強調するものでも

ない点には十分な注意が必要である，と矢守は述べてい

る．そのうえで，「自分だけが助かる」ことを推奨して

いるのではなく「自分だけで助かる」ことの大切さを説

くものである，との解釈を篠澤 22)による表現を引用しつ

つ展開している．なお，この第 1の意味における「迅速

かつ円滑な『逃げる』」を実行可能とするための姿勢の

在り方が，前掲の片田 13)による「第 1原則：想定にとら

われるな」と「第 2原則：最善を尽くせ」であると位置

づけられよう． 

第 2の意味は「他者避難の促進」である．すなわち，

避難する「当人」だけでなく，その避難する姿が周辺の

人々に目撃されることにより，そのこと自体が目撃者に

とっての避難トリガーとなり，結果的に「他者」の避難

行動をも促すための「仕掛け」となっている点が重要で

あるとしている．これは，前掲の片田 13)による「第 3原

則：率先避難者たれ」の理念に相当すると言える．この

ような「仕掛け」について矢守は，「『逃げる』ための

知恵にとどまらず，『逃がす』ための知恵，あるいは

『共に逃げる』ための知恵でもある」と表現している． 

第 3の意味は「相互信頼の事前醸成」である．すなわ

ち，前掲の第 1の意味と第 2の意味での「津波てんでん

こ」が実際の「災害時」で有効に機能するためには，そ

れよりも遠い「事前（平常時）」において，ある前提条
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件が十分に醸成されている必要があるということを強調

するものである．大切な人が逃げていないかもしれない

という心配は，自身の避難の大きな障壁となることは想

像に難くない．「津波のときはてんでんこ」という行動

規範を遂行可能とするような信頼関係を事前（平常時）

から構築・共有しておくことで，この障壁を取り払って

おくことが重要であるという点が，ここでいう前提条件

のポイントである．これは，前掲の片田 14)による「信頼

関係の構築」に相当する概念と言える．このことは，特

定個人間のみならず，家族・隣近所・地域社会などの多

方面において多段階で成立していることが重要であると

している． 

第 4の意味は「生存者の自責感の低減」である．前掲

の第 1～3 の意味においてうまく避難に成功して生き延

びた者であったとしても，なおも「事後」においては，

逃げ遅れて命を落としてしまった者に対して「自分だけ

生き残ってしまって申し訳ない」とか「もっとこうして

あげればよかった」とか「助けられたはずだ」といった

ような自責感・罪悪感・自罰的感情に苛まれ易い．しか

しながら，大切な他者と「津波てんでんこ」を「事前」

に約束しておくことが出来ていれば，「約束だったのだ

から仕方がない」として，この約束（すなわち「津波て

んでんこ」）が自責感・罪悪感・自罰的感情を（わずか

ながらでも）低減してくれるかもしれない．換言するな

らば，「過去」の自分を許すための拠り所としての機能

が，第 4の意味である．これは，前掲の清水 17)による言

及「生存者の自責感を慰める役割」などに相当する． 

以上，矢守によって再整理・再提示された「『津波て

んでんこ』の 4つの意味」は，前章の議論を広く包含し

ていることが確認されると同時に，非当事者にあっても

比較的容易に「津波てんでんこ」を巡る苦悩・矛盾・葛

藤などの背景を順序立てて想像することを可能とするこ

とが期待される．このことから，「津波てんでんこ」に

対する批判や疑問の払拭において，この「4 つの意味」

を題材とした「思考訓練」は一定の役割を果たすことが

期待される．以降では，この点についての検証を行う． 

 

(3) 検証の方法 

前述の主旨に沿って検証を行ううえでは，まず，一般

の人々が「津波てんでんこ」という語に対して取り得る

態度について整理しておく必要があるものと考えられる．

これについては，少なくとも図-1に示すような 4つのパ

タンを想定し得ると考えられる．本稿では，回答者をこ

の 4つに分類できるようなデザインを施したアンケート

調査の結果に基づき考察を加えることとする．調査の実

施概要は表-1 に示すとおりである．回収数の詳細は表-2
に示すとおりであり，年代・性別の組合せでサンプル数

が均等となるような割り付けを行っている． 

調査では，まず，「津波てんでんこ」という語を聞い

たことがあるか否かを問うており，これにより回答者を

「L1：聞いたことがない」と称して分類する．次いで，

聞いたことはあるが内容を取り違えて誤って認識してい

る者も想定し得ることから，これを「L2：間違って知

っている」と呼称して分類する．回答者の認識の正誤判

別には表-3 に示す質問を用いており，ここで正答でき

なかった回答者を L2 とした．さらに，一義的・表面的

な原義自体は正しく認識しているものの，前述のように

「『津波てんでんこ』は利己的で薄情すぎる」として賛

同できないとする意向をもつ回答者を「L3：非賛同」

と呼称する．さいごに，この語の意図に賛同する回答者

を「L4：賛同」と呼称する．賛同/非賛同の峻別は，表-

L1：聞いたことがない

L2：間違って知っている

L3：非賛同

L4：賛同

Q1：聞いたことが

Q2：知っている内容

Q3：賛同

ない

ある

できない

できる

間違い

正しい

 

図-1 「津波てんでんこ」に対する認識の分類フロー 

 

表-1 調査実施概要 

実施時期 平成26年11月19日～26日 

調査方法 

インターネット調査（マイボイスコム株式会

社）保有のモニターリストから抽出（対象は

全国，年齢階層・性別で均等割付） 

有効回答 
全回収数1020件から全問同一回答者等を除外

した767件 

 

表-2 全回収数と有効回答者数 

 （全回収数） 有効回答者数 

男

性

20歳代 (102) 

(1020) 

81 

767 

30歳代 (102) 72 

40歳代 (102) 74 

50歳代 (102) 79 

60歳代 (102) 86 

女

性

20歳代 (102) 74 

30歳代 (102) 80 

40歳代 (102) 72 

50歳代 (102) 70 

60歳代 (102) 79 

地

域

別

北海道 (57) 

(1020) 

44 

767 

東北 (43) 36 

関東 (434) 324 

北陸 (32) 20 

中部 (117) 85 

近畿 (196) 149 

中国 (47) 39 

四国 (22) 16 

九州 (72) 54 
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4 に示す設問に対する回答の平均値が 4 未満の場合を

「非賛同」，4 以上の場合を「賛同」と扱うこととした．

以上の調査項目の集計により，回答者集団における L1

～L4の構成比を把握することが可能となる． 

ここにおいて，本稿における論点の第一点目は，L3

（「『津波てんでんこ』は利己的で薄情すぎる」という

批判の状態にある回答者）の構成比は如何ほどを占める

のか，ということになる． 

次いで，論点の第二点目は，上記のような批判の低減

に対して，矢守による「『津波てんでんこ』の 4つの意

味」を題材とした「思考訓練」を介することが効果を発

揮し得るのか，ということになる．換言すれば，L3 の

状態にある回答者のうち，この「4 つの意味」を理解す

ることで，どれくらいの回答者が L4 状態へと変容し得

るのかを観察することである．このような観察を可能と

すべく，調査では，Q1～Q3 の一連の設問の最後に矢守

の「『津波てんでんこ』の 4つの意味」の解説文を提示

し，それへの理解度を問うた後で，L3・L4 の分類に用

いるQ3を再び設けている． 

 

 

4. 集計結果 

 

(1) 全サンプル対象 

まず，全サンプル（n=767）を対象に 4 つの分類を試

みた結果が図-2(1)である．ここでまず明確なことは，前

述のような「懸念（＝L3）」の議論の以前に，ほとん

どの回答者がそもそも「聞いたことがない（L1）」と

いう事態である．岩手日報社の調査 23)では「『てんでん

こ』認知 97%」という数字とともに「ほぼ全国で認知さ

れていることが分かった」旨の紹介がなされている．し

かし，これはあくまでも 2016 年上旬に岩手県を除く 46

都道府県の“防災担当責任者”を対象に行われたアンケ

ート結果に基づくものであるため，“一般の人々”の認

知率を表すものではない．本稿の結果に基づくならば，

インターネット調査という特殊性を鑑みたとしても，調

査時点で大多数の人々は「聞いたことがない」状態にあ

ったと考えるべきであろう．すなわち，前述の「（この

語に対する）注目度やインパクトの高さ」などは，とも

すると杞憂であった可能性すら否めない状態である． 

1 つ目の論点に関して言えば，「L3 の割合は約 4%と

極僅か」ということになるが，それ以上に，「L1 の割

合が約 7割」という事実を真摯に受け止めるべき段階に

まだあることを，我々はまず認識すべきであろう． 

 

(2) 初めて『津波てんでんこ』という語に触れたとき

の反応 

このような状況は，裏を返せば，529 名の回答者はこ

の調査で初めて「津波てんでんこ」という語に触れたと

いうことでもある．そこで，この 529人のみに対象を絞

り，あらためて L2・L3・L4 の分類を試みた結果が図-
2(2)である．この時点で回答者には「『津波てんでん

こ』の意味は『津波のときは，親でも子でも人のことな

どは構わず，銘々ばらばらに一時も早く逃げなさい』で

ある」という正解は明示されていないことから，結果的

には不正解（=L2）が 91.1%を占めるに至っている．言

うまでもないことであるが，「津波てんでんこ」という

語呂のみから正解を類推することは困難である様子が伺

われる． 

 

(3) 「津波てんでんこ」の正確な原義を踏まえたうえ

での反応 

そこで，この 529人に対して前述の「正解」をアンケ

ート画面上で提示して知らせたうえで，あらためて

L3・L4 の分類を試みた結果が図-2(3)である．これによ

ると，このような状況下において「津波てんでんこ」に

賛同するとした回答者（L4）は 529人のうちの約 3割に

あたる 164 人に留まり，賛同できないとする回答者

（L3）は約 7割を占めるに至っている様子を見てとるこ

表-3 Q2の設問内容 

“津波てんでんこ”という言葉の意味として「違うと思う」ものには×を，「適

切だと思う」ものには○をつけてください． 

(1) 津波襲来の事実に気づいた住民が，その事実を周辺住民にいち早く

知らせるため，太鼓をたたいて大きな音をたてたことで，多くの住民の命

が救われたという過去の出来事に関する教訓的言い伝え 【正解：×】 

(2) 津波が来たら，自分ひとりだけで避難しようとせずに，避難が遅れた人

たちの援助をしなさい，という意味 【正解：×】 

(3) 津波が来たら，親でも子でも兄弟でも，人のことはかまわずに，各自で

バラバラに一人で高台へと急いで逃げろ，という意味 【正解：○】 

(4) 地震や遠雷あるいは大砲のような音，引潮などの津波の前兆現象に

警戒せよ，という意味 【正解：×】 

(5) 津波がきたら，既に 200～300 メートル沖にいる船舶は，港に帰るので

はなく沖へ退避したほうがよい，という意味 【正解：×】 

(6) 津波を防ぐ防波堤のこと 【正解：×】 

 

表-4 Q3の設問内容 

“津波てんでんこ”は直訳すると「津波は各自（めいめい）で」ということにな

りますが，これを防災教訓として解釈すると「津波が来たら，親でも子でも

兄弟でも，人のことはかまわずに，各自でバラバラに一人で高台へと急い

で逃げろ」という意味になるとされています．この解釈について，あなたは

どのような印象を持ちましたか？以下の項目に「5：そう思う～1：そう思わな

い」でお答えください． 

(1) 自分だけ助かればよい，という考え方のようにみえる （逆転） 

(2) 薄情で非情だと思う （逆転） 

(3) 利己主義的な発想だと思う （逆転） 

(4) このような考え方には賛同できない （逆転） 

(5) 地域のみんなで助かろう，という考え方だと思う 

(6) 親や子どもや兄弟などにこのような考え方を周知すべきだと思う 

(7) 深く同意する 
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とが出来る．すなわち，「津波てんでんこ」の一義的・

表面的な原義を正しく伝えるだけでは，山下・片田・矢

守・児玉らの懸念のひとつであった「『津波てんでん

こ』は利己的で薄情すぎる」という批判（L3）を多く

の人々が抱いてしまう可能性があることが示唆されたと

言える． 

 

(4) 「『津波てんでんこ』の 4 つの意味」を踏まえた

うえでの反応 

前述のとおり，調査では一連の設問の最後に，矢守に

よる「『津波てんでんこ』の 4つの意味」を説明する文

章を提示し，それへの理解度（0：意味が解らない，1：

私はそう思わない～5：私もそう思う）を問うた後で，

再び L3・L4 の分類に用いる Q3 を設けている．これを

用いて，前節で「L3：非賛同」であった 365人について

再度分類を試みた結果が図-2(4)である．ここでは，矢守

の「4 つの意味」それぞれの説明文章に対する理解度別

にL3・L4の分類結果を示している． 

これによると，第 1の意味に対する十分な理解が得ら

れた場合（理解度が大の場合）には，その直前まで

「L3：非賛同」であった回答者であるにもかかわらず，

その半数以上の 51.4%が「L4：賛同」へと変容した様子

を見てとることが出来る．第 2の意味および第 4の意味

に対する理解度が大の場合においても，その割合は 60%

および 61.6%となっており，さらには，第 3 の意味に対

する理解度が大の場合においては 65.3%に至る．3.(3)で
掲げた 2 つ目の論点は，矢守による「『津波てんでん

こ』の 4つの意味」を題材とした「思考訓練」を介する

ことは「『津波てんでんこ』は利己的で薄情すぎる」と

いう批判の解消・低減に効果を発揮し得るのかというも

のであったが，これに対する結論としては，総じて「効

果を発揮し得る」と言ってよさそうである． 

なお，ここにおける「理解度が大」のサンプル数を見

てみると，第 1の意味においては 105，第 2の意味にお

いては 85，第 3 の意味においては 75，第 4 の意味にお

いては 73 となっており，次第に減少していく様子もま

た同時に見て取ることが出来る．すなわち，一義的な原

義を直接的に表現する内容となっている第 1の意味に比

(1) 全サンプル対象 （n=767）

(2) 上記(1)で「L1：聞いたことがない」とした回答者のみ (n=529)

(3) 上記(1)で「L1：聞いたことがない」とした回答者へ正解を提示した後 (n=529)

(4) 上記(3)で「L3：非賛同」とした回答者に「4つの意味」を提示した後 (n=365)

第1の意味

「自助原則の強調」
の理解度※

第2の意味

「他者避難の促進」
の理解度※

第3の意味

「相互信頼の事前醸成」
の理解度※

第4の意味

「生存者の自責感の低減」
の理解度※

69.0% (529)

12.9%
(99)

13.7%
(105)

4.3%
(23)

4.5%
(24)

4.4%
(34)

69.0% (365) 31.0% (164)

91.1% (482)

L1：

聞いたこと
がない

L2：

間違って
知っている

L3：

非賛同

L4：

賛同
〔凡例〕

※矢守の「『津波てんでんこ』の4つの意味」に関する説明文に対する回答者の理解度（0：意味が解らない，1：私はそう
思わない～5：私もそう思う）を，0～3を「無」，4を「小」，5を「大」として表示．

無 (n=117)

小 (n=143)

大 (n=105) 48.6% (51) 51.4% (54)

81.8% (117) 18.2% (26)

95.7% (112) 4.3% (5)

無 (n=138)

小 (n=142)

大 (n=  85)

無 (n=159)

小 (n=131)

大 (n=  75)

無 (n=156)

小 (n=136)

大 (n=  73)

92.8% (128) 7.2% (10)

83.1% (118) 16.9% (24)

40.0% (34) 60.0% (51)

91.8% (146) 8.2% (13)

82.4% (108) 17.6% (23)

34.7% (26) 65.3% (49)

91.7% (143) 8.3% (13)

80.1% (109) 19.9% (27)

38.4% (28) 61.6% (45)

 

図-2 「津波てんでんこ」に対する認識 
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べて，さらに深層の内容に迫る第 2～4 の意味に至って

は，それに対する理解を得ることは容易ではないという

こともまた見て取ることが出来るものとなっている．こ

の点については，調査における説明文章を改善するなど

の工夫が必要であるということも言えるが，しかしこれ

は，端的に言えば，矢守による原著（文献 5)および文献

6)）を直接に熟読することを勧めることで解決され得る

問題とも言える．いずれにおいても，第 2～4 の意味の

真意が理解された場合には，上述のとおり，「L3：非

賛同」から「L4：賛同」への変容がさらに大きな割合

で生じる可能性があることが確認されたと言えよう． 

 

 

5. おわりに 

 

(1) まとめ 

「津波てんでんこ」という言葉の津波避難時における

意味・機能の重要性については，これまで繰り返し言及

されてきたことである．しかし，その原義だけが表層的

に理解され，「『津波てんでんこ』は利己的で薄情すぎ

る」という批判に繋がってしまう懸念についても，同時

に言及されてきたことである．本稿では，このような批

判がどの程度生じ得るのかを把握すべく行った調査の結

果を報告するとともに，それを払拭するための方策につ

いて考察を加えた．その要点を再掲すると，以下のよう

になる． 

第一に，「津波てんでんこ」という語を「そもそも聞

いたことがない」とする人が実はことのほか多い可能性

があることが示された．この意味においては，そもそも

聞いたことがないのであるから，前述のような懸念も生

じようがない，ということになる．土木技術者や防災関

係者などの専門家は，一般の人々に比して防災に関する

話題や課題に触れる機会が圧倒的に多いということは言

うまでも無く当然であり，その結果として，「津波てん

でんこ」は既に一般にも十分に広く知られている概念で

ある 23)との思い込みに陥ってしまう事態もまた，想像に

難くない．現に本稿においても当初，一般に多くの人々

が既にこの語を知っていることを前提とした「L3：非

賛同」の比率に焦点を置いていた訳であるが，そのよう

な思い込みを崩す結果であり，専門家の認識と一般の

人々の認識が必ずしも一致しない実状を冷静に受け止め

たうえで議論を進めることが肝要であることを示す結果

であると言える． 

第二に，「津波てんでんこ」という語をはじめて聞い

た場合，その語呂のみから正しい意味を類推することは

難しい可能性があることが示された．この点に関しては，

暗に，「津波てんでんこ」という単語のみが流布される

のでは意味は薄く，そこに何らかの適切な解説や解釈が

付されて初めて意味を為し得るということを示すもので

あると言える．この段階においても，そもそも意味を知

らないのであるから，前述のような具体的な懸念も生じ

ようがない，ということになる． 

第三に，「一義的・表面的な原義」のみを正確に提示

したとしても，多くの人は「『津波てんでんこ』は利己

的で薄情すぎる」と思ってしまう可能性がある，という

ことが示された．この段階に至って初めて，前述のよう

な懸念は決して山下・片田・矢守・児玉らのみの杞憂で

はなく，現実の問題として存在し得ることが改めて（そ

して定量的データによる論拠を伴った議論としては初め

て）確認されたと言えよう． 

第四に，上記のような懸念の払拭には，適切な解説・

解釈（たとえば，矢守による「『津波てんでんこ』の 4

つの意味」の提示など）が為されることが重要な役割を

果たし得ることが確認された． 

 

(2) 課題 

以上のような知見に立脚するならば，ここで新たに以

下のような懸念を意識しておく必要が生じるものと思わ

れる．それはすなわち，“「矢守による『津波てんでん

こ』の 4つの意味」さえ理解しておけばそれでよい”と

いう類の短絡的な理解（新たな誤解）が生じることに対

する懸念である． 

2 章末尾で触れたとおり，仮に「津波てんでんこ」が

倫理的に正しいとしても，そこで「生きることに真摯に

向き合う主体的な姿勢」を欠いたまま，画一的にすべて

を「津波てんでんこ」の“せい”にするならば，そこで

「津波てんでんこ」は単なる“利己的で薄情な言い訳”

に成り下がるだけでなく，同時に，皮肉にも（そして自

虐的に）「『津波てんでんこ』は利己的で薄情すぎる」

という批判や疑問を自己生成してしまう可能性を秘めて

いると言える．このような事態を回避するには，「正し

い原義」と「（「4 つの意味」などに示されるような）

本質的意味」をそのまま理解するだけでは不十分である．

そのもとでなお残る心理的な葛藤やジレンマに毅然と対

峙するには，より根源的に「姿勢」が問われることにな

ると言えよう．この「姿勢」を前提としたときにはじめ

て，釜石の小中学生がそうであったように，部分的に

「津波てんでんこ」に背きつつ最善を尽くして他人を助

ける行為などの可能性が生じ得る．これを野崎 24)の表現

を借りて換言するならば，「単にルールとしてそのよう

に決まっているからということと，考えた末にルールに

従ったり，場合によってはルールに背いたりするという

こととは，行為者の主体性や責任という位相において，

まったく違う」ということである．このことを我々は，

「津波てんでんこ」の「正しい原義」と「（「4 つの意

味」などに示されるような）本質的意味」を理解したう
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えでなお，誤解無きよう肝に銘じておく必要があると思

われるのである． 

本稿では，「津波てんでんこ」に対する賛否の態度を，

より簡便に表-4 に記載の設問を用いた一元尺度によっ

て測定した．しかし，より厳密には，第 2章の議論にも

あるように，「倫理に反する」という視点からの批判的

態度と「心理に反する」という視点からの批判的態度に

分けた検討が望まれると言える．そのことによって，た

とえば，「矢守による『津波てんでんこ』の 4 つの意

味」を理解することは，「倫理的な正しさ」の理解には

有効に機能しうるものの，「心理的な障壁・葛藤」の低

減には十分ではない，などのような傾向が観察されるか

もしれない．そして，その「心的な障壁・葛藤」の低減

には「姿勢」が根源的に問われることになるだろうとい

う問題提起に対しても，一定の論拠をもった議論へと展

開することも可能となるものと期待される． 

そのほか，本稿での検証は調査実施時点（平成 26

年）の一断面のみに留まるものであるが，その後におけ

る時間経過とともに，「『津波てんでんこ』は利己的で

薄情すぎる」という批判や疑問を持つ人は減少してゆく

のか，それとも増大してゆくのか，あるいは「L1：聞

いたことがない」や「L2：間違って知っている」が台

頭するのか，などの推移についても注意深く観察してゆ

くべき課題のひとつであると認識している． 

 

謝辞：本稿は JSPS科研費 16H03139の助成を受けている．

ここに記して謝意を表する次第である． 

 

付録（補注） 

 

[1] 記事の後半部には「津波てんでんこ」の本質的意味

を紹介する箇所もあることから，本文中で引用した

「津波てんでんこ」に対する言及は，一般的に少なか

らず見受けられがちな典型的な批判を，便宜上あえて

反語的に代弁するかたちで表現したものと捉えられる． 

[2] 「あなたは正しかった」と言い続けるためには，

「本当に『あなたは正しかった』」ことのエビデンス

が事後的に必要となる場面も想定し得る．そのときに，

たとえば大西ら 25)の議論は参考になり得る．大西らに

よると，健全な脚力を有する通常の避難モビリティを

有する者が相対的に避難モビリティが低い者を救援す

る「一様救援避難」，対象地域の全員が個別に避難す

る「一様てんでんこ」，それらの「ハイブリット避

難」，という 3つの避難原則のいずれが最も「（死者

数最小化の観点で）正しい」ものとなるのかについて

の条件（地域条件，津波の規模，等）の導出を試みて

いる．しかし，それと同時に，その条件を事前に確定

することは現実的に容易でないという旨の言及もされ

ている．だとすれば，津波の規模が確定した「事後」

においては，ここでの大西らの議論を，どの避難原則

が「正しかったのか」を検証するためのひとつの方法

論として捉えることも可能であろうと思われる． 

[3] 精神病理学者の木村敏 26)によると，現実にはリアリ

ティ（reality）とアクチュアリティ（actuality）のふた

通りの意味があるとされる．主体と客体を分離し，客

体を傍観者的に対象化し，観察するのがリアリティで

あり，一方，五感を駆使して文脈そのものに入り込み，

深くコミットメントして，主客未分の境地で感じるの

がアクチュアリティである．野中・勝見 16)は，片田に

よる一連の津波防災教育が大きな成果を見ることにな

った理由のひとつは「片田氏は，子供たちが直面する

現実を客観的現実のリアリティとしてとらえるのでは

なく，主観的現実のアクチュアリティとして感じとり，

その中に身を置いて対話したこと」にあると分析して

いる．非当事者が「津波てんでんこ」の背景を理解す

ることにおいても，できるだけこれを主観的現実のア

クチュアリティとして感じ取る努力が肝要であると考

えられる． 
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(2017. 4. 11 受付) 
 
 

RECEPTIVITY TO THE CONCEPT OF “TSUNAMI-TENDENKO” 
 

Yasushi OIKAWA 
 

Many researchers have repeatedly insisted on an importance of the concept of “Tsunami-tendenko,” a 
principle of action that dictated one to “run for your life to the top of the hill and never mind others or 
even your family when the tsunami comes.” At the same time, they has been also mentioned a certain fear 
that a superficial understanding of a literal meaning might invite criticism of this concept. Typical criti-
cism is “this concept is too selfish and heartless.” The aim of this paper is to investigate how far the 
above fear could have a touch of real possibility. From the results of the investigation based on data col-
lected through an internet research, the following conclusions were reached.  

Even an exact explanation of the literal meaning would not suffice for avoiding the fear. An appropri-
ate interpretation of various backgrounds would play an important role in bringing a deep understanding 
of this principle. 


