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要旨 

2011 年 3月 11日に発生した東日本大震災から、もうすぐ12年が経とうとしてい

る。震災が起きた2011 年から、本研究制作に着手した2022 年までの11年以上の歳

月の中で、全国的に、徐々に震災の教訓や記憶の風化が進んでいることが、大きな問

題として挙げられている。同時に、震災によって深刻な被害を受けた土地・人々に対

する、「被災地・被災者」というマイナス的なイメージが、11年以上が経っても無

くならないという現状がある。筆者は、震災で被害を受けた土地や人々が、マイナス

的なイメージを持たれ続けることへの違和感を強く感じた。 

本研究制作は、「半当事者」という独自の表現を使用している。明らかに被災をし

た人でさえも、当事者だと語ることが出来ない現状がある中で、震災の津波などによ

る、甚大な被害を経験していない大多数の人々は、自分自身で勝手に、自分と当事者

を切り分けて考えてしまう感覚がある。このことから、そのような人々を「半当事

者」と表現することで、想像上の、自分より強く被災した他者への過剰な気遣いから

解放され、改めて震災と向き合いやすくなるのではないかと考えた。 

本研究制作は、東日本大震災の被災地である「岩手県陸前高田市」が作品制作のフ

ィールドである。筆者自身が半当事者の一人として陸前高田に出向き、その土地の人

として暮らしに溶け込む体験を記録し、その記録を用いた作品を制作することにし

た。まず初めに、「高田民泊」に参加した。そこで宿泊させて頂いた方のご協力の

元、徐々にコミュニティの輪を広げていった。陸前高田には8月から10月にかけて

何度も通い、その土地で暮らす方々と一緒の時間を過ごさせて頂いた。時には、りん

ごの収穫のお手伝いや牡蠣養殖の船への乗船させて頂くなど、様々な体験をさせて頂

いた。これらの経験を、フィルムカメラ・デジタルカメラで記録し、その記録と、筆

者の記憶を用いて、最終的にインスタレーション作品を制作した。 

インスタレーション作品は、陸前高田で出会った人々の温かさや、その場の空気感

が伝わるように、フィルム写真を中心に用いて制作を行った。研究前、筆者が陸前高

田に対して抱いていた悲しいイメージが、陸前高田で過ごした日々と共に、徐々に前

向きなイメージへの塗り替えられていく様を、レイヤーを使って表現した。作品を鑑

賞した人が、その場で陸前高田を感じ、その体験を通して、被災地や震災に向き合っ

てもらうきっかけになり、被災地へのマイナス的なイメージが払拭することが出来て

いたら嬉しい。そして、震災の記憶や教訓の伝承者となって子孫へと語り継ぎ、いつ

か起こるかもしれない大地震で、また同じような悲劇が起きないための備えを、過去

から未来へと繋いでいってほしいと思う。 
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第 1章 はじめに 

1.1 研究制作の背景 

1.1.1 研究制作のきっかけ 

本研究制作のきっかけは、筆者自身が小学5年生の時に書いた、「自分が経験した

東日本大震災の体験」の内容が書かれた作文を、実家で父に見せられたことからだっ

た(図 1)。 

筆者の地元は、岩手県の内陸地域にある奥州市というまちである。東日本大震災が

発生した2011 年 3月 11日、筆者は小学4年生だった。岩手県山田町という沿岸地域

に親戚の叔父が住んでいた為、震災から約 1ヶ月後の2011 年 4月 7日に、その叔父

の元へ支援物資を届けに行く機会があった。実際に津波によって甚大な被害を受けた

地域の様子を車から窓越しに見た。山田町からの帰路で、家族で一番よく遊びに行っ

ていた、「岩手県陸前高田市」を通った。そこにあるはずの見慣れた風景は、跡形も

なくなっていた。あちらこちらにある大きい瓦礫の山や、海にあるはずの船が建物の

屋根の上に乗っかっている状況など、言葉では言い表せない光景を見たときの衝撃と

ショックは、今でも鮮明に覚えている。2022 年になって、実家で見せられた作文に

は、その時の体験や気持ちが、小学5年生の言葉ながらに一生懸命に綴られていた。

正直に言うと、筆者はその作文を書いたことを忘れていた。だが、何回も繰り返し読

んでいくうちに当時の状況が思い出され、小学生だった自分が、どのような想いでこ

の作文を書いたのかがよく伝わってきた。 

また、震災当時、同じ岩手県内の沿岸地域が津波で甚大な被害を受け、毎日のよう

に被災地や避難所で生活する人々の様子がテレビで放送されていた中で、ボランティ

アなどに参加するなど、被災地の復興に関わる行動を起こせなかった自分に対して、

この11年間モヤモとヤとした後悔の感情を抱いていた。このことから、22歳になった

筆者がこの作文を起点にして、もう一度「東日本大震災」と向き合うことで、今の筆

者の立場でどのように東日本大震災と関わり、どのように自分なりのアプローチがで

きるかを研究制作で試してみたいと考えた。本研究制作は、東日本大震災から11年が

経った、2022年春から冬にかけて実施した。 

 

1.1.2 東日本大震災について 

2011年3月11日14時46分18.1秒。三陸沖、宮城県牡鹿半島の東南東130kmの付近、深

さ約24kmを震源とするマグニチュード9.0の日本国内観測史上最大規模の地震が発

生。最大では、宮城県北部で震度7を観測するなど、日本各地で大きい揺れが観測さ

れた。この地震は「東北地方太平洋沖地震」と名称されている。 

そして、この地震による地殻変動に伴い巨大な津波が発生。津波は、岩手県・宮城

県・福島県の東北太平洋沿岸部を中心とした各地を襲い、福島第一原子力発電所にお

ける事故等を引き起こし、日本に未曾有の被害を及ぼした。後に政府は、この地震に
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よる災害の総称を『東日本大震災』(以下、震災と表記)とした。また、東日本大震災

は人的被害を多く出した。警察庁が2022年3月10日に出した東日本大震災の被害状況

の発表(1)によると、災害関連死を除いて死者1万5900人・行方不明者2523人となって

おり、まだ発見されていない人も数多くいる。 

 

 

図１:筆者が小学5年生で書いた作文 

タイトル「記おくをのみこんた(だ)津波と思い出」 
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1.1.3 「被災地」「被災者」という表現への違和感について 

東日本大震災によって、津波や原発事故などで大きな被害を受けた地域や人々は、

震災直後から「被災地」「被災者」と表現され、あらゆるニュースで取り上げられ

た。東日本大震災から11年以上が経った2022 年現在でも、ニュースや新聞などのメ

ディアで、甚大な被害があった地域のことが取り上げられる際は、「被災地」「被災

者」という言葉で多く表現されている。「被災地」「被災者」という単語は、津波や

原発事故によって甚大な被害を受けた地域と、切っても切り離せない言葉になってい

る。筆者自身も岩手県内陸出身であることから、初対面の人に「岩手県出身です。」

と自己紹介をすると、必ずと言って良いほど東日本大震災の被害について聞かれる。

この経験から、11年以上が経っても岩手県は東日本大震災や被災のイメージが強い

ことが分かる。 

しかし、実際に「被災地」と呼ばれる地域に行ってみると、津波被害のあった地域

はかさ上げ工事がほとんど終了し、工事が終了した場所には新しいお店が建設されて

いたり、高台に新しい住宅が立ち並んでいたり、まちの中心部には商業施設や公園が

建設されているなど、その土地に住む人々は新しい暮らしを営んでいることが分か

る。これらのことから、被災地・被災者が新しい暮らしを営み、築き始めているのに

もかかわらず、震災当時の津波被害のイメージが強い影響によって、この先も「被災

地」「被災者」というマイナス的な暗いイメージを持たれ続けるかもしれないという

現状に強い違和感を感じた。 

 

1.1.4 東日本大震災の教訓や記憶が風化されはじめているという問題 

 東日本大震災から11年以上が経ち、全国的に見ると徐々に、震災の教訓や記憶の

風化が進んでいることが問題としてあげられる。NHK放送文化研究所は、2020 年に全

国と被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の16歳以上を対象に「世論調査にみる震災

10年の人々の意識」のアンケート調査を実施した(2)。図 2 は、そのアンケートの中で

「震災の記憶や教訓が風化してきているかどうか」についての結果をグラフに表した

ものである。 

図 2 を見ると、震災の記憶や教訓が風化してきていると、[大いに感じている・あ

る程度感じている]と回答した人は、全国で80%、被災3県で 78%となっており、多く

の人が震災に対する関心が薄れてきていると考えていることが分かる。震災の風化が

これから益々進んでいくと、東日本大震災で学んだ「命を守るための教訓」が忘れら

れてしまう。そうすると、またいつか東日本大震災のような災害やそれ以上に大きい

災害が起きた時に、同じような悲劇を繰り返してしまう可能性がある。東日本大震災

の教訓を後世に伝え、風化をさせないということは、自分たちの子孫を守ることにつ

ながっていくと考える。 
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図 2:「震災の記憶や教訓が風化してきていると感じるか」に対する回答の集計結果 

 

また、三陸地方（岩手県・宮城県の沿岸地域）では、過去に何度も津波が襲来して

いる記録がある。特に1896年(明治 29年)の明治三陸地震や、1933 年(昭和8年)の

昭和三陸地震では、多くの死者・行方不明者を出している。このような大きい津波

が、過去に何度も襲来していたのにも関わらず、東日本大震災で多くの犠牲者を出し

てしまったのは、過去の津波を知っていからこその、「逃げ遅れ」も大きな要因だと

いわれている。特に高齢者の人々は、過去に襲来した津波のことを知っているため、

「過去にここまで津波が来たことがないから、今回も大丈夫だろう。」と思い込み、

逃げ遅れた人もいる。これは、明治三陸地震や昭和三陸地震での津波襲来の過去と、

そこで学んだ教訓が、風化されてしまったことによって起こった悲劇だと言える。 

 

1.1.5 本研究制作における「半当事者」という表現について 

この項では、本研究制作のタイトルにある「半当事者」という表現について詳しく

述べる。半当事者とは、東日本大震災について見聞きしたことがあったり、被災地や

被災者に対して心を寄せた経験が少しでもある、全ての人々のことを表している。 

筆者は、本研究制作に取り組む以前、「岩手県の内陸地域に住む自分は、地震によ

る揺れの被害はあったが、沿岸部で津波の被害を受けた人に比べたら、被災者でも何

でもない、ただの「部外者」である。」と考えていた。おそらく、筆者よりもさらに

被災地と離れた土地で生きる人々や、震災を知らない人々は、筆者以上に自分を部外

者だと考えている人が多いのではないかと推察できる。 
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本研究制作をする上で参考にした書籍『コミュニティ・アーカイブをつくろう！』

(佐藤・甲斐・北野,2018,p146-147)(3)では、〈「誰しもが『想像上の自分より強く被

災した他者』への配慮」から、「被災者」として語ることを躊躇っている。〉とあ

る。また、続けて、〈自分に関わりがあるのにも関わらず、自分は当事者ではないと

切り分ける感覚は、あらゆる場所で作動している。この感覚が継承されるとき、人は

忘れてしまうのではないだろうか。〉と述べられている。このことから、筆者を含

め、私たちは自分自身で勝手に、自分は当事者では無いと分類してしまう傾向がある

と考える。また、本研究制作において、当事者ではないと感じている人の事を「部外

者」などと表現する事は、より震災の被災者と私たちを乖離させることに繋がる。明

らかに被災をしたと思われる人さえも、被災者と語れない現状がある中で、大多数の

人々が、自分自身と当事者を切り分けてしまう感覚を持ってしまうと、震災の記憶や

教訓が忘れさられ、また同じ悲劇を繰り返してしまうのでは無いだろうか。 

だからこそ、当事者では無いと考えている多数派の人々を「半当事者」と表現する

ことは、想像上の自分より強く被災した他者への過剰な気遣いから解放され、被災地

や被災者と関わりやすくなったり、震災と向き合いやすくなると考えている。そし

て、半当事者という表現は、被災地や震災に対して少しでもモヤモヤとする気持ち

や、気に掛ける想いを抱えている人々にとって、どこかで安心材料的な役割を担うの

では無いかと推察する。 

 

1.1.6 「半当事者」から「当事者」に近づこうとする行為の重要性 

本研究制作を進める中で、東日本大震災をテーマにした映画「二重のまち/交代地の

うたを編む」(4)(小森はるか・瀬尾夏美,2018)を鑑賞した。この映画は、震災当時はま

だ子供だった、4人の男女が全国から陸前高田に集まり、4人それぞれが陸前高田の風

景の中に身を置き、人々と対話を重ねていく。それらの経験の最後に、瀬尾夏美1が綴

った「二重のまち」を、陸前高田の人々の前で朗読するという物語になっている。最

初は、震災の当事者性が低いと感じていた 4 人だったが、人々と対話を重ねていく中

で、震災前の人々の面影や、震災後の人々の生活の営み、被災した方々の想いなどを、

自ら掴もうする姿がリアルに映し出されている。4 人が、徐々に高田の風景に溶け込

み、今度は自らが伝承者となっていく姿は、まさに「半当事者」が「当事者」に近づ

いている様であった。 

この作品から、本研究制作において「半当事者側」から「当事者側」へ歩み寄り、

関わりを持とうとする行為自体が、震災の記憶が風化されている問題がある中で、と

ても重要な行為であると考えている。今後、更に風化が進むと考えられることから、

当事者が半当事者に記憶の伝承をお願いするのではなく、半当事者が当事者に歩みよ

 
1 瀬尾夏美（せおなつみ、1988年東京都生まれ）は、宮城県在住のアーティスト。東京藝術

大学大学院美術研究科絵画専攻修了。土地の人びとのことばと風景の記録を考えなが

ら、絵や文章をつくっている。[Tokyo Art Research Lab,2021] 
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ることが、記憶や教訓を伝承していく上で大事なことではないだろうか。そして、本

研究制作は、半当事者が当事者に歩み寄るきっかけを作るという役割を担っているの

ではないだろうか。 

 

1.1.7 半当事者のグラデーションについて 

1.1.5より、半当事者が感じている「半当事者性」は、人によって様々であると考

える。それを、分かりやすく表したのが、図 3 である。白色から青色のグラデーショ

ンを使って表した横軸の矢印は、半当事者が、自在に移動することが出来る世界であ

る。半当事者の世界の中で、所持する半当事者性の強弱によって、それぞれの立ち位

置が変化していく。「薄」になるにつれて半当事者性が低くなり、「濃」になるにつ

れて半当事者性が高くなることを表している。その人の半当事者性の持ち具合によっ

て、半当事者のグラデーションの中にいる人々は、「薄〜濃」で移動を行う。筆者

は、半当事者のグラデーションの中には、はっきりとした境界線が無く、誰がどの場

所に移動しても良いと考える。 

 

 
図 3:半当事者が持つ、半当事者性のグラデーションを表した図 

 

1.1.8 本研究制作における筆者の役割と、考察 

1.1.5より、半当事者の多くは、想像上の自分より強く被災した他者への過剰な気

遣いから、自ら当事者へ近づくことを躊躇っているのではないかと考える。また、そ

の躊躇いから、当事者へと歩みよる「一歩を踏み出すきっかけ」が無いのではないだ

ろうか。筆者自身も、岩手県に住んでいた時、震災のことについて気軽に話して良い

のか分からない、変な空気感を感じていた。それは、「もしかしたらこの人は、震災

で被災をした人かもしれない。ここは震災の話をするのは避けておこう。」というよ

うな、過剰な気遣いからきている躊躇いだったと感じる。 

筆者と同じように、当事者に歩み寄る一歩を踏み出せないでいるというような人々

に対して、筆者自身が半当事者として、どのように半当事者性が変化していくのか、

その過程などを記録し、作品として表現する。そうすることで、本研究制作を通し
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て、まだ一歩を踏み出せていない半当事者の人々に、震災と向き合う、一歩を踏み出

すきっかけを与えることが出来れば良いと考えている。 

また、半当事者の半当事者性がより濃くなっていった場合、その人は東日本大震災

を後世へとつなぐための伝承者の一人となり、震災の風化を留める存在になるのでは

ないだろうかと考察している。震災が風化されつつある今、一人でも多く、当事者の

一番近い存在となる半当事者を増やすことは、震災における教訓を伝承していく上

で、とても重要なことであると考える。 

 

1.2 研究制作の概要 

1.2.1  研究制作の対象地域と、選択理由 

 本研究制作は、岩手県「陸前高田市」を作品制作におけるフィールドとし、陸前高

田市を舞台にした作品を制作する。陸前高田とは、1.1.1 で紹介した作文の中に登場

するまちである。陸前高田は、東日本大震災によって津波で甚大な被害を受け、震災

直後は、市のほとんどが壊滅状態となった。図 1 の文中にもあった通り、筆者にとっ

て陸前高田は、震災前に毎年家族で潮干狩りや海水浴に行ったりしていた、とても思

い入れのあるまちである。震災後も何度も陸前高田の海へ遊びに行き、震災後から本

研究を行った2022 年までの11年間、復興が進むまちの変化の様子を陰ながら見てき

た。陸前高田のまちが、年々変化していく様子を見ていたからこそ、本研究制作で陸

前高田市をテーマにすることで、自分らしい作品が作れるのではないだろうかと考

え、陸前高田市を対象地とした。 

 

1.2.2 研究制作の方法 

1.1 より、半当事者に半当事者性をより強く持ってもらうための“きっかけ作り”

が必要である。このことから、本研究制作では、筆者自身が半当事者という立場で、

東日本大震災の被災地である陸前高田に滞在し、その土地で暮らしを営む人々と繋が

りを作る。その繋がりの中で見えてくる、海と人々との関わり方や、震災から11年

以上が経った人々の日々の暮らしの様子、筆者と現地の人々との関係性などを記録し

ていく。その体験の記録を用いて、最終的にインスタレーション作品を制作する。 

 

1.2.3 研究制作の目的 

 本研究制作の目的は、半当事者が当事者に歩み寄り、関わろうとする行為を引き出

すきっかけをつくることである。また、このきっかけを作ることで、震災の記憶や教

訓を後世へ繋いでいくための、橋渡しになれば良いと考えている。半当事者が当事者

に歩み寄るという行為の例として、陸前高田のことを知らなかった人が作品を見たこ

とで、インターネットで陸前高田と調べたり、陸前高田に行ってみたいと思ってもら

えたり、陸前高田のふるさと納税を取り寄せてみたり…と、些細な出来事も、半当事

者が震災と向き合う、一つのきっかけである。このように、陸前高田や震災について
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知ってもらう・思い出してもらう・分かってもらおうとする過程や行為自体が、震災

を風化させずに、教訓を伝承していく媒体となる。 

そのために、今まで被災地・被災者と呼ばれる方々と関わりがなかった、震災当事

者ではない、半当事者の筆者が、高田で新しい繋がりを築き、高田の人々と過ごした

日々を等身大の姿で作品として表現する。同じ半当事者という立場の人間が、半当事

者という軸の中でも、被災地・被災者との関わりの中で半当事者性が変化していく様

子を表現することで、作品を鑑賞した半当事者が、震災と向き合い、当事者に歩み寄

りたくなるきっかけになると考える。また、本作品では、筆者が体験した高田での暮

らしの記録をリアルに伝えることで、陸前高田の被災地・被災者というマイナス的な

イメージの払拭も図りたいと考えている。 

筆者自身は、震災・陸前高田・そこで暮らす人々と、半当事者の接点を作る「仲介

者」の様な役割を担っている。仲介者として、作品で両者の接点を作るための場・作

品づくりを行う。 

 

1.2.4 研究制作の全体の流れ 

作品を制作する上で、研究制作全体の大まかな流れを下記に記述する。 

[1]下見調査 

・5月1日・5月5日の二日間で、陸前高田の現在を広く見て回った。 

↓ 

[2]インターネット調査・震災関連作品,取り組みなどの調査 

・6月〜7月は現地に直接いく個音ができなかった為、インターネットなどを使用して、

事例調査や、震災に向き合うアーティスト、作品などの先行事例を調査した。 

↓ 

[3]陸前高田でのフィールドワーク 

・8月〜10月は、主に現地での滞在に力を入れた。高田の人々と繋がりを持ち、その輪

を広げていった。 

↓ 

[4]震災に関連する施設などに現地調査 

・[3]と同時並行で、5月〜10月にかけて、震災関連の施設や作品の現地調査を行った。 

↓ 

[5]作品制作 

・11月は[1]-[4]を元に、最適な作品像を考え、制作を行った。 

↓ 

[6]完成 
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第 2章 陸前高田市について 

第 2章では、本研究制作におけるフィールドになる陸前高田市について、陸前高田

市の概要や東日本大震災における被害状況、その復興状況などについて詳しく記述し

ていく。 

 

2.1 陸前高田市の概要  

陸前高田市(以下、陸前高田と表記)は、岩手県南東端の太平洋に面する市(図 4)。

人口は約 1万 8000 人(令和 4年10月 31日現在)である。高田町・矢作町・横田町・

竹駒町・気仙町・米崎町・小友町、広田町・の8つの町で構成されている。 

主に農業・林業・漁業を中心とした、第一次産業が中心に行われていることから、

海の幸から山の幸まで、様々な食材が豊富に採れる。特に、太平洋に面した、三陸リ

アス式海岸を有する海では、養殖業と定置網漁が盛んに行われ、牡蠣や帆立・ワカメ

をはじめとする様々な海産物が豊富に獲れる。また、養殖が盛んに行われている広田

湾では、「いしかげ貝」と呼ばれる高級二枚貝が獲れ、これは、東京の市場にて高値

で取引されている。また、陸前高田は岩手県の中でも雪が少なく、比較的温暖な気候

であることから、「米崎りんご」やブランド米「たかたのゆめ」をはじめとする農産

物も豊富に採れる。特に米崎りんごは、陸前高田の特産品として、スーパーや道の駅

での販売はもちろん、ふるさと納税の返礼品としても取り扱われているなど、陸前高

田を代表する食材である。最近では、新しい産業として、健康食品である「ピーカン

ナッツ」の試験栽培をスタートし、ピーカンナッツが東日本大震災からの復興を後押

しする新たな特産品として期待されている。このように、陸前高田は、食材の宝庫で

あることが分かる。 

そして、陸前高田は、2011 年 3月 11日の東日本大震災で、津波によって甚大な被

害を受けた。それ以来、復興に向けたまちづくりに力を入れ、2011 年から 2022 年の

11年間で、大きく変化を遂げながら、新しいまちの整備が行われている。また、東

日本大震災の被害を伝え、次の世代へ震災の教訓を繋いでいくための震災遺構とし

て、津波被害を受けた建物を見学できるように整備をしたり、震災当時の被害状況や

避難・救助の記録などを知る事ができる、津波伝承館が建設されるなど、記録をする

だけではなく、様々な人々に伝えていくための取り組みが積極的に行われている。 
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図 4: 岩手県陸前高田市の位置 

 

2.2 陸前高田市の東日本大震災の被害状況 

 陸前高田市の東日本大震災の被害状況についてである。3月 11日に発生した地震

で、陸前高田の震度は 6弱だった。陸前高田は、地震の被害は少なかったが、その地

震の影響によって発生した津波が、陸前高田の被害を大きくさせた。津波による犠牲

者は、2013 年時点で死者1,597人・行方不明者216人に上っている。 

図5は、平成 26年 7月に陸前高田市によって作成された「陸前高田市東日本大地

震検証報告書」の13pから引用した棒グラフである。(3)この棒グラフは、被災が集中

した3県(岩手県・宮城県・福島県)の、海岸線を持つ 37市町村ごとの死者・行方不

明者を現したものである。この棒グラフより、最も死者・行方不明者が多い宮城県石

巻市の3,712 人についで、陸前高田は1,771 人と、2番目に死者・行方不明者が多い

ことが分かる。 

陸前高田に到達した津波の高さは、大野湾で16.6m、広田湾で18.3m、広田湾外洋

で15.2mと記録されている。このような巨大な津波が陸前高田を襲ったのは、三陸地

方に特徴的なリアス式海岸が原因である。陸前高田の広田湾・大野湾は V 字に入り組

んでおり、その湾に津波の力が集中し、局地的に力が集中したことによって、予想以

上の大津波が襲った。震災前はおよそ8,000 の世帯があった陸前高田だが、この津波

による被災世帯は全体の半数以上に達し、そのほとんどが全壊した。市庁舎や公民

館・図書館など、街の中心部にあった公共施設も大きな被害を受けるなど、陸前高田

は元の町が、どこにあるのか分からなくなってしまうほどの壊滅状態だった。 

 このように、東日本大震災は陸前高田にとって大きな損害を与えた。 
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図5:市町村別犠牲者数 

 

2.3 今までの復興の歩みと、2022 年現在の陸前高田市の様子 

2011年3月11日の東日本大震災で甚大な被害を受けた陸前高田は、震災以降、「災

害に強い安全なまちづくり」を目標に掲げ、復興に向けたまちづくりが取り組まれて

きた。震災発生から2022年現在まで、まちの中は工事車両が行き交い、まちの至ると

ころで復興工事が進められた。 

震災以前、長さ約2km・高さ5.5mの防潮堤があったが、巨大な津波によって破壊さ

れてしまったことから、新しい大きな防潮堤の建設と併せて、市の中心部を海抜10メ

ートルにすべく、大規模なかさ上げ工事が10年かけて行われた。筆者もこの10年間の

うち、何度も陸前高田を訪れる機会があったが、訪れるたびに変化する景色が印象的

だった。震災直後、商業施設の仮設店舗や仮設住宅などが多く見られたが、ここ数年

でどんどん工事が進み、今は仮設をほとんど見かけなくなった。11年で街は大きな変

化をとげ、新しいまちが形成されたが、これからも変化をし、今ある景色も当たり前

のものではなくなってしまうのだろう。 

そして、現在では、かさ上げ工事が終了し、震災以前よりも高い12.5m・全長2kmの

防潮堤が完成している。また、街の中心部には「アバッセたかた」と呼ばれるスーパ

ーや図書館・カフェなどが集約された商業施設が建設され、アバッセたかたの周りに

も新しい商店街が建設されるなど(図6)、少しずつ街に賑わいと活気が戻ってきてい
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ると感じる。また、図7は令和元年にオープンした「道の駅 高田松原」である。震災

以前は、海岸線沿いに約7万本の松が生い茂り、綺麗な砂浜が2kmに渡って広ってい

た。そこは「高田松原」と呼ばれ、市民にも観光客にも愛される場所だった。しか

し、津波によって綺麗な砂浜も7万本あった松も全て無くなってしまった。現在は、

その場所が新しく整備され、「道の駅 高田松原」が建設されている。そして、その

敷地内には津波伝承館が建設されたり、海を一望できる場所に、献花台が設置される

など、無くなった方々への祈りを捧げ、震災を教訓として伝承していく施設となって

いる。また、まちの複数の場所には津波被害を受けた建物が、震災遺構として残され

ている。図8は、もともと陸前高田の中心部にあった商店街の中の1つである、「米沢

商会」の震災遺構である。 

陸前高田市は津波によって甚大な被害を受け、一時は壊滅状態だった。11年以上が

経ち、新しいまちが形成され、震災を教訓にしたまちづくりが取り組まれていること

が分かった。しかし、まだまだ復興完了とはいえず、これからも更にまち全体が変化

していくことで、今見ている景色が当たり前の景色ではないのであると推察できる。 

 

 

図6:新しい商店街の様子        図7:道の駅 高田松原の外観 

[2022.8月 筆者撮影]                    [2022.5月 筆者撮影] 

 

図8:震災遺構として残された、津波で被害を受けた米沢商会 

[2022.8月 筆者撮影]   
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第 3章 東日本大震災に関連する施設の調査 

第 3章では、本研究制作を進めていく中で、いくつかの震災関連施設の調査を行った

ことについて、その概要と記録をまとめていく。 

 

3.1 震災に関する施設の調査内容と、調査の目的 

 筆者は、以下の3つを目的に、東日本大震災に関する施設へ実際に足を運び、調査

を行なった。 

 

①東日本大震災について、詳しい知識を得ること 

②東日本大震災に関する様々な施設を見比べ、各々の展示方法の特徴や違いを知る 

こと 

③各施設・作品が震災に関する展示を行う上で、どのような視点で、どのようなコ

ンセプトを持っているのかなど、アプローチ方法を分析すること 

 

まず初めに、①について記述する。たくさんの人が亡くなり、深刻な被害を受けた

方々が大勢いるなかで、半当事者の立場である筆者が、安易に東日本大震災を語る事

や東日本大震災を題材にした作品を制作する事は、誤った情報を流すことにもなりか

ねないと考えた。そこで、様々な施設に足を運び、学ぶことで、地震が起きた時の避

難行動や津波の知識について深めていくことにした。また、さまざまな地域の施設を

調査し、比較をすることは、本研究制作で対象地としている、陸前高田市の津波被害

の特徴などが、より深く理解できるのではないかと考えている。 

次に、②と③について述べる。まず、各施設の展示を観察し、展示内容がどの視点

からアプローチされているのか、展示の工夫などを調査する。その調査から各施設の

特徴や違い、アプローチ方法などを明らかにする。明らかにすることによって、本研

究制作において、筆者がどのような立場で陸前高田にアプローチをしていくか、それ

によってどのような作品を制作するか、の手助けをしてくれると考えている。 

 

3.2 震災に関連する施設・作品の調査記録と分析 

3.1 を踏まえ、2022 年 5月〜10 月にかけて合計 7 つの施設と芸術祭、合計 8つの

施設・イベントへ足を運び、各々の分析を行なった。写真撮影可能な場所では、カメ

ラやスマートフォン等で写真撮影して記録をした。 

付録別表１は、筆者が現地調査を行なった施設と芸術祭を、調査した日付順にまと

めたものである。一番右のセルには、調査・比較していく中で筆者が気付いたこと

や、各施設の特徴などを記述している。 
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3.3 震災に関連する施設・作品の調査のまとめ 

3.2 より、ここでは、震災に関連する施設・作品を調査した結果について記述す

る。まず一つ目に、さまざまな震災関連施設を周り、全体的に「被災物」の展示が多

かったと感じる。これは、被災物の展示をすることで、津波の凄まじい威力を誰が見

てもよく分かるからだ、と考察している。筆者自身も調査の際、目の前にある被災物

について、「最後にどのような人が使用していたのか」「どのように津波に飲み込ま

れてしまったのか」など、その被災物の背景を無意識に考えていた。このことから、

被災物の展示は、被災物の背景にある物語を、より濃く伝えてくれると考えている。 

二つ目に、三陸地方特有の「方言」を使用した展示が、筆者の中でとても印象に残っ

た。特に、宮城県気仙沼市の「リアス・アーク美術館」の展示方法は、三陸地方の方

言である「ケセン語」が被災物のキャプションに使用されていた(図 9)。この喋り言

葉を使った展示方法は、その人の気持ちや実際に話しているような空気感を深く感じ

る。 

調査結果からアイデアを得て、本研究制作でも、作品内に独特な方言を取り入れる

ことにする。陸前高田も図9と同じ「ケセン語」が主流に使用されており、岩手県出

身の筆者でも聞いたことがないような言葉に、とても面白みを感じた。このことか

ら、ケセン語を取り入れることで、その土地や、その人らしさを表せることができた

らと考えた。 

 

図9:リアス・アーク美術館にて、方言(ケセン語)を使用して書かれたキャプション 

 [2022.9月 筆者撮影] 
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第 4章 陸前高田市でのフィールドワーク 

4.1 フィールドワークの目的 

 陸前高田でのフィールドワークの目的は、筆者が陸前高田での暮らしや、陸前高

田の人々との関係を築き上げていく中で、筆者自身の「半当事者性」がどのように変

化していくのか、を記録・可視化するためである。フィールドワークでは、出会った

人と、その場でざっくばらんに色々なお話をしながら、それらの体験を記録する。 

また、筆者自身、本研究制作に取り組むまでの11年間、震災と関わりたくても関

わることができなかった、震災の「半当事者」という立場である。このことから、筆

者が、陸前高田で改めて「東日本大震災」と向き合い、それを作品として表現するこ

とで、筆者と同じように、心のどこかに震災のことが引っかかっている人たちに対し

て、震災と向き合えるような「一歩を踏み出す勇気」を与えたいと考えている。ま

た、そのような人を増やすことで、震災の記憶を後世へと繋いでいく伝承者を、一人

でも増やすことも目的としてあげられる。 

 

4.2 フィールドワークの方法と、記録手段 

 陸前高田でフィールドワークを行うに当たり、陸前高田で、一般の暮らしをする

方々と交流をしたいと考えた。どのようにアプローチをしていこうか悩んでいた時に

インターネットで発見したのが、特定非営利団体 SET2が事業で取り組んでいる「高田

民泊」だった。高田民泊は、一般の家庭に宿泊させていただき、その家庭の一員とな

って、陸前高田で暮らすことの体験をするというものである。1泊 2日コースと2泊

3日コース、どちらかを選ぶことができ、今回は2泊 3日コースに申し込みをした。

事前に、卒業研究の調査の参加であるということをお話しさせていただき、快く参加

を了承して頂くことができた。 

 この民泊で、お家に宿泊させて頂いたのが、熊谷いくえさん(当時 67歳)である。

いくえさんは、一昨年旦那さん(正さん)を亡くし、現在は一人暮らしをしている。趣

味は家庭菜園とお花のお世話で、料理がとても上手なおばあちゃんだ。筆者は、いく

えさんを通じて、陸前高田の人々との交流の幅を広げていき、それらを下記のもので

記録していくことにした。 

記録方法は、主に下記の手法である。(“○”で示した記録方法は、主な記録メデ

ィアとして使用する。“・”で示した記録方法は、サブとして必要な時に応じて使用

する記録手段である。) 

 

○フィルム写真(フィルム一眼レフカメラ) 

 
2 特定非営利団体 SETは、日本の課題先進地域とも言える岩手県陸前高田市広田町を拠点

に、地域で活躍する活動人口を増やし、これからの地域の担い手を育てる"まちづくり""ひと

づくり""社会づくり"を行っている。 
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・デジタル写真(ミラーレス一眼カメラ) 

・文字 

本研究制作において、フィルム写真を主要な記録メディアとして、作品に使用す

る。この理由は、筆者自身がフィルム写真好きということが挙げられる。筆者がフィ

ルム写真を好きな理由は、フィルムカメラで撮影する行為自体を“一期一会”だと考

えているからである。デジタルカメラと違って、フィルムには枚数に制限があり、気

軽に何度もシャッターを切れるものでは無いからこそ、シャッターを切る行為に、一

回一回魂や想いを込めて、その瞬間でしか味わえない時を記録する。これを利用し、

陸前高田という地で、その時、筆者しか味わえない瞬間をフィルム写真として記録す

る。そうすることで、筆者の目線から一期一会で出会った方々の姿を記録し、それを

作品の素材として使用することで、それは筆者にしか生み出せない新規性があるので

はないか、と考えている。 

  

4.3 陸前高田でのフィールドワークの記録 

 陸前高田市でのフィールドワークは、5月上旬に1回目の下見調査を行い、8月上

旬に約１週間、9月上旬に 4日間、10月下旬に６日間、大きく４回に分けてフィール

ドワークを行なった。下記は、フィールドワークの実施概要についてまとめたもので

ある。付録2に、陸前高田のフィールドワークで記録した写真を載せた。 

 

①下見調査 [5月1日(日)/5月 5日(木)] 

【調査した場所】 

・アバッセたかた周辺の散策・CAMOCY 発酵パーク・小島麹店・道の駅高田松原・ほ

んまるまるしぇ・陸前高田市観光物産協会・広田町大野海岸・黒崎仙峡 

 

 下見調査では、実際に陸前高田の土地に立ち、今後の研究のアプローチ方法を考え

ながら、市全体の色々な場所へ訪問した。調査を行なった2日間、ゴールデンウィー

クということもあり、人が多いように感じられた。陸前高田の中でも中心部に位置す

る高田町を少し歩いてみると、図 10 のように、整備された宅地には点々と住宅が建

っているものの、空き地の方が多く目立つ。かさ上げされた土地にも関わらず、そこ

に住む人は居ないという現状が、町を歩くと分かる。また、筆者自身が人見知りとい

うこともあり、この2日間ほとんど人と交流する事ができなかった。このことから、

イベント等に参加しなければ、繋がりを広げることは不可能だと感じた。 
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図 10:空き地が目立つ住宅地の様子(高田町) 

[2022.5月 筆者撮影] 

 

②高田民泊 [8 月 3日(水)〜8 月 5日(金)] 

 下見調査から、陸前高田の人と関わる機会を持てるイベント等に参加しようと決め

た。そこで、高田民泊に参加することを決めた。高田民泊は、8月 3日(水)-8 月 5日

(金)の2泊 3日、陸前高田の一般家庭に宿泊させていただく体験をした。下記は、民

泊先の情報と、時間ごとの行動記録を記した。 

 

 

【宿泊家庭の情報】 

・熊谷いくえ さん[当時 67歳](以下、いくえさんと表記) 

・米崎町に自宅がある 

・一人暮らしのおばあちゃん(一昨年、夫の正さんが他界) 

・お花を育てることや家庭菜園、ものづくりが趣味 

・料理が上手 

・お孫さんがたくさんいらっしゃる(一番上は筆者と同い年の女の子) 

 

 

【時間ごとの行動記録】 

[8 月 3日(水)] 

*15:30－いくえさんと陸前高田駅で待ち合わせ、初対面。 

*16:00－震災体験の話や雑談をしながら時間を過ごす。 

*18:00－いくえさん手作りの夕ご飯(カレイの唐揚げが美味しかった) 

*19:00－いくえさんのお友達の、菊池きよこさんのお家へお邪魔し、震災のお話な 

ど、色々なお話を聞かせていただく。きよこさんと旦那さんは「こんのラー    
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メン」という陸前高田の中でも有名なラーメン屋さんで、経営のお手伝いを 

しているご夫婦である。この日は最後に「奇跡の一本松」という踊りを教え 

てもらった。 

[8 月 4日(木)] 

*09:30－いくえさんと米崎町の高台にある公民館へ(図 11)。 

震災直後から３ヶ月間、ここで 60 人ほどが避難生活を送っていた建物。 

*10:30－いくえさんがよくシーグラスを拾いに行く海岸へ行き、シーグラスを集める 

(図 12)。 

*12:30－市役所の最上階が展望台になっているということで、行ってみたところ、 

いくえさんとお知り合いの、陸前高田市の教育長を務める、山田さんと出会      

った。山田さんに『いつでも話聞きにきてね〜』と言って頂き、嬉かった。 

*18:00－高田町にある、お魚屋さんへ行った。いくえさんが、買ったお魚を使って鯛 

の焼き物、アナゴの煮付け、カツオのお刺身を作って下さった(図 13)。 

*19:00－昼間に拾ってきたシーグラスと、いくえさんのおうちにあったシーグラスを          

使って、フォトフレームを使った作品を作った(図 14)。 

              

 

 

 

 

図11:震災で避難所として使われていた 

米崎町にある公民館の様子 

図12:シーグラスを拾う熊谷さん 

図13:8月 4日の夕食 

(鰹の刺身、鯛焼き、穴子の煮付け等) 

図 14:フォトフレーム作りの様子 
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[8 月 5日(金)] 

07:30－いくえさんの家の庭で採れた、採れたてのオクラやナスが朝食に出てきた。 

採れたてがあんなに美味しいとは知らず、美味しさに驚いた。 

09:30－いくえさんのお友達の、鈴木桂子さんに来て頂き、震災の話をして頂いた。 

桂子さんがりんご農家を営んでいるということで、そのまま畑に行くことに 

なった。 

11:00－鈴木さんがご夫婦で営むりんご畑へ行った。旦那さんの鈴木芳弘さんと初め 

てお会いした。りんご畑は一度海水に浸かってしまった場所であり、その畑 

を再生させ、今のりんごが出来るようになったという。 

11:50－(3 日に出会った)菊池さんが営む「こんのラーメン」へ。いくえさん、鈴木 

さんご夫婦と一緒に、磯ラーメンを食べた。桂子さんと連絡先を交換するこ 

とができた。 

13:00－いくえさんと広田町へドライブに行った。陸前高田で沢山の人と交流がした 

かった事から、海辺で釣りをしていた親子や、漁帰りのおじいさんなどに話 

しかけ、少しコミュニケーションをとる事ができた。 

17:00－高田民泊終了 

 

高田民泊の3日間で、熊谷さんのご協力の元、様々な方の震災当時のお話を聞くこ

とができた。出会った方々それぞれの、震災体験談を聞かせて頂き、一人一人の震災

の記憶や、震災に対する想いが全然違うことに気付かされた。以下の①・②は、筆者

が記憶に残っている会話を、語り口調で文字に起したものである。 

【震災体験談】 

①Aさんの話 

・「地震の後に家に戻ったんだけど、じじ(旦那さん)から逃げろ〜って叫ばれて、車

に乗って逃げたのさ。逃げてる時に車のバックミラー見たら、真っ黒い津波の姿が見

えたの。そこからは、なんとか車を運転してギリギリで助かったんだ。」 

・「地震がきたら、遠いところじゃなく、高いところさ逃げるんだぞ。」 

②Bさんの話 

・「大船渡(隣町)さ仕事行ってて、地震の後、家さ帰ろうと思って車に乗ったんだけ

ど、いつも通る道路が渋滞してて、でもたまたま隙間が空いて、なんとか通り抜けて

帰ってこれたのな。んで、家さ居たばぁちゃんの手引いて逃げたの。もしあのまま渋

滞に巻き込まれてたら、多分生きていなかっただろうな。」 

 

①・②のように、陸前高田で暮らす方々の震災当時のお話を聞き、残された体があ

るかぎり、命がある限り、亡くなった方々の分までしっかりと生きなければならない

ということを、改めて教えて頂いた。また、実際に話を聞くのと、テレビなどで情報
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を知るのは全く別物であると感じた。会話の空気感で、当時の緊迫した状況が伝わっ

て来るのが分かった。 

 

③七夕まつり：うごく七夕・けんか七夕 [8 月 6日(土)/8 月 7日(日)] 

[8 月 7日(日)] 

高田の伝統的なお祭りである「うごく七夕まつり」と「けんか七夕」が3年ぶりに

開催された。高田町では「うごく七夕」、気仙町では「けんか七夕」が同時に開催さ

れる。筆者もその2つのお祭りへ行き、実際の空気感を味わう事ができた。 

うごく七夕は、先祖供養をするために始まったとされ、現在は東日本大震災の犠牲

者への鎮魂や、復興支援に対する感謝の意味などが込められている。震災の津波によ

ってほとんどの山車が流出してしまったが、新しく作り直し、復活を遂げた。夜にな

ると、山車の綺麗な装飾が光り、夜の高田の町に「ヨーイヨイ！」という掛け声と、

綺麗な笛の音色や太鼓の音が響き渡っていた(図 15)。 

けんか七夕は、岩手県の指定無形民族文化財に指定されており、山車同士がぶつか

り合う豪快な「けんか」が繰り広げられるお祭りである。山車頭の「引けー！」とい

う掛け声と共に、お互いの山車を引っ張り合う。地元の住民が飛び入り参加し、協力

しながら綱を引く姿に圧倒された(図 16)。 

 

 

④[9月 5日(月)〜9月8日(木)]の記録 

[9月 5日(月)] 

 この日は、陸前高田にあるキャピタルホテル1000 に宿泊した。この日はあいにく

の雨だったが、部屋の窓から高田湾が見え、とても景色が良い場所だった。この日の

夜は、いくえさん・鈴木さんご夫婦に誘われ、いくえさんの息子さんが営むレストラ

ンへ行き、一緒に夕ご飯を食べた。みんなで一緒にお酒を飲みながら、様々な話で盛

り上がった。 

 

[9月 6日(火)] 

図15: うごく七夕で使われる山車の様子 図16: けんか七夕で使われる山車の様子 
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 この日は、鈴木さんのお家へ初めてお邪魔させて頂き、りんごの出荷のお手伝いを

中心にやらせて頂いた。お二人は、「煌めきりんご園」という園名でりんご農家を営

んでいる。主に芳弘さんが畑仕事、桂子さんが事務仕事という役割があり、二人三脚

で頑張っている。最初はりんごを一つ一つ拭き、大きさや重さなどで分けて袋詰めを

する作業をした。そしてそれを実際に道の駅に出荷しに行った。その後、畑でりんご

の収穫のお手伝いをした。クルッと優しくりんごをひねると、りんごがポロッと取れ

るのだが、意外とコツがあり、慣れるまで時間がかかった。上手に収穫をしないと、

来年はその芯の部分にりんごが成らないということを初めて知った。図 17は、筆者

が実際に収穫している様子である。また、りんご畑の中で、その場で切ったスイカを

食べた(図 18)。外で頬張るスイカは格別だった。 

 

 

 

[9月 7日(水)] 

 この日は、いくえさんのお家にお邪魔し、一緒に栗拾いをしたり、シーグラスを拾

いに行ったりした。二人で栗をカゴいっぱい拾った。帰りに、拾った栗をお裾分けし

てもらい、実家で栗ご飯を作って食べた。とても甘く、思い出に残る栗ご飯だった。

また、この日の昼食は、いくえさんがお知り合いからもらった「太刀魚」を頂いた。

太刀魚を初めて食べたが、とても美味しくて驚いた。ご近所さんとの物々交換で魚を

もらえるのは、食の宝庫である陸前高田らしいなと感じた。 

 

[9月8日(木)] 

 この日は、また鈴木家にお邪魔させて頂き、同じようにりんごの出荷と収穫のお手

伝いをさせて頂いた。その後、鈴木さんご夫婦が牡蠣の時期になるとよく買いに行く

という、牡蠣小屋へ行った。急に行ったにも関わらず、牡蠣剥きの体験をさせていた

だけることになった。図 19は、体験させて頂いている最中の様子である。貝柱を上

手に切り、綺麗に貝から身を剥がす作業は、とても繊細な技が必要で難しかった。ま

た、帰る時に牡蠣をプレゼントしてくださった。 

図17:りんごを収穫する筆者の様子 図18:畑でスイカを切っている様子 
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図 19：牡蠣剥きのやり方を教えてもらっている様子[鈴木桂子さん撮影] 

 

⑤ [10 月 24日(月)〜10 月 28日(金)]の記録 

[10 月 24日(月)/25日(火)/27日(木)/28 日(金)] 

4日間は、また鈴木家へお邪魔させて頂いた。りんごの収穫・出荷はもちろん、今

回はりんごの葉摘も体験した。一つ一つのりんごを見ながら、りんごに覆い被さって

いる葉を取り除き、まだ色が付いていないりんごは回転をさせ、陽に当てるという作

業である。芳弘さんは、広い畑に生る沢山のりんご全てに気を配りながら、毎日朝か

ら夕方まで一人でこの作業を行なっている。りんごが、これほど大変な手間をかけて

作られているものだと初めて知り、ますます鈴木さんご夫婦が作るりんごを、もっと

知ってもらいたいと思った。 

また、桂子さんと一緒に、震災前は桂子さんの家が建っていた集落の散策も行なっ

た。この散策では、桂子さんに案内してもらいながら、「ここには、こんなものがあ

ったんだよ」という風に、震災前の景色や、日常について沢山教えていただいた。筆

者自身も、元の景色を想像しながら歩き、思いを馳せた。 

この 4日間で、芳弘さん・桂子さんには、感謝しきれないほどお世話になった。最

後には、筆者のことをあだ名で「ユッキ」と呼んでくださり、気づけば、筆者にとっ

ても本当のおじいちゃん、おばあちゃんのような存在になっていた。お二人も、筆者

のことを「孫か娘みたいな存在だな！」と仰ってくださり、このフィールドワークで

とても良い関係を築く事ができたと感じている。 

 

[10 月 26日(水)] 

この日は、いくえさんのお家にお邪魔した。そこで急遽、いくえさんのお知り合い

である、大和田さんが営む牡蠣小屋へ連れて行って頂けることになった。陸前高田で
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牡蠣の養殖をしている人々は、大体一家総出で行なっているパターンが多いらしい。

大和田さんも、年齢層の幅が広く、牡蠣小屋の中は和気藹々とした雰囲気だった(図

20)。そして、その流れで、養殖船に乗せていただけることになった。船で、牡蠣の

養殖を行うイカダまで行った。湾中に浮かぶイカダは、それぞれの家ごとに場所が決

められている。不安定なイカダの上に乗り、素早い手つきで牡蠣の網をくくり付ける

姿が、とてもかっこよかった(図 21)。筆者も、イカダの上に乗せて頂くことがで

き、とても貴重な体験となった(図 22)。 

突然の訪問だったにもかかわらず、嫌な顔をせず気さくに対応してくださり、陸前

高田の人々は、本当に温かい人ばかりだと確信した。以上が、陸前高田でのフィール

ドワークの記録である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 フィールドワークを終えて 

 フィールドワークを行う前の筆者とフィールドワーク後の筆者を比較すると、陸前

高田に対するイメージが大きく変化した。フィールドワーク前は、陸前高田全体を俯

瞰して見たとき、陸前高田は、津波によって様々なものを失ってしまった、悲しい場

所であるという印象が強かった。しかし、フィールドワークを通して、一日一日ごと

図20:牡蠣小屋にて 

家族総出で書き向きをしている様子 

図21:イカダに牡蠣をくくりつける作業の様子 

図22:イカダの上に乗せてもらった筆者 



 - 28 - 

に濃い関係を築いていく中で、陸前高田の人々が強く、前向きに生きる姿を身近に見

た。その時に、陸前高田は「悲しい場所」ではなく、震災があったからこそ、人々が

支え合い、助け合いながら暮らしてきた「温かい思いやりが溢れた場所」であること

が分かった。高田民泊をきっかけに始まった、陸前高田の人々との深い関わりは、陸

前高田のイメージが良い方向へと大きく変化するための重要な過程だった。まさに、

半当事者である筆者が、当事者だと思われる人に歩み寄り、改めて震災や被災地・被

災者と向き合うことができのでは無いかと考えている。 

陸前高田でお世話になった方々は、嫌な顔をせず、いつも暖かく筆者を迎え入れて

くれた。そして、特にお世話になった、熊谷いくえさんと鈴木芳弘さん、桂子さんご

夫婦には本当に感謝である。この御三方のおかげで、私にとって陸前高田市は「第 2

の故郷」と呼べる場所になった。 

 フィールドワークの結果から、筆者が体験した陸前高田での日々と、陸前高田に住

む人々の空気感など、全てを感じてもらえるような作品を制作する。 
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第 5章 作品制作の概要 

 第 3章・第4章では、作品を制作する上で必要な施設調査やフィールドワークにつ

いての記録を示した。第5章では、その記録を受けて、どのような作品を制作するの

か、展示の方法などについて明らかにしていく。 

 

5.1 制作する作品と展示の概要 

本研究制作では、陸前高田という土地の空気感や、筆者と陸前高田の人々との間に

ある、関わり合いの雰囲気が感じられるような作品を制作する。そのために、以下の

2つの作品を制作し、空間的に魅せる展示をする。 

 

①小5の時に書いた作文を使用した、インスタレーション作品 

②陸前高田に滞在した記録物を魅せる、展示棚 

 

①・②の作品を制作し、展示場所に陸前高田を感じることができるような空間を作

る。そこに半当事者が訪れた際、陸前高田や震災について興味や関心を持ってもらう

ような、震災の当事者となるためのきっかけ作りの場にすることが目標である。 

 

5.2 作品の概要と、コンセプト 

5.2.1 インスタレーション作品について 

インスタレーション作品は、筆者が小学5年で書いた作文を土台にして制作をす

る。作文から、当時の筆者(小学 5年)は陸前高田での思い出を津波によって奪われた

ために、「陸前高田＝悲しいイメージ」を持っていると読み取れる。しかし、今回の

研究制作で陸前高田でのフィールドワークを行い、陸前高田の人々と関わりを持ち、

深い関係を築いたことで、徐々に筆者の陸前高田のイメージが前向きな方向へ変わっ

ていった。このことから、「悲しいイメージ」が時間をかけて「前向きなイメージ」

へと塗り替えられていく様を、インスタレーション作品として表現する。 

この作品の全体的なコンセプトは「原稿用紙」である。作文を起点にして始まった

研究であることから、インスタレーション作品を遠目から見た時に、最終的に震災か

ら11年かけた、一つの物語に見えるというイメージである。そして、本インスタレ

ーション作品のタイトルは『Enter the manuscript paper』である。これは、原稿用

紙に入り込むという意味で、この作品自体に没入させることによって、陸前高田と鑑

賞者をくっ付けるような役割を果たすことができたら良いと考えている。 

図 23 は、作品制作の前に考えた全体的なイメージと、断面図を描いたスケッチで

ある。 

インスタレーション作品の詳細は、以下の通りである。 

＊作品サイズ：H2500mm×W3600×D1000 
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＊材料：木材、ビス、ワイヤーネット、結束バンド、クリップ、テグス、 

フィルム写真(A2,A3サイズ)、スタイロフォーム、アクリル絵具、新聞紙、 

シーグラス… 

 

 

図 23:全体的なイメージと断面図のスケッチ 

 

図 24は、完成したインスタレーション作品である。全体の土台となる部分は木材

を使用した。作品の天井となる部分は、写真を容易に取り外して写真の構成をじっく

り考えることができるようにワイヤーネットを使用し、クリップで簡単に取り外しが

出来るように工夫した。 

作品の壁面から、前方になるにつれて時間軸が新しくなっていく。鑑賞者が作品を

見た時、それを感じることができるように、左前方と左後方の柱に、日付を記した。 

また、フィルム写真は、撮影した日にちが同じレイヤーに来るように吊るし、後ろか

ら前になるにつれて写真の日付が新しくなる。 

図 25のように、吊るす写真には、左下に日付と何の状況を撮影したものなのかが

分かるような一言を添えた。全体的な写真の配置は、正面から見たときに、全ての写

真がしっかりと見えるように、何度も調整をしながら写真の配置を行った。壁奥に

は、2011 年の震災当時の新聞を吊るした。当時リアルに起こっていたパニック的な

要素を加えることによって、前方にある滞在記録のフィルム写真などが際立って見え

るようにした。 

図 26は、滞在記録をスケッチに書き起こしたものである。カメラでは記録できな

かった、言葉や感情など、細かい部分を詳しく書いている。これも吊るすことによっ

て、筆者の半当事者性がどのように変化していったのかを表現することが出来る。 

また、図 24より、作品の右側に「ば！」という文字が吊るされているが、この

「ば」は、陸前高田の人が驚いたりした時に使うケセン語の「ば！」である。原稿用
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紙から「ば！」の文字が飛び出てきているような感じを表すために、スタイロフォー

ムを切り抜き、黒のアクリル絵具で塗った。 

 

5.2.2 陸前高田に滞在した記録物を魅せる、展示棚について 

 インスタレーション作品とは別に、展示棚を制作した。この棚は、筆者が陸前高田

で過ごした日々の中で、頂いた物・つくった物を展示している。キャプションには、

その時の背景を綴った文字を入れた。「わたしが高田で生きた記録」という文字を入

れ、陸前高田で筆者が生きていた、という証明になるような意識をしてデザインをし

た。図 27、実際に展示したキャプションの一つである。そして、最終的に図 28 のよ

うに展示棚に展示した。 

 

図 24:完成したインスタレーション作品 

作品名『Enter the manuscript paper』 
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図 25:写真の左下に、日付と状況の説明の文を記載 

図 26:滞在記録のスケッチ 
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図 27:展示棚のキャプション01 

 

図 28:実際の展示の様子 

 

5.3 本研究制作の作品の考察 

 本研究制作の目的は、半当事者が当事者に歩み寄り、関わろうとする行為を引き

出すきっかけをつくることだった。筆者自身が半当事者という立場で、被災地である

陸前高田に出向き、そこで出会った方々との繋がりを大切にしながら、陸前高田で過

ごした日々の記録を行った。その記録を用いて、作品制作を行った。 

本作品を鑑賞した人は、まず自分の2011 年 3月 11日の出来事を思い出すところか

ら始まると考える。本作品を通して「震災を思い出す」という行為自体が、震災の記
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憶を風化させないための一つの行動であると、筆者は考えている。本作品は、そのよ

うな鑑賞者の行動を引き出し、震災と再度向き合うためのきっかけを作る媒体である

と考える。 

本作品を通して、震災のことが心のどこかに引っ掛かっている人や、震災について

あまり知らない人に対して、一歩を踏み出して震災や被災地、被災者と関わるための

きっかけになっていたら嬉しい。そして、陸前高田の現状を知って少し安心したり、

少しでも陸前高田に興味を持ったり、行ってみたいと思った人がいれば、本研究制作

に意義があったと言えるだろう。 
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第 6章 おわりに 

6.1 結論 

本研究制作は、東日本大震災の記憶や教訓が風化されている問題と、被災地・被災

者というマイナス的イメージを持たれ続けることへの違和感に着目をし、研究を進め

た。「半当事者」という独自の表現を使用し、多く存在する半当事者に対して、半当

事者の方から当事者に歩み寄り、関わりを持つことで、震災ともう一度向き合う一歩

を踏み出してもらうきっかけ作りを目的にし、研究を行った。 

そのために、筆者自身が半当事者という立場で、被災地である岩手県陸前高田市に

何度も通い、時にはホテルに滞在しながら、一から地元の人々と関係を築きあげてい

った。半当事者の筆者は、震災の当事者である陸前高田の人々とのコミュニケーショ

ンを通して、震災へのイメージや、被災地・被災者のイメージが徐々に良い方向へと

変化していった。本研究制作に着手する前よりも、強い半当事者性を持ったのと同時

に、自分が陸前高田の人々に教えて頂いたことを、他の人に伝え、それが連鎖してい

くことで、後世へ震災の記憶と教訓を伝承していかなければならない、と強く感じ

た。 

これらのことから、陸前高田で過ごした日々の記録と記憶を用いて、陸前高田をそ

の場で感じることが出来るような、インスタレーション作品の制作を行った。作品を

鑑賞した半当事者が、これを機に改めて震災と向き合い、しっかりと後世へ伝承して

くれることを願う。 

 

6.2 あとがき 

本研究制作を通して、改めて東日本大震災と向き合ったが、筆者が陸前高田の人達

に教えていただいた記憶や教訓は、ほんの一部であり、当事者の彼らが経験した東日

本大震災は、自分にはとても計り知れず、全て分かり切れるものでは無いと感じた。

正直なところ、8月に初めて民泊を体験したとき、当事者に津波の生々しい話を聞い

たりしたことで、「こんな部外者の自分が、震災をテーマにした卒業研究を取り組ん

で良いのだろうか。」という不安や迷いを感じたり、「一部の出来事しか知らない自

分に、一体何が出来るのか？」と考えたこともあった。だが、熊谷さんや鈴木さんご

夫婦と同じ時間を過ごす中で、その考えは無くなり、陸前高田にこんなにも素敵な

人々が居て、美味しい食べ物がたくさんあって、綺麗な景色があることを「もっとた

くさんの人に知ってもらいたい！」という強い気持ちに変化して行った。震災があっ

たからこその今があり、作品を通して、震災の悲しい出来事から立ち上がる陸前高田

の人々の暮らしの様子を伝えることで、私のようにマイナス的に考えてしまっている

人達に、少しでも一歩を踏み出す勇気を与えてあげたいと考える。 
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付録１ 

震災に関する施設・作品の調査結果シート 

(No.1-No.8) 
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