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山口弥一郎の津波調査の方法と社会的文脈
―初回津波調査（1935年12月～1936年1月）に着目して―

辻　本　侑　生

はじめに
　東日本大震災後、山口弥一郎の『津浪と村』（山口1943）は、三陸地方において歴史的に繰り返してきた津波災害に対
して先駆的にアプローチしていた書物として、注目されるようになった。『津浪と村』は、1935年から1943年までの期
間に実施された 6回の調査に基づいて著されているが（表 1）、本稿ではその端緒となった初回津波調査（1935年12月～
1936年 1 月）（註 1）に着目し、その調査自体の「歴史化」を試み、調査の方法と社会的文脈を分析することを目的とする。
　ここでいう調査の「歴史化」とは、人類学者・板垣竜太による言葉（板垣2013）である。板垣は、人類学者ヴィンセ
ント・ブラントが1966年に韓国で実施した調査のフィールドノートから、その「フィールドワークがいかなる社会的
背景のもと、どのような関係性のなかで、どのような方法でおこなわれ、そのフィールド経験のどの部分が民族誌と
なっていったのか、その歴史的文脈ないし社会的位相の一端」（板垣2013：113）を明らかにしている。
　本稿はこの板垣の視点に導かれつつ、山口弥一郎旧蔵資料のうち、ノート【1-0004】、葉書および現地収集資料【3-
0034】、スケジュール帳【5-0017】を組み合わせて、初回津波調査の行程や方法を復元し、『津浪と村』がどのような方
法や経験で作成されたのか、その一端を明らかにすることを試みるものである。

表１『津浪と村』出版に至るまでの山口弥一郎の津波調査
回 実施時期 調査地域 ノート番号※ 資料番号
第 1回 1935年12月～1936年 1 月 宮城県唐桑村から岩手県田老村まで北上 4 1-0004
第 2 回 1936年 7 月～1936年 8 月 宮城県大原村から宮城県気仙沼町まで北上 10 1-0010

第 3 回 1936年12月～1937年 1 月 青森県東通村から岩手県野田村まで南下 8、9 1-0008	
1-0009

第 4 回 1940年 8 月 岩手県田老村、岩手県小本村 15 1-0015
第 5 回 1942年 8 月 岩手県田野畑村、岩手県普代村 26 1-0026
第 6 回 1943年 1 月 岩手県重茂村姉吉、岩手県鵜住居村両石 5 1-0005
	 出典：「地理・民俗採集ノート索引項目」（『山口弥一郎選集12』所収）　※山口自身がノートに付した番号

１．初回津波調査の行程
　表 2は山口のスケジュール帳および山口がフィールドから自宅に送付した葉書を基に、初回津波調査の行程を復元
したものであり、図 1は表 2の一部を地図化したものである。
　表 2をもとに、初回津波調査の日程をみると、1935年12月24日に当時住んでいた福島県平町（現いわき市）を出発、
鉄道で宮城県仙台市、気仙沼町を経由して三陸沿岸に入り、岩手県宮古町まで北上、1936年 1 月 2 日の朝に宮古町を
発ち、鉄道で岩手県盛岡市、宮城県仙台市を経由し、実家の福島県新鶴村（現会津美里町）に帰宅する全11泊12日間の
行程であった。うち津波調査を行ったのは1935年12月25日から1936年 1 月 1 日までの正味 8日間である。なお、1935
年12月27日の昼までは、地理学の師である田中館秀三に同行する形の調査であり、12月27日の昼以降より山口の単独
調査であった。
　表 2・図 1からは、徒歩、鉄道、船、自動車というように様々な交通手段を組み合わせて、各地の漁村を調査しな
がら北上していったことが窺える。特に気仙沼→唐桑、唐桑→長部港（気仙町）、大船渡→綾里、唐丹→釜石、宮古→
田老（往復）というように船を多用している。鉄道については、1935年に開業したばかりの大船渡線（陸前高田駅→小
友駅、小友駅→大船渡町盛駅）、および山田線（陸中山田駅→宮古駅）を利用している。船便も鉄道もない区間のうち、
小友→広田、吉浜→唐丹、釜石町→鵜住居村両石、大槌町吉里吉里→船越については乗合自動車を活用しており、徒
歩で移動した区間は、唐桑村宿→唐桑村只越、気仙町長部→高田町、綾里→越喜来、越喜来→吉浜、鵜住居村両石→
大槌町吉里吉里、船越→山田であると推測される。
　宿泊については、現地の旅館を使う場合もあれば、12月25日のように民家に宿泊したり、12月30日のように現地の
小学校長（註2）の家に宿泊したりする場合もあったことがわかる。
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表２  1935年12月～1936年1月の津波調査の行程
年　月　日 記載内容より行程抜粋 宿泊地

1935年12月24日（火） 平PM．1．58→仙台5．40
田中館先生宅 1泊、調査ノ打チ合ハセ 宮城県仙台市

1935年12月25日（水） 仙台発AM．8．35―気仙沼着PM．1．37
舩ニテ唐桑村宿ニユク、徒歩ニテ只越ニユキ夜ニ民家ニ一泊ス 宮城県唐桑村	

1935年12月26日（木） 朝徒歩ニテ只越発。小原木ヨリ75銭デユギ舩ヲヤトヒ長部ノ港マデ。
徒歩ニテ高田町、汽車ニテ小友、自動車ニテ泊。佐々木旅館ニ 1泊ス 岩手県広田村	

1935年12月27日（金）
佐々木旅館附近見学。
徒歩ニテ小友、AM．11．43田中館先生ハ仙台ヘ。私ハ大船渡マデ汽車。
PM．3．30大船渡発―PM．5．00綾里。村上旅館ニ泊ル。

岩手県綾里村	

1935年12月28日（土） 越喜来一泊 岩手県越喜来村

1935年12月29日（日） 小白浜一泊、本郷調査
本郷調査シテ小白浜ニ戻リ 1泊ス 岩手県唐丹村

1935年12月30日（月）
AM．5．00小白浜発―釜石ニAM7．00着
吉里吉里小学校長宅ニ 1泊ス
釜石ヨリ両石マデ自動車後 3里徒歩
大槌ヲ発テ吉里吉里ニ至ル

岩手県大槌町	

1935年12月31日（火）
朝吉里吉里発―船越村ニ向フ。大澤ヲ経テ行タ
PM．5．00陸中山田発―宮古行キ。
宮古泊リ

岩手県宮古町	

1936年 1 月 1 日（水）
宮古AM．7．30―田老行キ。田老調査
田老発PM．1．30―鍬ケ崎ニ3．00着
宮古 1泊

岩手県宮古町	

1936年 1 月 2 日（木） 宮古発am．7．01―川内途中下車 岩手県盛岡市カ

1936年 1 月 3 日（金） 盛岡発am11．59―仙台着4．24
仙台田中館先生宅泊リ 宮城県仙台市

1936年 1 月 4 日（土） 仙台発am．7．35―会津若松1．48
西若松発4．20―新鶴4．57 福島県新鶴村

	 【5-0017】より作成

２．初回津波調査の方法
（１）フィールドノートへの記載
　初回津波調査のフィールドワークの成果の多くは、フィールドノート
No．4「三陸地方ノ津浪ニ依ル集落移動調査」【1-0004】に、全111ページ
にわたって記されている。
　まず、フィールドノートの冒頭には、貞観地震から昭和三陸津波に至
るまでの三陸津波の年表と、関連する人文地理学の文献に関するメモが、
横書き、ボールペン書きで記されている（図 2）。おそらくこのメモは調
査に入る前の準備として記されたもの、もしくは仙台での田中館秀三と
の打ち合わせの中で記されたものと推察される。三陸津波に関する先行
研究（米倉1934）だけでなく、青野寿郎の九十九里浜平野研究に関する論
文が複数参照されており（青野1931ほか）、山口が三陸津波研究の先行研
究として、九十九里浜の海沿いへの集落移転（納屋集落の成立）に関する
研究を想定していたことがわかる（註3）。
　次に、調査中に記されたノートは、横書き、鉛筆書き日次順で記され、
聞き取りデータを記した文字だけではなく、集落の形態等のスケッチも
記されている（註4）。聞き取りデータの冒頭には、「〇〇氏談（△才）」と
いった形でインフォーマントの氏名と年齢、場合によっては属性が記さ

図１　初回津波調査の行程図（1935年12月25日～1936年1月1日）
　　　【5–0017】【3–0034】国土地理院地図より作成
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れており、どのような人に話を聞いたのか
窺い知ることができる。
　表 3は、初回津波調査のノートに記され
たインフォーマントについての情報を一覧
化したものであり、 8日間の調査で少なく
とも32名に話を聞いたことがわかる。まず、
聞き取り日時に注目すると、田中館に同行
していた1935年12月25日、26日はノートに
記されたインフォーマント数が少なく、単
独調査となった1935年12月27日以降、本格
的に聞き取り調査を開始したことが窺える。
次に、性別をみると、男性が多くなってい
るが、女性に対しても少なくとも 6名聞き
取りを行っている。また、年齢に着目する
と、年齢が判明しているインフォーマント

図２　調査前に記入されたと思われる準備メモ【1–0004】

表３　初回津波調査のインフォーマント一覧
no 聞き取り日時 町　村 性別 年齢 属性・備考
1 1935年12月25日 宮城県唐桑村 男性 64 宿泊先の民家主人カ
2 1935年12月26日 岩手県広田村 男性 不明 佐々木旅館主人
3

1935年12月27日

岩手県小友村 男性 53
4 宮城県気仙沼町 男性 65 綾里への移動中での聞き取りカ
5 岩手県綾里村 女性 47
6 岩手県綾里村 女性 不明 村上旅館女中
7 岩手県綾里村 男性 32 村上旅館若主人
8 岩手県綾里村 男性 不明
9 岩手県綾里村 男性 64 村上旅館主人
10

1935年12月28日

岩手県綾里村 女性 62
11 岩手県綾里村 男性 51
12 岩手県越喜来村 男性 60
13 岩手県越喜来村 男性 20
14 岩手県越喜来村 男性カ 不明 越喜来小学校校長
15 岩手県越喜来村 男性 63 佐々木旅館主人
16

1935年12月29日

岩手県吉浜村 男性 90 1860（安政 7）年津波の経験者
17 岩手県唐丹村 男性 51 唐丹村助役
18 岩手県唐丹村 男性 53
19 岩手県唐丹村 女性 46
20 岩手県唐丹村 女性 34
21

1935年12月30日

岩手県釜石町 男性 43 釜石町役場
22 岩手県鵜住居村 男性 60
23 岩手県鵜住居村 女性 45
24 岩手県大槌町 男性 不明 吉里吉里小学校校長
25

1935年12月31日

岩手県織笠村 男性 63
26 岩手県山田町 男性カ 不明 山田町助役
27 岩手県山田村 男性 57
28 岩手県大沢村 男性 50
29

1936年 1 月 1 日

岩手県田老村 男性 58
30 岩手県田老村 男性 63
31 岩手県田老村 男性 不明 田老村長
32 岩手県田老村 男性 75
	 【1-0004】より作成　※インフォーマントの性別は、氏名から推測した。

66

66



の平均年齢は54．8才であり、20歳代、30歳代のインフォーマントにも聞き取りを行っている。最後に、属性に着目す
ると、宿泊先の関係者が 6名、行政関係者が 4名、小学校長が 2名となっており、特に行政関係者については唐丹村
助役、山田町助役、田老村村長と、高位の役職者に聞き取りを行っていたことがわかる。

（２）現地資料の収集
　旧蔵資料には、山口がフィールドワーク中に収集し
たとみられるパンフレット類が散見される。山口は、
初回津波調査で得た資料には、「Showa10.12-11.1　Y．
Yamaguti」と記されたスタンプを押している（図 3）。
表 4では、このスタンプが押されたものを、入手先の
町村を南から北に配列して一覧化した。
　これをみると町村勢要覧の類が多く、まず各町村の
役場等を訪れて町村勢要覧を入手し、フィールドの概
況を把握しようとしていたことが窺える。また、「昭
和八年三月三日海嘯ニヨル被害調査大要」（越喜来村
役場）など現地の津波被害を取りまとめた資料や、「事
務経過報告書」（綾里村復興協会）、「漁業組合復旧事図３　山口が収集した資料と、押印したスタンプ【3–0034】

表４　初回津波調査で山口が収集した資料一覧
入手先の町村名 資料標題 発行者 発行年
宮城県唐桑村 小原木郷土巡り 小原木尋常高等小学校 不明
岩手県大船渡町 岩手県気仙郡大船渡町勢要覧 大船渡町役場 1934年
岩手県大船渡町 大船渡案内 大船渡商工会 不明
岩手県綾里村 岩手県気仙郡綾里村勢要覧 綾里村役場 1933年
岩手県綾里村 事務経過報告書 綾里村復興協会 1933年
岩手県綾里村 綾里港名所絵葉書 不明 不明
岩手県越喜来村 岩手県気仙郡越喜来村勢要覧 越喜来村役場 1932年
岩手県越喜来村 昭和八年三月三日海嘯ニヨル被害調査大要 越喜来村役場 1933年
岩手県吉浜村 岩手県気仙郡吉浜村勢要覧 吉浜村役場 1932年
岩手県唐丹村 漁業組合復旧事業計画案 唐丹村漁業組合 1933年
岩手県唐丹村 大震嘯被害調査表・海嘯被害状況調査表 唐丹村役場 1933年
岩手県唐丹村 昭和八年三月三日津浪ノ記録 小白浜尋常高等小学校 不明
岩手県釜石町 昭和八年三月三日大海嘯火災の被害並に其の後の状況 釜石町役場 1934年
岩手県釜石町 釜石町勢要覧 釜石町役場 1935年
岩手県釜石町 釜石絵はがき 釜石町役場 不明
岩手県釜石町 大海嘯火災絵葉書 釜石町役場 不明
岩手県大槌町 大槌町吉里吉里部落新漁村建設計画要項 不明 不明
岩手県大槌町 岩手県上閉伊郡大槌町勢要覧 大槌町役場 1935年
岩手県船越村 岩手県下閉伊郡船越村村勢要覧 船越村役場 1934年
岩手県織笠村 岩手県下閉伊郡織笠村勢要覧 織笠村役場 1933年
岩手県織笠村 震嘯災害復旧計画書 下閉伊郡織笠村 不明
岩手県山田町 御絵葉書 山田町役場 不明
岩手県大沢村 岩手県下閉伊郡大澤村勢要覧 大沢村役場 1934年
岩手県田老村 岩手県下閉伊郡田老村勢要覧 田老町役場 1934年
岩手県田老村 下閉伊郡田老村平面図 不明 不明
不明 岩手県勢要覧附録岩手県全図 不明 1934年
不明 絵葉書 岩手県下閉伊支庁 不明
不明 上閉伊郡下重要漁業漁獲高調 上閉伊郡水産会 1935年
不明 水産試験場事業報告 岩手水産試験場 1930年
不明 1933年三陸大津浪に伴へる発光現象に関して 東京帝大地震研究所 不明
	 【3-0034】より作成
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業計画案」（唐丹村漁業組合）、「震嘯災害復旧計画書」（織笠村）など現地の復興計画に関する資料も収集していたこ
とがわかる。さらに、各地で絵葉書を収集していることも注目される。これらの資料は、現地では失われている可能
性もあり、資料的価値の高いものであると考えられる。

（３）現地から自宅への葉書送付
　山口は初回津波調査において、現地から自宅の妻あてに、ほぼ毎日、
計10通の葉書を送っており、それも旧蔵資料中に保管されている（図 4）。
葉書には、例えば1935年12月27日には「今船で綾里と云ふ漁村へ渡る」
と記されており（表 5）、移動中の合間の時間に記したものと考えられる。
　中身をみると、現在地や調査行程のほか、「そこは大津波にやられた
バラック建ての家で家族みんなととまった」など宿泊地に関することや、
「大変あたたかで、この分では風をひくところではない」など天候と自
身の体調に関することが記されている。また、「津浪の惨害の生々しい
だけ眞剱な調査で勇気がでる」、「一ついい仕事が出来さうでほくほくし
てゐる」など調査に対するモチベーションに関する記述や、「どこでも
津浪の哀話だけで今はおばあさんにすっかり泣かれて一寸立てぬのがあ
った」など、聞き取り調査を行った上での、自らの感情に関わる内容も
記されている点は興味深い。

図４　初回津波調査において山口が現地から
送付した葉書【3–0034】

表５　山口が現地から自宅（妻）にあてた葉書の内容
葉書消印 記載内容（抜粋）

10．12．27
廿五日午前八時半仙台をたち先生と一緒で一ノ関経由気仙沼に午後一時半着。二時に船で約二里半、
宿と云ふ漁村に行き約一里半歩いて只越についたのは夜の六時頃。民家をたづねてとめてもらっ
た。そこは大津波にやられたバラック建ての家で家族みんなととまった。

10．12．27
今朝小友と云ふ駅まで歩いて、午前十一時四十三分、先生は仙台へ、私は大船渡へ来た。今船で綾
里と云ふ漁村へ渡る（約三里）。多分夜にならう。大変あたたかで、この分では風をひくところでは
ない。津浪の惨害の生々しいだけ眞剱な調査で勇気がでる。

10．12．28
昨晩船で大洋を渡り大船渡より津浪の最も惨害のはげしかった綾里村についた。村は皆山をきりく
づして今度こそ殆んど高台に移ってゐる。村上旅館に泊った。比較的暖かで、風はひきさうもない。
今度は一人旅で反って気楽になった。一ついい仕事が出来さうでほくほくしてゐる。相当けわしい
山また山を越して歩くので相当骨も折れさうだ。

10．12．29
今日は徒歩で四里程歩いて越喜来まで来た。コレハアイヌ語ノ地名ダ。途中峠ハ大キナノヲ一ツ小
サナノヲ三ツ程越シタ。曇天で反って暖かかった。どこでも津浪の哀話だけで今はおばあさんにす
っかり泣かれて一寸立てぬのがあった。この分では風も引きさうでないから御安心。三十日の夜は
釜石につけようとそんな事ばかりながめてゐる。荷物が一寸重くなった。

10．12．30
今度の津浪で最も惨害の大であった本郷に行って来た。百二十戸程の部落が山の上の一軒だけ残っ
て、人は村の三分の二程死んだ。その二、三軒に寄って話をきくのだが、皆えろりにあがって、今
度は急がないのでゆっくりきいた。然し皆泣かれて終ふ。

10．12．31
謹賀新年　昭和十一年一月元旦　約一里ある大澤の村に行って帰ってきて今宮古行きの汽車にのる
ところだ。自動車賃が馬鹿に高く、少し多く峠をあるき過ぎた位だ。今日大澤で役場によったら吏
員迎年が爐ばたで酒盛り最中「貴様はどこだ」等田舎村会議員がいばり、名刺を出したらペコペコ
して酒をつがれた等今時のナンセンスだ。

11．　1．　1 昭和十一年一月元旦の午前六時だ。朝一面の雪でとても気持がいい。四日には会津に帰られるかと
も思ふ。おきげんよう。宮古にて。

11．　1．　1
今度の旅の最終の調査が今終ったところだ。小学校では今四方拝の式が終ったところで村長さんや
校長さんの色々の話をきく事ができた。殆んど全滅した田老の港町も今は全く復興気分がみなぎり、
二階だての家もならんでゐた。

11．　1．　2
昨日は元旦だからおみきをあげねばすまぬと思って田老から午後三時頃船で帰ると、これで今度の
旅行の終点でもあるので一パイやった。酒があまりよくなかったが（安いところをねらったので）少
し元気を出した。

11．　1．　4
二日の晩盛岡の横田君（※地理学者の横田幸八）のところに一泊する予定であったが留守で仙台に
鈍行で直行。田中館先生宅に厄介になった。色々研究上の打ち合はせが出来たり、先生の新しい奥
さんにも色々と親しく話してゆっくり遊んだ。先づ元気で風をひかぬ様。
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３．初回津波調査の社会的文脈
　これまで、山口の初回津波調査の行程と方法について、旧蔵資料に基づき復元してきた。これをもとに、冒頭に引
用した板垣の問い、すなわち、「フィールドワークがいかなる社会的背景のもと、どのような関係性のなかで、どの
ような方法でおこなわれ、そのフィールド経験のどの部分が民族誌となっていったのか」（板垣2013：113）に導かれ、
調査の社会的文脈について若干の考察を行っていきたい。
　まず、前章までで明らかになった山口の初回津波調査の行程について要約すると、 1つの地域に 1日程度、短期間
滞在し、鉄道、船、自動車、徒歩を組み合わせて 8日間移動を続け、多くの箇所を広域にわたって調査していた。各
地域では役場等を訪ねて村勢要覧や復興計画に関する資料等を入手するとともに、各町村の村長や助役、小学校長、
旅館関係者、その他出会った幅広い年齢の人びとなど計30人以上に聞き取りを行い、また、集落の形態についてスケ
ッチをとっていた。さらに、現地からは頻繁に自宅宛てに葉書を送付し、フィールドで自身が感じたことなどを記載
していた。
　では、このような調査はどのような関係性や社会的背景のもとで行われたのだろうか。まず、山口がおそらくアポ
イント無しで訪問した各町村の役場において、助役等の高位の役職者に聞き取りを行っていることや、葉書に記され
た「今日大澤で役場によったら吏員迎年が爐はたで酒盛り最中「貴様はどこだ」等田舎村会議員がいばり、名刺を出
したらペコペコして酒をつがれた」というようなエピソード等からは、山口が高等女学校教員という社会的地位を有
していたことが、調査を円滑に運ばせた一因であると推察される。
　また、山口の初回津波調査の社会的文脈を考えるとき、これが1933年 3 月 3 日に発生した昭和三陸津波の 2年 9か
月後に行われた調査であるということは見逃せない。この 2年 9か月という期間のあいだに、三陸各地では国費の投
じられた集団高台移転地の造成が進められ、地域によっては1935年時点で移転地の造成が完了していた（岡村2017、
饗庭ほか2019）。このように、山口の初回津波調査はまさに地域において復興や新たなまちづくりが進む中で実施され
た調査であり、各地の役場で収集していた復興計画に関する資料も、リアルタイムの行政資料であったことが窺える。
　加えて、現地社会にとって津波はいまだ発生から 3年の経過していない災害であり、そのため、聞き取りの場にお
いては、葉書に記されていたようにインフォーマントに「泣かれて」しまうこともあったし、山口にとっても「津浪
の惨害の生々しいだけ眞剱な調査で勇気がでる」といった感想が湧いてきたのであろう。こうした調査の経験や感情
はフィールドノートには記されておらず（辻本2019）、フィールドから自宅に郵送した葉書に記されていたが、この内
容は、『津浪と村』の第一篇「津浪と村の調査記録」へと反映されており、『津浪と村』の内容を、聞き取りデータの
みならずフィールドワーカーの経験を記した特徴的な民俗誌にしていると考えられる。
　なお、初回津波調査の学術的な動機としては、九十九里浜における人文地理学的な先行研究等を踏まえた上で、三
陸津波による集落移動について明らかにすることが目指されていたと考えられるが、より個人的な動機については、
ノートや山口の著作を見る限り、地理学の師・田中館秀三の示唆・指導によって行われた以上のことは明らかになら
ず、山口自身の内発的な動機を示す資料は今のところ発見できていない。しかし、初回津波調査の前年の1934年から
は、柳田国男らがいわゆる「山村調査」を開始しており、初回津波調査に先立って1935年夏に山口は日本民俗学講習
会に参加し、柳田と会っている（内山論考参照）。この山村調査について、矢野敬一は、柳田が「農村衰微」という現
実の問題に対応することを意図して企画したと指摘している（矢野1992）。そして、山村調査には佐々木彦一郎、山口
貞夫ら当時の若手人文地理学者も参画していた。このように、山口の初回津波調査は、山村調査という当時の最先端
の民俗学の調査事業とほぼ同時期に行われており、山村調査からの影響や刺激を受けて、津波災害という現実の問題
を踏まえた調査に乗り出した可能性も否定できないのではないだろうか。

おわりに
　山口の初回津波調査が行われた1935～1936年は、柳田らの山村調査に代表されるように、日本の民俗学・人文地理
学者たちが農山漁村を対象とした本格的なフィールドワークに乗り出す時期でもあった。そうした中、新進気鋭の地
理学者であり、民俗学にも出会って間もない山口は、1933年 3 月 3 日に発生した昭和三陸津波という現実の問題を受
け、地理学の師・田中館秀三の示唆も得ながら初回津波調査を実施した。山口は交通インフラのない地域においては
峠を越えて歩き、役場の職員から地域住民まで老若男女幅広く話を聞き、資料を集め、その成果をフィールドノート
に記していった。それに加えて、未だ記憶に新しい津波の話を涙ぐみながら語る地域住民に自身も感情を揺り動かさ
れ、そのことを自宅宛てに送付した葉書に記していった。こうした一連の調査実践すべてが、『津浪と村』をつくり
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だしたのである。
　最後に、本稿に残された課題についてまとめておきたい。まず、山口は、初回津波調査以後も夏冬の休暇を利用し、
1943年初頭まで断続的に一週間程度の調査を複数回繰り返し、『津浪と村』をとりまとめている。本来はこれらすべ
ての調査を対象として検討を行い、『津浪と村』のつくられ方を詳細に分析するべきであるが、本稿では初回津波調
査を分析するのみとなった。1935年12月～1936年 1 月の初回津波調査は 1か所の地域は短期の滞在にとどめ、多くの
箇所を広域にわたって調査するアプローチであったのに対し、1943年に行われた調査は明治三陸津波においてほぼ全
滅に近かった特定の集落（岩手県鵜住居村両石、岩手県重茂村姉吉など）に絞り、被災に伴う家系継承について集中的
な調査を行っている。そして、その調査結果は、『津浪と村』のうち、第三篇「家の再興」に反映されている。『津浪
と村』を複数の方法に基づく民俗誌として読み直していくことが、今後の課題となるだろう。
　また、『津浪と村』が、どのように各地の読者に読まれたのかについても、今後明らかにすべき課題である。例えば、
青森県立図書館には、青森県の郷土史家・板谷八郎が、岩手県立図書館所蔵の『津浪と村』のうち、青森県に関わる
部分を1954年に筆写した写本が所蔵されている。また、旧蔵資料中には、岩手県久慈市などの住民から山口に寄せら
れた手紙も残されている。そもそも『津浪と村』の執筆動機は、柳田国男から「しかし君が書いている論文を三陸の
人々は読まないよ。そのような難しい理屈よりも、どうしたら災害を防げるか、村が移らないですむか、かみくだい
て書いたものでなければだめだ」（竹内1985：338）と言われたことにあるが、ここで挙げた例からもわかるように、
読者からのリアクションは皆無ではなかった。実際に三陸の人びとに『津浪と村』がどのように受け止められたのか
については、引き続き検討していきたい。

註
（１）なお、後年の山口自身の回想には、昭和三陸津波の起きた1933年のうちに調査を行ったとの記述もみられるが
（山口1985：9）、本稿では『津浪と村』の記述と旧蔵資料の内容から、1935年が初回調査であると判断した。

（２）この小学校長は「田中館先生の知友」であった（山口1943：65）。
（３）なお、集落の移動は、山口が津波研究以前に行っていた炭鉱集落の研究においてもトピックとなっており（山

口1934）、山口の炭鉱集落研究から津波研究への移行を、集落移動に対する関心の連続として捉えることもでき
るだろう。

（４）初回津波調査のフィールドノートの具体的な記載内容については、綾里村を事例に別稿にて詳述したため（辻
本2019）、そちらを参照されたい。
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