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写真１ 岩崎の復興地｜東⽇本⼤震災により被災した低地、被害を免れた昭和の復興地、⼭
林が層をなしているのが⾒て取れる。撮影：⼭岸剛 
  



１．はじめに 
（１）中⻑期的な時間スケールの視点 

2011 年 3 ⽉ 11 ⽇に発⽣した東北地⽅太平洋沖⼤地震および同地震に伴う津波は、三陸
沿岸地域を中⼼に未曾有の被害をもたらした。そして、震災後 7 年以上経過した現在も、未
だ 6 万５千⼈以上1が避難⽣活を余儀なくされており、被災地の復興は現在も完了していな
い。 

ところで、周知の通り、三陸沿岸地域はこれまでに幾度も津波災害を受けてきた。古くは、
869 年に発⽣した貞観地震に伴う津波災害以来、記録に残るだけでも東⽇本⼤震災までの
1142 年間に 25 回もの津波被害を受けてきたことが知られている2。単純に平均すると約 46
年ごとに津波災害を経験していることとなる。このように、津波災害は⼀定の間隔をあけて
繰り返し発⽣するため、津波災害後の復興のあり⽅が、次の津波災害時における被害や復興
の⽅向性を少なからず規定する側⾯がある。それゆえ、被災集落の復興を考える際には中⻑
期的な時間スケールの視点が必要不可⽋となる。 

ところが、現在はそうした中⻑期的な時間スケールの視点を持ちにくい状況にある。これ
まで庁舎や図書館、公⺠館あるいは各集落において保全されてきた⽂書や写真として残さ
れてきた集落の過去の記録についても、今次の津波によって損なわれてしまったものが少
なくない。また、東⽇本⼤震災の被災規模があまりに⼤きく、被災住⺠はもちろん外部から
⽀援する研究者等も次の災害もしくは次の次の災害に向けて復興過程を逐⼀記録し継承し
ていくほどの余裕を有していない。このように、集落における震災前の固有の⽂化・歴史、
震災後の復興過程における変容を未来に継承する仕組みが存在しないことは⼤きな課題で
あると考えている。 

そこで本プロジェクトでは、歴史研究者による被災集落の変容過程の分析および、写真家
による被災地の現状の記録を実施した。さらに、地域が⾃⽴した社会を構築するための⼀助
として、本プロジェクトの成果物を地域に還元する⼿法を模索した。 
 
（２）「復興地」とは 
 本稿における三陸沿岸地域は、東⽇本⼤震災の被災地のなかでも特に被害の⼤きかった
宮城県および岩⼿県の沿岸地域を指している。ところが、⼀⼝に三陸沿岸地域といっても、
そこには集落が 300 以上あり、それぞれが固有の地形・歴史を有していて、そのすべてを
網羅的に調査・記録することは難しい。そこで本稿では、対象を岩⼿県内の「復興地」に限
定することとする。 
 「復興地」とは、昭和 8 年に発⽣した昭和三陸津波後に、政府からの⽀援を受けて⾼台移

                                                       
1 復興庁ホームページ（http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-
1/20180529_hinansha.pdf） より（2018 年 5 ⽉ 29 ⽇閲覧）。 
2 宇佐美⿓夫ほか『⽇本被害地震総覧 599-2012』（東京⼤学出版会、2013） 



転を⾏ったエリアを指す。岩⼿県内で 38 集落、宮城県内で 60 集落合計 98 集落にて計画さ
れたことが知られている。特に岩⼿県内の「復興地」は、計画に沿って実際に実現したもの
も多く、昭和三陸津波後の⾼台移転地であることが、東⽇本⼤震災後においても認識されて
いることが少なくない。そこで、本プロジェクトにおいては、岩⼿県内の 38 集落のうち、
実質的に⾼台移転ではなく区画整理による原地復興といえる⽥⽼集落を除く 37 集落におけ
る「復興地」を対象とする（表１）。そして、それぞれの計画が実現したかどうかを含めそ
の歴史的変遷を分析するとともに、東⽇本⼤震災による被害およびその後の復興を含む現
況を記録することとした。 
 写真１は、復興地のなかでも最⼤規模の⼭⽥町の⽥ノ浜集落の復興地である。写真下側の
海岸線と並⾏するように写真中央に横たわっているのが「復興地」である。復興地の住宅は
⼀部津波による浸⽔被害を受けたが、⼤半の住宅は被害を免れた。⼀⽅、東⽇本⼤震災前に
は低地にも住宅が⽴ち並んでいたが、それらの多くは津波により流失した。⼀⽅、東⽇本⼤
震災後に新たに整備された⾼台移転地（以下、「平成の復興地」とする）も写真中ほど左⼿
の⼭を切り崩す形で整備されていることが確認できる。このように、三陸沿岸地域の景観は
津波災害の度に多重化していくこととなる。 
 

 
写真２ ⽥ノ浜集落の多重化した景観｜低地・昭和の復興地・平成の復興地といった異な
る時代に整備された宅地が併存するように景観を構成している。 撮影：⽶野雅之 



表１ 対象とする復興地の計画と実態および東⽇本⼤震災による被害3 

 

                                                       
3 移転⼾数、敷地造成⾯積、流失倒壊⼾数、家屋の流失・倒壊区画⾯積（坪）のデータに
ついては内務⼤⾂官官房都市計画課『昭和三陸津波に因る被害都町村の復興計画報告書』
（1934 年）より。なお、各集落の数値の合計が合計欄に記載の数値と⼀致しない項⽬があ
るが、元資料のまま記載している。その他の数値に関しては後述する。 

ID
現市町村
名

旧町村名 部落名
移転⼾数
（⼾）

敷地造成
⾯ 積
（坪）

流出・倒
壊 計
（⼾）

家屋の流
失・倒壊
区画⾯積
（坪）

実際の移
転⼾数

逃げ⽅向
東⽇本⼤
震災によ
る被害率

1 洋野町 種市村 ⼋⽊ 20 1,174 42 1,410 11 ⼭ 0.0%
2 洋野町 種市村 ⼤濱 9 663 9 ー ー ー ー
3 洋野町 種市村 川尻 5 323 11 ー ー ー ー
4 普代村 普代村 太⽥名部 54 3,559 84 9,230 22 ⾕ 0.0%
5 ⽥野畑村 ⽥野畑村 平井賀 47 3,179 61 5,800 16 ⼭ 0.0%
6 ⽥野畑村 ⽥野畑村 島ノ越 35 1,675 59 7,400 14 ⼭ 0.0%
7 岩泉町 ⼩本村 ⼩本 71 3,314 126 3,364 73 ⼭ 95.0%
8 ⼭⽥町 船越村 前須賀 20 100 24 ー 36 ⾕ 100.0%
9 ⼭⽥町 船越村 ⽥ノ濱 240 12,197 106 15,000 196 ⾕ 24.6%
10 ⼤槌町 ⼤槌町 吉⾥吉⾥ 100 4,932 107 21,466 94 ⼭ 100.0%
11 ⼤槌町 ⼤槌町 惣川 20 790 17 ⾕ 0.0%
12 ⼤槌町 ⼤槌町 安渡 20 939 27 ⾕ 25.0%
13 ⼤槌町 ⼤槌町 ⼩枕 40 1,782 30 ⾕ 100.0%
14 釜⽯市 鵜住居村 兩⽯ 93 3,991 91 7,986 87 ⼭ 100.0%
15 釜⽯市 釜⽯町 坊主⼭ 13 851 ー 19 ⼭ 0.0%
16 釜⽯市 釜⽯町 狐崎 11 376 ー 3 ⾕ 100.0%
17 釜⽯市 釜⽯町 䑓村 18 567 ー ー ー ー
18 釜⽯市 釜⽯町 嬉⽯ 52 2,238 89 ー 107 ⾕ 100.0%
19 釜⽯市 唐丹村 ⽚峯 60 2,762 34 19,800 20 ⾕ 14.3%
20 釜⽯市 唐丹村 花露邊 20 1,425 16 2,000 11 ⼭ 0.0%
21 釜⽯市 唐丹村 本鄕 101 5,637 101 25,500 80 ⼭ 0.0%
22 釜⽯市 唐丹村 ⼩⽩濱 85 4,168 108 12,430 80 ⾕ 24.8%
23 ⼤船渡市 吉濱村 本鄕 11 549 43 152,700 27 ⼭ 0.0%
24 ⼤船渡市 越喜來村 下甫嶺 21 1252 23 1,808 3 ー 100.0%
25 ⼤船渡市 越喜來村 浦濱 70 3494 58 24,899 32 ⾕ 100.0%
26 ⼤船渡市 越喜來村 崎濱 25 780 49 7,526 ー ー ー
27 ⼤船渡市 綾⾥村 港・岩崎 146 7287 117 14,016 105 ⼭ 0.0%
28 ⼤船渡市 綾⾥村 ⽩濱 15 842 34 7,983 11 ⾕ 0.0%
29 ⼤船渡市 綾⾥村 ⽯濱 20 1130 20 2,744 19 ⼭ 0.0%
30 ⼤船渡市 綾⾥村 ⽥濱 18 898 37 2,448 16 ⼭ 25.0%
31 ⼤船渡市 ⾚崎村 宿 20 1,313 33 4,370 22 ⾕ 100.0%
32 ⼤船渡市 末崎村 細浦 35 1,863 38 3,200 16 ⾕ 0.0%
33 ⼤船渡市 末崎村 泊⾥ 19 1,360 42 7,800 17 ⼭ 0.0%
34 陸前⾼⽥市廣⽥村 六ヶ浦 15 958 27 500 10 ⼭ 100.0%
35 陸前⾼⽥市廣⽥村 泊 45 2,735 50 10,500 33 ⾕ 25.6%
36 陸前⾼⽥市⼩友村 唯出 19 1,113 35 8,500 15 ⼭ 0.0%
37 陸前⾼⽥市氣仙町 ⻑部 86 5,364 105 8,688 68 ⾕ 100.0%

1,699 87,580 2,067 398,967 1,337合計

171

109

10,859



 図１は岩⼿県内の復興地をプロットしたものである。北部よりも南部に多く⽴地してい
るのは、地形によるものと考えられる。三陸沿岸地域のなかでも宮古市以北は隆起海岸でい
わゆる断崖絶壁となっている海岸が多い⼀⽅、宮古市以南は沈⽔海岸でいわゆるリアス式
海岸で湾⼊が深く、どちらかといえば津波により災害リスクが⾼く、昭和三陸津波後におい
ても⼤きな被害を被った。それゆえ復興地も多く整備された。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ 岩⼿県内の復興地の分布｜資料：岩
⼿県『岩⼿県昭和震災誌』（昭和 10 年）
より作成 



（３）⾃律的地域社会の形成に向けたアーカイブ 
 補完性原理とは、EU とその加盟各国における関係の原理としても知られる概念である。
個⼈でできることは個⼈で、個⼈でできないことは家族で、家族でできないことは地域コミ
ュニティで、地域コミュニティでできないことは⾏政でというように、基本的にはより⼩さ
な単位でできることをやっていきましょうという考え⽅である。それは、単に⾏政の効率性
という観点のみならず⾏政⾃治の観点からも重要な概念であるとされる。 
 ⼀⽅、東⽇本⼤震災後の復興のプロセスは、基本的にこの補完性原理とは真逆の⽅向性を
もっている。すなわち、国が復興事業のメニューリストを提⽰し、そのなかから地⽅⾃治体
が必要な事業を選択し、国庫補助⾦によってそれらを実施していくというように、国から地
⽅⾃治体、集落というように、トップダウンで物事が進められている。 
 本プロジェクトで扱う様な、集落の古地図や記録等の⽂書、写真などの資料は、本来的に
その資料が関係する集落に保管しておくことが望ましい。その資料が関係する集落以外の
場所に例えば「復興博物館」の様なハコモノを整備し、その中にそれら資料を保管したとし
ても、有効に活⽤されるようなシチュエーションは想定しにくい。被災記憶の継承や次なる
災害時での活⽤といった観点からもなるべく集落に近い場所に置いておくことが重要であ
ると考える。 
 ところが、前述した通り、三陸沿岸集落においては、⾃らの住まいや⽣活、⽣業を取り戻
すのに精いっぱいで、なかなか地域の⽂化や歴史といったことにまで⼿が回ならいのが現
状である。そこで、本プロジェクトでは、プロジェクトの成果物を地域に還元することを通
して地域の⽂化や歴史の重要性をアピールするのみならず、それらを住⺠⾃らの⼿で保管・
管理・更新していくような仕組みづくりにも寄与出来ないかと考えた。結果的には、限られ
た時間の中で効果的な成果を挙げられたとは⾔い難いが、本プロジェクトのアウトリーチ
活動について第５章にて紹介する。 
  



２．復興地の実像 
（１）計画と実態の乖離 
 前述の通り、昭和三陸津波後の復興プロセスにおいて、公的資⾦が投⼊され⼤規模な⾼台
移転事業によって岩⼿県内 38 集落においていわゆる「復興地」が整備された。復興地の⼟
地を整備するための事業の正式名称は「住宅適地造成事業」というもので、内務省が所管し
た。それゆえ、昭和三陸津波発⽣からちょうど⼀年後の昭和 9 年 3 ⽉に発⾏した報告書『三
陸津波に因る被害都町村の復興計画報告書』に、計画の詳細がまとめられている。 
 同報告書によると、住宅適地造成事業による復興地の整備について、県名・町村名・移転
⼾数・敷地造成⾯積・流失倒壊⼾数・家屋の流失倒壊区域⾯積・⼯事進捗状況・備考等の情
報が⼀覧表形式でまとめている。それによると、岩⼿県内 18 ヶ町村、38 部落において、
2199 ⼾分、⾯積にして 87,580 坪に及ぶ復興地が同事業により計画されたとされている（表
１）。そして、「⼯事進捗状況」については昭和 9 年 1 ⽉末時点の情報としつつも、「昭和 9
年 3 ⽉中には住宅適地の造成は全部竣⼯を⾒るを得る可き状態に⾄った」とあり、⼀覧表
においても「竣⼯」あるいは「七分通り出来⼆⽉中旬竣⼯」といった記載がある。これらを
みると、38 集落にて計画されたものが全て実現したかのように読める。 
 ところが、同報告書には巻末に全集落ではないが、集落ごとに復興地の計画位置を⽰す地
図が掲載されている。例えば、⼀覧表の越喜来村崎浜集落の⼯事進捗状況欄には、「未定」
と記載されており、また巻末の地図内には「未だ⾼地移転決⾏を⾒ざるは遺憾なり」との記
載がある。そして現在の地図をみても、昭和三陸津波後に復興地が整備された形跡を⾒つけ
ることはできない。そのほかにも、復興地は整備されたがその形状が同報告書計画図とは異
なるもの（船越村⽥ノ浜集落）や、計画⼾数と実際の整備⼾数が異なるもの（綾⾥村港・岩
崎集落）などが⾒受けられる。 
 以上を踏まえると、同報告書の記載をすべて信⽤することはできず、実際にそれぞれの計
画が実施されたのか、実施されたとすればどの位置にどのような規模で実現したのかを逐
⼀確認する必要があることが分かった。 
 
（２）復興地の確定 
 そこで、本プロジェクトで対象とする 37 の復興地について、旧⼟地台帳・旧⼟地台帳付
属地図・マイラー図を収集し、⼟地所有者の変遷、と地形上の変化・道路の整備状況、地⽬
の変化等を加味し、復興地の計画がどのように実現したのかを確認した。その結果が表１の
なかで「実際の移転⼾数」4である。 

                                                       
44 必ずしもすべての実際の⼟地所有権の変遷が、⼟地台帳および付属地図上に全て正確に
反省されているとは限らないことには留意が必要である。また、⼟地台帳そのものが⽋損
している場合や情報整理が不⼗分な箇所もあり、各集落の数値そのものは再度精査したも
のを別の機会に公表したいと考えている。 



これによると、種市村⼤濱集落・種市村川尻集落・釜⽯町台村集落・越喜来村崎浜集落に
ついては、復興地が実際に建設された形跡を確認することができなかった。また、整備⼾数
の総数をみても計画では 1,699 ⼾であったのが、実際には 1,337 ⼾と⼤幅に減少しているこ
とがみてとれる。その要因としては、被災から⽇が経過するにつれて移転への意欲が薄れて
しまい計画規模そのものが縮⼩したケースや、整備はされたものの移転には⾄らず農地と
しての利⽤がなされていたケースなどが考えられる5。 

 
（３）綾⾥地区港・岩崎の場合 
 次に、復興地の中でも⽐較的規模の⼤きな綾⾥地区港・岩崎集落を事例に、復興地の実
態を⾒ていくこととする。 
 復興地が建設された⼟地は、綾⾥川の左岸⻄側の斜⾯地を切り崩して確保していること
が⾒て取れる。被災前の⼟地利⽤を分析すると、87 筆分にまたがっている。地⽬ごとの内
訳は、宅地 35 筆、畑 31 筆、⼭林 21 筆となっている。⾯積としては畑および⼭林が多い
が、⼀部被災していないと考えられる宅地も、復興地の敷地として提供されていることは
特筆すべきであると考える。 
 港集落の家屋被害は 117 ⼾中 115 ⼾（98.3%）とほぼ壊滅的な被害を受けたのに対し、
岩崎集落の家屋被害は 63 ⼾中 19 名（30.2%）にとどまった。 
 内務省による住宅適地造成事業の計画では港集落と岩崎集落を合わせて 146 ⼾の宅地が
整備される予定であった。しかし、旧⼟地台帳を分析した結果実際に整備されたのは、港
集落 61 筆、岩崎集落 44 筆の計 105 筆と計画規模が縮⼩されていることが確認できる。 
 

 
図２ 被災前の⼟地利⽤と復興地の配置｜当初計画から約３分の２に規模が縮⼩されたこ
とが分かる。資料： 旧⼟地台帳および同付属地図より筆者作成 

                                                       
5 本稿においては、⼟地台帳における地⽬が「宅地」となっているもののみを移転したも
のとして計上した。 



３．東⽇本⼤震災による被害 
（１）復興地と東⽇本⼤震災 
 昭和三陸津波が発⽣した 27 年後の昭和 35 年 5 ⽉ 23 ⽇、遠く南⽶チリ沖で発⽣したマグ
ニチュード 9.5 という観測史上最⼤の地震に伴う津波が三陸沿岸地域を含む⽇本の太平洋
側の地域に押し寄せた。ただし、三陸沿岸地域で⼤きな被害を受けたのは、⼤船渡市や南三
陸町など限られた地域であった。それゆえ、東⽇本⼤震災は、昭和三陸津波後の復興地の安
全性が試されることとなる最初の津波災害として位置づけることが可能である。 
 そこで、前章にて確認した復興地のエリアが、東⽇本⼤震災による津波浸⽔域に含まれて
いるかどうかを確認し、集落ごとに浸⽔を受けた⼾数を復興地全体の住宅⼾数で除して被
害率を算出した6（表１）。 
 
（２）⾕逃げ／⼭逃げ 
 ⼀般に、津波は地形に沿うようにして陸地に浸⽔する。それゆえに、⾼台移転地を選定
する際にも、上空からみて川筋に平⾏に移動するよりは川筋に垂直に移動する⽅が安全性
が⾼いとされる。 
 例えば、図３は釜⽯の唐丹本郷集落の復興地であるが、典型的な⼭逃げのパターンとい
える。上空からみて川筋に対して直⾓⽅向に復興地の位置を定め、⼭を切り崩す形で復興
地を造成しているのが確認できる（図３）。ちなみに、東⽇本⼤震災による被害率は０％
である。 
 

 
図３ ⼭逃げの事例（唐丹本郷集落）｜昭和三陸津波後の復興地が東⽇本⼤震災の被害を免
れそのまま残っていることが確認できる。資料）左：内務⼤⾂官官房都市計画課『昭和三陸
津波に因る被害都町村の復興計画報告書』（1934 年）、右：岡村健太郎撮影 
 

                                                       
6 住宅の敷地が⼀部でも津波の浸⽔区域に含まれている場合は被害を受けたこととした。
なお津波の浸⽔範囲のデータは国⼟交通省-都市局のデータを使⽤した。 



⼀⽅、図４は⼤槌町の⼩枕集落で、典型的な⾕逃げの事例である。昭和三陸津波以前は同
じ⾕筋の海に近いところに宅地があったのが、震災後に上空から⾒て同じ⾕筋の上流側に
復興地を定め移動した。東⽇本⼤震災の被害率は 100％で、復興地全体が津波に飲まれほぼ
すべての住宅が流失した。なお、東⽇本⼤震災後においてはそうした反省を受けてか、⼭逃
げの⽅向に新たな居住地を造成したことが確認できる（図４）。 
 

 
図４ ⾕逃げの事例（⼤槌町⼩枕集落）｜昭和三陸津波後の復興地が⾕に沿って整備され、
それが東⽇本⼤震災により壊滅的な被害を受けたことが確認できる。出典）左：内務⼤⾂官
官房都市計画課『昭和三陸津波に因る被害都町村の復興計画報告書』（1934 年）、右：⽶野
雅之撮影 
 
（３）復興地の類型 
 上記を踏まえ、復興地の規模を X 軸に、東⽇本⼤震災による被災率を Y 軸にプロットし
たものが図５である。なお、⾚⾊が⼭逃げ、⻘⾊が⾕逃げを表している。 
 これを⾒ると、復興地を規模の⼤⼩（50 ⼾以上／50 ⼾未満）と被災の⼤⼩（50％以上／
50％未満）で⼤きく４つに分類することが可能である。 
 規模の⼤⼩にかかわらずいえることは、被害率に極端な差があることである。類型 A と
類型 B を⽐較すると、類型 A は被害率がいずれもほぼ 100％であるのに対し、類型 B はい
ずれも 25％以下で⼤きな開きがある。 

類型 A に含まれる⼭逃げの集落は吉⾥吉⾥、両⽯、⼩本の三集落で、いずれも「既往の
津浪に於ける最⾼浸⽔線以上に位する」という内務省が提⽰した⾼所移転地の選定基準を
満たしていないことが確認できる。⼀⽅、類型 A に含まれる⾕逃げの集落は、嬉⽯・⻑部
でいずれも都市的集積がある場所でありかつ地形的に安全な場所を⾒つけるのが困難な集
落であるといえよう。 
 類型 B に含まれる⼭逃げの集落は港岩崎および唐丹本郷の⼆集落で、いずれも低地が限
られている中で⼤胆に⼭を削って平地を作り出しているといえる。同じく類型 B の⾕逃げ
の⽥ノ浜および⼩⽩浜についても、かなりの⾼台に復興地が選定され、低地と復興地のコン



トラストが⼤きな集落景観を⽣み出していることが指摘できる。ただし、⾕逃げである分、
部分的には津波区域に含まれ被害を受けてしたったといえる。また、広⼤な低地にも東⽇本
⼤震災以前の段階では多くの住宅が⽴ち並んでおり、それらについては東⽇本⼤震災によ
り壊滅的な被害を受けている。 
 類型 C および類型 D について、類型 C が６集落に対し、類型 D が 16 集落と被害の少な
い集落が⼤きく上回っており、復興地を建設したことが津波による被災リスクの低減とい
う観点から⼀定の役割を果たした可能性が伺える。ただし、⾕逃げと⼭逃げについては、分
析的な説明を加えることが難しい。 
 

 
図５ 移転⼾数および東⽇本⼤震災の被害率による類型 
 

表２ 各類型と該当する集落 
類型 規模 被災率 集落 

⾕逃げ ⼭逃げ 
A ⼤ ⾼ 嬉⽯、⻑部 吉⾥吉⾥、両⽯、⼩本 
B ⼤ 低 ⽥ノ浜、⼩⽩浜 港岩崎、唐丹本郷 
C ⼩ ⾼ 前須賀、⼩枕、宿、 坊主⼭、六ヶ浦、下甫嶺 
D ⼩ 低 安渡、惣川、沢村、⽚岸、

⽩浜、細浦、泊、 
⼋⽊、平井賀、島ノ越、花露邊、
吉浜本郷、⽯浜、⽥浜、泊⾥、
唯出 

 



４．景観の四層構造 
 これまで、昭和三陸津波後の復興地を軸に、三陸沿岸集落の形成プロセスについて分析を
⾏ってきた。次に、そうした過去の蓄積として現在の集落景観がどのような構造になってい
るのか、分析していきたいと考える。分析にあたっては、集落景観を⼤地・地⾯・⼟地・建
造物の４つの位相の重なりとしてみていくこととする7。 
 「⼤地」とは地理学的に形成され上部を⽀える部分を、「地⾯」とは⼟⽊的な改変により
整備される部分を、「⼟地」とは地⾯の上で社会的に区画される部分を、そして「建造物」
は⼟地の上に建設される建築やインフラ施設等を指すこととする。 
 上記のように定義すると、三陸沿岸集落の集落景観にとっての「⼤地」とは、沖合にプレ
ート境界を控えることから数⼗年に⼀度程度の頻度で地震および津波を引き起こすと同時
に、県南部であれば典型的なリアス式海岸を形成し、県北部であれば断崖絶壁の海岸を形成
し、三陸沿岸での⽣活全般を規定する前提条件のようなものとして捉えることが可能であ
る。 
 次いで三陸沿岸集落の集落景観にとっての「地⾯」とは、津波被災リスクの⾼い低地、昭
和三陸津波後に整備された復興地、あるいは東⽇本⼤震災後にさらに標⾼の⾼い地区に整
備された平成の復興地等を指し、津波災害ごとに⼟⽊的改変が加えられていく部分として
捉えることが可能である。また、戦後には港湾施設の整備等を通じて海⾯が地⾯へと転化し
ていったことも重要である。 
 そして三陸沿岸地域の集落景観にとっての「⼟地」とは、地形的制約から可住⾯積が限ら
れていることが多く、さらに津波災害後の再分配されることもあり、複雑な社会構造を写し
ている。なかには地主と⼩作⼈、船主と船⼦といった封建的な社会関係が、⼟地所有という
形で垣間⾒えるような集落も存在する。 
 最後の三陸沿岸地域の集落景観にとっての「建造物」とは、地震や津波の影響もあって変
動の激しい「⼤地」「地⾯」「⼟地」の上部にあるがゆえ、当然⼤きく変化する部分である。
住宅に関していえば、津波の影響もあり海に近いエリアには古い住宅は残っていないこと
も多いが、昭和三陸津波の復興地であれば綾⾥地区の港・岩崎集落のようにまとまって気仙
⺠家の系譜を継ぐ古い形式の⺠家が残されていることもある。また海岸沿いには防潮堤や
港湾施設等が時代を追うごとに、あるいは災害ごとに徐々に整備されてきた経緯がある。 
 このようにみると、冒頭に⽰した写真も、そうした４つの位相の重なりを⾒事に表した典
型的な三陸沿岸地域の景観であることに気が付く（図６）。換⾔すれば、三陸沿岸地域の集
落景観のなかには、それぞれの集落が経験してきた津波災害やその後の開発の歴史が⾒事
なまでに刻み込まれているといえよう。 

                                                       
7 ⽇本建築学会建築歴史・意匠委員会都市史⼩委員会のシンポジウム 都市史研究の最前線
「都市と⼤地」シリーズ第 1 回『都市史の基層として⼤地・地⾯・⼟地を考える』にお
ける松⽥法⼦の提案を参照（https://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2014/141212.pdf）。 



 
図６ 三陸沿岸地域の集落景観の構造｜撮影：⼭岸剛 
  



５．アウトリーチ活動 
（１）展覧会 
 前述した通り、本プロジェクトでは、歴史家および写真家による様々な形で三陸沿岸地域
の過去および現在を記録するだけでなく、それらを地域にいかに還元するかという点に重
きを置いている。 
 そこで、本プロジェクトでは、重点的に調査を⾏ってきた綾⾥地区港岩崎集落の復興地内
にある空き家を利⽤した展覧会を開催すると同時に、公⺠館にて住⺠向けの成果報告会を
開催した8。展覧会は、「津波と綾⾥博物館展 歴史・復興・住まい」と題し、2016 年 9 ⽉
12 ⽇（⽉）から 18 ⽇（⽇）の⽇程で開催した（写真）。また、成果発表会は「綾⾥地区研
究報告会」と題し、同集落内にある綾姫ホールにて開催した。 
 展覧会では、同地区が経験した過去の津波災害における浸⽔域を⽰した地図（図７）や、
綾⾥地区の住⺠から収集した過去の集落の姿を記録した写真や動画、津波を免れた住宅の
実測図⾯、写真家によるスチル写真等を展⽰した。また報告会では、これまでの研究成果に
ついて、住⺠向けのプレゼンテーションを⾏った。綾⾥地区の住⺠は、こうした集落の歴史
や⽂化に対する関⼼が⾮常に⾼く、なかには既に集落を離れて別の⾃治体に移住したかた
の参加もみられた。 
 

 
写真３ 「津波と綾⾥博物館展 歴史・復興・住まい」の様⼦｜空き家になっていた⺠家
を所有者の好意によりお借りして会場として設えた。建物そのものも展⽰物の⼀つといえ
よう。撮影：⼭岸剛。 

                                                       
8 展覧会および発表会は、いずれも⽂部科学省科学研究費補助⾦「津波常襲地における 50
年後を⾒据えた津波リスク軽減⽅策とその伝承に関する研究」（代表饗庭伸）と本プロジ
ェクトの⼀環として⾏われた。 



 
図７ 綾⾥地区における津波浸⽔域｜⾚⾊が明治三陸津波、⻘⾊が昭和三陸津波、⻩⾊が東
⽇本⼤震災のそれぞれ浸⽔域を⽰している。資料）東⽇本⼤震災の浸⽔域：国⼟交通省都市
局『東⽇本⼤震災津波被災市街地復興⽀援調査 浸⽔区域』（2012 年）、明治三陸津波・昭和
三陸津波の浸⽔域：内務⼤⾂官房都市計画課『三陸津浪に因る被害町村の復興計畫報告書』
（1934 年） 地図）ゼンリン ZMap-TOWNⅡ 



（２）ワークショップ 
 上記展覧会と同様に、住⺠の⽅々に地域の⽂化や歴史を継承することの重要性や具体的
な継承⽅法を考えてもらうことを⽬的として、⼤槌町にてワークショップを開催した。ワー
クショップのタイトルは「⼤槌町津波アーカイブに向けたワークショップ」で、2016 年 9
⽉ 12 ⽇（⽉）に、歴史地震研究会の協⼒のもとで開催した。 
 

 
写真４ ⼤槌町でのワークショップの様⼦｜⼤槌町が持つ資源をどのようにアーカイブ化
し活かしていくかということが様々な⾓度から検討された。撮影：⽳⽔宏明 
 
 ワークショップでは、地域の⽂化や歴史の継承といった問題に関⼼のある地域住⺠と歴
史地震の研究者で構成される歴史地震研究会の会員と協同し、地域に津波災害を記録し継
承するアーカイブを設置するとしたらどのような形がありうるのかということを検討する
ことを⽬的とした。そして、なぜ、なにを、どこで、だれが、どのようにアーカイブするか、
グループに分かれて議論してもらうこととした。 
 ただし、当然研究会の会員のなかには⼤槌町を初めて訪問する⽅も多いため、まず⼤槌町
の佐々⽊健⽒より⼤槌町が持つ豊かな⾃然資源および⽂化資源について、解説していただ
いた。そのうえで、アーカイブするものを具体的にイメージしていただくために、これまで
に震災後の⼤槌町で様々な取り組みをしてきた以下の研究グループ等による成果物を会場
に展⽰し、簡単にプレゼンテーションしていただいた。 
 
・『失われた街』模型復元プロジェクト（磯村和樹（神⼾⼤学槻橋修研究室）） 
・被災地の写真（⼭岸剛（フリーランス）） 



・吉⾥吉⾥語辞典プロジェクト他（浅川達⼈教授（明治学院⼤学社会学部社会学科） 
・⼤槌町の写真（淺川敏（ZOOM）） 
・吉⾥吉⾥模型他（岡村健太郎（東京⼤学⽣産技術研究所）） 
 
 さらに、ワークショップの議論の枠組みや基本的な考え⽅、事例を紹介していただくべく、
⼆⼈の講師にショートレクチャーをお願いした。⼀⼈は、⼤船渡市の綾⾥地区の復興まちづ
くりに携わる都市計画家の饗庭伸⽒（⾸都⼤学東京・准教授）である。そして、もう⼀⼈は、
震災前から三陸を含め⽇本各地で災害伝承の研究に取り組み、また気仙沼市にあるリアス・
アーク美術館に勤務していた経験もある⺠俗学者の川島秀⼀⽒（東北⼤学・教授）である。 
 そして、7 つのグループに分かれ、各グループに議論を整理するコーディネータを置くと
いう形式でワークショップが進められた。⼤槌町からの参加者は 10 名程度と、歴史地震研
究会からの参加者と⽐べて少なかった。それでも、各グループに最低 1 名は⼤槌町の住⺠
の⽅に参加していただくことができたため、震災後の町の様⼦や復興の現状など基礎的な
情報について住⺠の⽅から直接説明を受けながら議論を進めることができた。当然初対⾯
の⼈も多いなか、各グループで活発な議論が展開された。 
 
（３）映像制作 
 上記展覧会およびワークショップは⾮常に好評を博し、実りの多いものではあったが、⼀
⽅で課題も⾒つかった。それは、地域の若い世代の参加が少ないということである。そもそ
も地域で⽣活する若い世代が少ない上、当然仕事があるため、なかなかこうしたイベントに
参加することは難しい。しかし、集落の将来を担っていく若い世代にアプローチすることは
⾮常に重要であると考えた。 
 そこで、⼤槌町内に複数⽴地するコンビニの店頭において、本プロジェクトの成果物を展
⽰することや、三陸鉄道と協⼒して鉄道を利⽤する中⾼⽣向けに鉄道から⾒える⾵景を歴
史的に解説するようなイベントの開催を検討した。それぞれコンビニのオーナーや鉄道会
社への提案を⾏ったが、残念ながら様々な事情もあり実現には⾄らなかった。 
 そこで、地域の若い⼈や、外部からの観光客も含めて地域の歴史や⽂化の魅⼒をアピール
できるような、綾⾥地区の動画「津波と綾⾥」を制作し、YouTube にて公開することとし
た。動画作成にあたっては、ドローンによる空撮映像や、地元住⺠による歌、写真家による
スチル写真等を 
組み合わせて６分弱の動画を制作し、YouTube にて公開した9。また、地域の⾼齢者でイン
ターネット接続がないため YouTube をみることができない⼈向けに、動画を DVD に焼き
配布した。 
 

                                                       
9 https://www.youtube.com/watch?v=GuU58R1ibOk&t=189s 



 

 
図８ 動画「津波と綾⾥」｜綾⾥地区に残る様々な景観や歴史を動画としてまとめた。 
 
（４）今後の展開 
 本報告書の冒頭にて「プロジェクトの成果物を地域に還元することを通して地域の⽂化
や歴史の重要性をアピールするのみならず、それらを住⺠⾃らの⼿で保管・管理・更新して
いくような仕組みづくりにも寄与」したいと述べた。ところが、前節にて述べた通り、展⽰
や発表、YouTube での動画の公開など、我々からの⼀⽅通⾏の情報提供にとどまっている。 
 ところが、⼤槌町にて⼤槌町⽂化交流センター：おしゃちおよび同町の吉⾥吉⾥地区公⺠
館がオープンしたことに伴い、本プロジェクトの成果を提供し両施設にて展⽰・活⽤しても
らう⽅向で検討を進めている。本プロジェクト期間終了後ではあるが、住⺠⾃らの⼿で歴史
や⽂化を継承していく仕組みづくりに協⼒したいと考えている。 
 
 
  



６．集落景観の知 
 これまで、歴史家と写真家の協同による本プロジェクトの内容を説明してきた。最後に、
本プロジェクトが⾒出した社会にとっての新たな価値が何かということについて⾔及した
い。 
 端的に⾔ってそれは、「集落景観の知」であると考える。 
 第４章において論じたように、三陸沿岸地域の集落景観には、様々な位相において集落の
歴史が刻み込まれている。そうしたことはけっして三陸沿岸地域に限らないことなのかも
しれないが、数⼗年ごとに津波災害を経験してきたという特殊な地域のコンテキストもあ
って、三陸沿岸地域の場合特に顕著に表れているといえよう。 
 それゆえに、津波災害の後にどのようにふるまえばよいのかということを考える際には、
そうした「集落景観の知」から学ぶところが⼤きいはずである。しかし、東⽇本⼤震災後の
復興プロセスを⾒る限り、⾕は埋められ⼭は削られというように、⽂字通り集落景観が本来
持っていたはずの知はかき乱されて⾒えにくくなっている。 
 ただし、本稿において詳しく分析してきたように、「集落景観の知」を正確に読み取った
復興地は、未曾有の災害である東⽇本⼤震災をも乗り越えている。そこには、「⽣命の安全」
「⽣活の安定」「⽣業の営み」の⼤きく３つの知が包含されていると考える。 
 「⽣命の安全」に関する知とは、その⾔葉通り、災害があっても⽣命に危険が及ぶことが
ないような場所がどこであるかということである。三陸沿岸地域には、過去の津波の遡上範
囲を⽰す碑が数多く残されている。しかし、それらのなかには、その後の開発の過程で破壊
される、あるいは動かされてしまったものも少なくない。⼀⽅、昭和三陸津波の復興地は、
政府の基準に則っているとしたら、過去の浸⽔域よりも標⾼の⾼い場所に位置しているは
ずである。ところが、本稿でみたように必ずしも政府の基準に則ったものばかりではない。
それゆえ、東⽇本⼤震災による被害の有無を踏まえたうえで、その⼟地の津波被災リスクに
関する情報を読み解き、継承していく必要がある。⽣命の安全に関する知は、その場所に住
む⼈にとってのみ重要なわけではない。例えば本稿でも詳しく扱った綾⾥地区の港・岩崎集
落では他集落と⽐較しても東⽇本⼤震災による⼈的被害が少なかったとされうが、それは
避難先としての復興地の安全性が担保されていたがゆえに、皆がそこに向かって逃げたと
いうことも考えられよう。 
 次に「⽣活の安定」に関する知について述べる。例えば、昭和三陸津波後に復興地が整備
されたとしても、その場所が不便であればたちまち住⺠は元の居住地に戻ってしまうであ
ろう。例えば、復興地の場所の選定にあたり、過去の津波浸⽔域以外に、政府は「いの取得
容易なること」という条件を挙げている。これは⾼台に⾏けばいくほど、特に本稿でいう⼭
逃げの場合は⾕から離れることになるため⽔の確保が重要になる。実際に、本稿で⾒た綾⾥
集落では昭和三陸津波後に整備された簡易⽔道の映像が残っている。あるいは、本稿の分類
でいう類型 A もしくは類型 B に該当するような⽐較的規模の⼤きな復興地では、消防や警
察の屯所、役場、産業組合の作業場、商店、病院など、半公共的な施設が宅地とセットで整



備されている。このように住宅のみではなく、⽣活を安定的に⽀える各種施設と⼀緒に整備
するということが、安定的な⽣活を送るうえでも⾮常に重要なポイントであるといえよう。 
 最後に「⽣業の営み」に関する知である。復興地はどこでも場所が狭かったため、隣接す
る住家が迫っており、漁業であれば加⼯等の作業をするに⼗分なスペースを確保すること
は難しい。そこで海際の低地に作業⼩屋や番屋、復興地には住宅というように、結果的に⼀
種の職住分離がなされたといってよい。ところが、集落のなかには職住分離の職と住の場所
が遠く、すぐに低地に戻って住宅を建ててしまったというようなエピソードは、枚挙にいと
まがない。あるいは、70 年代以前における三陸沿岸地域にとって漁業以外で重要な産業で
あったのが林業であるが、化⽯燃料が使⽤されるようになってからは、だれも森に⼊らなく
なり、森林が荒れたと⾔われる。近年はそうした資源としての森林の価値を⾒直す動きもみ
られるほか、森林整備が養殖業にとっても有益であるともされる。さらには、海と⼭が近接
しており、そこに災害を乗り越えてきた居住地が組み込まれた美しい景観は、観光資源にも
なりうる価値を有している場合もある。⼈⼝が減少し、これまで主要な産業であった漁業が
衰退するなかで、いかに⽣業を営んでいくかということのヒントも、実は集落景観のなかか
ら読み解くことも可能であると考える。 
 

 
写真５ 明⼾集落の防潮堤｜中央にみえる新しい防潮堤の⼿前に東⽇本⼤震災によって破
壊された古い防潮堤が遺構として保全されている。 撮影：⼭岸剛 



 ただし、これらの集落景観の知というのは、そこに住む⼈にとってはあまりに当たり前す
ぎて、実は発⾒しにくいものである。そこで、その価値を⾒出し、あるいは映像や写真を通
じてそれを未来に継承していくためのサポートをしていくというのが、三陸沿岸地域にと
ってのよそ者たる我々に課された役割なのかもしれない。 

本プロジェクトはすでに終了したが、被災地の復興はまだ道半ばであり、まして歴史や⽂
化の継承はこれからの課題である。今後も本プロジェクトの成果を未来に繋げていくため
の⽅策を考えていきたい。 
 
 
 
謝辞 
本プロジェクトの実施にあたっては、被災地の住⺠の皆様にご協⼒いただいた。特に⼤槌町
および⼤船渡利三陸町綾⾥地区の皆様には、インタビューや実測等において⼤変お世話に
なった。記して謝意を表する。また、本稿第三章における地図データの分析については、東
⼤ CSIS 共同研究 No.800 の成果の⼀部である。 


