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東日本大震災以前の記憶と地域イメージ
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Regional Memory and Image before the Great East Japan Earthquake Narrated in Residents' Oral History: 

A Case Study in Moune， Kesennuma City， Miyagi Prefecture 
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(*筑波大学大学院 特慶慮義塾大学環境情報学部)

(*Graduate Student， University ofTsukuba料 FacultyofEnvironment and Information Studies， Keio University) 

I はじめに

2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し，東北

地方の太平洋沿岸部は大きな被害を受けた。建築物の倒

壊や火災の発生に加えて，津波による沿岸低地部の壊滅

的被害が特徴的であった。被災地域の復興において，都

市基盤の復旧・復興と地域コミュニティの再生が必要不

可欠である。前者については，震災から3年目を迎え，地

域により程度の差こそあれ進行しつつある。一方，地域

コミュニティの再生においては，住民の自発的な参加と

活動が重要な役割を果たす。地域社会の復興において「コ

ミュニティに依拠した復興J1)が近年，提言されており，

復興における地域コミュニテイの重要性が増している。

コミュニティに依拠した復興を実現するにあたり，地

域イメージがlつの着眼点となる。地域イメージは人間の

地域に対する記憶や知識が意識として現れたものであり，

これが地域に対する行動を決定づける2)。この地域イメー

ジは，地域に居住しない人間(地域外の人間)の場合，

地域への訪問や観光とし、う行動に影響を与える一方，地

域に居住する人間(地域住民)の場合，地域イメージは

住民のアイデンティティを形成するとともに，地域の意

思決定に影響を与える3)。これらを踏まえると，震災復興

における高所移転や集落の復興計画など，地域の意思決

定プロセスにおいて，地域住民における地域イメージは

重要な要素である。住民の地域イメージを把握し，地域

に即した復興支援を行っていくことが，コミュニティに

依拠した復興を実現するために役立つ。

本研究では住民の地域イメージの抽出を試みるにあた

り，口述資料であるオーラルヒストリーを採用した。オ

ーラルヒストリーは歴史学と政治学で盛んに研究がおこ

なわれてきた。歴史学におけるオーラルヒストリーは，

一般人へのインタビューから住民目線の歴史を明らかに

してきた 4)。一方，政治学の分野においては，政治家な

どの重要人物へのインタピ、ューから政策決定の背景を明

らかにしてきた 5)。農山漁村など，集落の歴史が市町村

史等の断片的な記述に限られ，個々の集落を中心とした

歴史が住民の記憶や伝承という形でしか残されていない

地域においては，集落の歴史を編纂するにあたって歴史

学におけるオーラルヒストリーの方法は有効である。集

落の歴史を編纂する作業において，住民の記憶であるオ

ーラルヒストリーから客観的な歴史を構築するが，そこ

から地域イメージを抽出するためには記憶の偏りを明ら

かにする必要がある。本研究では，地域イメージを分析

するにあたり，オーラルヒストリーにおける世代聞の記

憶の偏りと地域の地物に対する記憶の空間的な偏りとい

う2点に着目した。

コミュニティに依拠した復興を実現するためには，住

民の地域イメージにみられる世代聞の差を明らかにする

ことは重要である。農村計画への住民参加の課題を明ら

かにした研究めでは，アンケート調査とワークショップ

から世代聞にみられる価値観の差が明らかになるととも

に，若年層を主体とする活動の維持が難しいと評価され

ている。しかしながら，アンケート調査では，質問項目

にあげた想定した実態以外に関しては，明らかにするこ

とが難しい。一方，オーラルヒストリーでは，世代聞に

おける地域イメージを分析することにより，現状を捕捉

し地域コミュニティに適した支援を行うことができる。

地物の記憶の空間的な偏りから得られた地域イメージ

は，今後の具体的な集落復興計画において重要である。

地物の場所と記憶は密接な関係を持っており，震災と場

所の記憶の関係性を地蔵という住民にとって印象的な地

物から明らかにした研究がある 7)。この場所の記憶と地
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図 1 対象地域の宮城県気仙沼市舞根地区

Fig.l Study area: Moune， Kesennuma City， Miyagi Prefecture 

域イメージは被災地の津波被害後の跡地利用において大

きな重要性を持つ。災害危険区域に指定された地区は，

復興後の利用計画を考えなければならない。過去の研究

では，津波後に高所移転を実施したにも関わらず，長い

年月を経て低地へ戻る集落が記録されている 8)。今後の

農山漁村の防災にむけて住民が共有する場所の記憶と地

域イメージを把握し，跡地利用を考える必要がある。

以上を踏まえ，本研究では，地域住民の地域に対する

記憶であるオーラノレヒス トリーをテキストマイニングと

GISで分析することにより，地域住民の世代聞の地域イ

メージの差と記憶の空間的偏在の 2つの視点、から明らか

にすることを目的とする。

E 研究対象地域と方法

1 対象地域
まいね

本研究では宮城県気仙沼市舞綾地区を対象地域とする。

対象地域の選定にあたり，農山漁村であることと，防災

集団移転を行うことの 2点を基準とした。

舞根地区は，宮城県の最北端に位置する気仙沼市の中

心市街地の東にある旧唐桑町の i地区である。集落概要

をみると ，総世帯数 52，被災前人口 160人，地区面積約

540万平方 mで，出入りの激しいリアス海岸で養殖業が

盛んな農山漁村である(図 1)。舞根地区には 2つの集落

がある。lつは舞根湾の沿岸部で、あり， 46世帯が集中す

る地区の中心となっている。も うlつは，南西に位置す
ひなたがい

る日向員と呼ばれる小集落で，6世帯が居住する。 2つの

集落は離れてはいるが，仕事上の結びつきや親族聞の交

流が存在し，一つの地区としてまとまりを有する。

東日本大震災による被害をみると， 52世帯のうち 44

世帯が被災したものの，亡 くなった住民は 160人中 4人
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と人的損失が比較的少なかった。加えて，地区のほとん

どの被災者が同じ避難所に避難したことにより，早い段

階から住民による復興の動きが始まった。2011年 4月 24

日には 「舞根地区防災集団移転促進事業期成同盟会Jが

結成され，地域の復興に意欲的な地域であるとともに，

本研究の調査にも協力をいただくことができた。

2 オーラルヒストリーの収集

2012 年 3 月 ~12 月に， 1カ月に l回の頻度で研究対象

地の住民にインタヒeューを行った。毎回 1~3 人を対象と

して， 1 ~2 時間の時間内において，質問に対して自由に

返答してもらうインタビューの形式を採用した。集落の

全世帯にあたる 52世帯のうち，期間中にインタビューに

応じてくれた住民を対象とし，電話によってアポイント

メントをとり，後日，インタビューを行った。その結果，

期間中に 17名分のオーラルヒストリーを得ることがで

きた(表1)。また，オーラルヒストリ ーと地域の地物の

位置を関連させるために，対象地域の 1977年の空中写真

にオーラルヒストリ ーを書き込む手法を採用した。イン

タビューにおける質問項目として，名前，屋号，屋号の

由来，現在の住居，震災以前の住居，震災当日 の行動，

震災以前の生活，避難所の生活，仮設住宅での生活，住

民の思い出のある場所を設定した。これらの質問項目は

震災の前後を意識して，地域全般の記憶を得るために設

定した。震災当日と震災以前の対象地域に関して自由に

話してもらいながら，適宜，航空写真にオーラルヒス ト

リーを書き込む調査法をとった。

3 オーラルヒストリーのスクリプト化

場所の記憶および地域イメ ージを明らかにするにあた

り，テキストマイニングのコレスポンデンス分析と， GIS 

によってオーラルヒストリ ーと位置との関係に関する空

間分析を行った。これらの分析にあたり， インタビュー

によって収集したオーラルヒ ストリーを口語と文語の違

いを考慮した上でスクリプ 卜化 した。例えば p 氏は，

fちょうど，作業が終わってイカダからちょうど離れよ

うとしていたところだ、ったのね。そしたら凄い突き上げ

るエンジンが壊れるみたいな感じになったので，びっく

りしてエンジンを止めたのね。Jと述べており，口語の語

尾や語句の省略がみられる。そこで，語尾を統一し，省

略された語句をできるだけ加えた。 口語を文語にスクリ

プト化すると次のようになる。「ちょうど，作業が終わり，

イカダからちょうど離れようとしていたところだった。

そうしたら，凄い突き上げるような音と振動がして，エ

ンジンが壊れるみたいな感じになったので，びっく りし

てエンジンを止めた。Jこのような処理に加え iあれJ



「これJIそれ」などの代名調はインタビューの録音デー

タから可能な限り名調に置換する処理を行った。こうし

て，すべてのオーラノレヒストリーをスクリプト化した。

収集したオーラルヒストリーには，震災前と震災当日，

震災後の内容が含まれる。本研究では震災前の地域の記

憶および地域イメージを扱うため，オーラノレヒストリー

を震災前と，震災当日および以後の 2つに分けた。

4 テキストマイニングによる分析

テキストマイニングは，自由記述式のテキストデータ

を機械的に分析する技術である。近年，自然言語処理技

術の発達により精度の高い分析ができるようになったへ

農村計画の分野においても，落書き帳の記述データをテ

キストマイニングにより分析し都市農村間ニーズの把

握を行った研究もみられる 10)。この分析法は機械的に大

量のテキストデータを分析できるという点で優れており，

定性的なデータを定量的なデータとして扱うことができ

るという利点、もある。本研究では，定性的なデータであ

るスクリプト化したオーラルヒストリーをテキストマイ

ニングで分析することにより，定量的な分析を行う。定

量的な分析には，裏付けとなるオーラルヒストリーを抜

き出すことで定性的な裏付けが与えられ，分析の信頼性

が高まる。

テキストマイニングには TTMverO.83 (Tiny Text Miner) 

を使用し，統計分析には Rver3.0.0を使用した 11)。分析

方法としてコレスポンデンス分析を採用した。これによ

り，語句の使用パターンを分析することが可能となる。

本研究で、分析を行った震災以前のオーラルヒストリーは

全体で 15，825字であった。住民のオーラルヒストリーの

分量には個人差があり，最小は 301字，最大は 2，671字

で、あった。分量が少ない地域住民の多くは震災前のオー

表 1 インタピューを行った住民の概要

Table I Summary of interviewee 

年齢 |性別 インタビュー日時!被災の有無
A I 60i"t 男 2012/7/12 無
B 140i"t 男 2012/7121 有
c 160ft 男 201218/23 有
D I 40i"t 女 2012/8/24 有
E I 80i"t 男 2012/8/24 有
F 1601-t 男 2012/8125 有
G 1801-t 男 2012/9/15 有
H I 601-t 早耳 2012/9/15 有
1 150代 女 2012/9/16 有
J 1601-t 女 2012/9/16 有
K 1501-t 女 2012/10/20 有
L I 601-t 男 2012/10/21 有
M 80代 男 2012/10/21 有
N I 60代 女 2012/11/18 無。30代 男 2012/11/18 無
p I 601七 男 2012/12/22 有
Q 601-t 女 2012/12/22 有

ラルヒストリーの分量が多い傾向にあった。

分析に使用する語句として，スクリプト化したオーラ

ルヒストリーにテキストマイニングの形態素解析を行い，

人物名と代名詞を除外した地域を表す上位 30の語句を

選別した。

コレスポンデンス分析にあたり，表 lのインタピ、ュー

データから，年齢によって I クツレープ (30~40 代)， II 

ク、、ループ (50~60 代)， 皿ク守ルーフ。 (70~80 代)の 3 つ

のカテゴリに分類した。これは地域住民の世代の現状を

踏まえた結果である。 30-40代の住民は地域の若い働き

手を構成する世代である。 50~60 代の住民は現時点にお

ける地域の中心的存在である。 70~80 代の住民は古老と

いえる世代で，地域の歴史に精通した世代である。 3つ

のカテゴリに分類することにより，世代による地域イメ

ージの差を明らかにした。なお，オーラルヒストリー収

集者の中に 70代はいなかった。

5 オーラノレヒストリーの GIS分析

対象地域における地物の位置と地物に対するオーラル

ヒストリーの関係性を GJSで分析する。都市の地域イメ

ージを GJSで分析した研究では，土地利用とアンケート

の自由記述から分析が行われた 12)。本研究が対象とする

農山漁村では明陳なランド‘マークは少ない。そのため，

調査時に 1977年の空中写真に書き込む方法を採用した。

分析には ArcGIS10.1を使用した。データの作成にあた

り，インタビュー調査における空中写真への書き込みと

場所についての言及を抽出し，対象地域の地物を 11種類

に分類した。地域の歴史文化の要素となる「地蔵JI墓」

「石碑JI神社J，地域の産業である「山の産業JI海の産

業J，自然環境と人との関わりとして， I山の自然JI海の

自然JI井戸JI生活J，上記に分類できなかったものを「そ

のほか」とした。

E 結果

1 コレスポンデンス分析の結果

コレスポンデンス分析の結果を図 2に示した。全体的

な傾向として IIグループと皿グループの周辺に語句が

集まっていることがわかる。これは IIグループと阻グ

ループによって特徴的に使われた語句の存在を示す。一

方，左上端に位置する Iグループの周辺には語句が少な

く，従って特徴的な語句の存在が認められない。 1グ、ル

ープは， IIグループやEグ、/レーフ。とは多くの語句を共有

しないという傾向を示す。次に，特徴的な語句が確認で

きた Hグループと皿グループについて，具体的な言及と

共に検討する。
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図2 コレスポンデンス分析の結果

Fig.2 The result of correspondence analysis 

注 中心の十字は中心を示す。上横軸と右縦軸は 1，II， mのカテゴリの軸である

( 1 は 30~40 代， II は 50~60 代，皿は 70~80 代)。カテゴリの近くにある語句

ほどカテゴリの世代でよく使われた語句を示す。

E グループは 50~60 代の世代で，特徴的な語句は「車J

「山JrできるJr道Jr昭和」である。「車Jという語句

に関して r会社の送迎ノ《スがあった。退職してから舞根

で暮らすには車がないと不便であるということに気がつ

いて免許をとった。J(J氏)という言及があった。これ

から，対象地域における自動車交通の必要性がわかる。

「山」という語句の象徴的な言及は r山にキノコを取り

に行く J(N氏)である。対象地域における「キノコjは，

図 2のEグ、ルーフ。とEクずループの中間にある「松茸」を

指す。対象地域には良好な松林があり，秋になると松茸

狩りが盛んになる。表 lからわかるようにインタビュー

日時が秋を含んでいるため，時季からこれが多く言及さ

れたと推察できる。「松茸」と「山」が近接しない理由と

しては r山」に言及した住民の偏りが挙げられる。C氏

は「もともと海の方ではなく，山の方の仕事をしていた」

と述べ， c氏の一族が林業を経営していた過去がある こ

とを詳しく語った。C氏以外の住民で林業に言及した人

212 農村計画学会誌 32巻論文特集号 2013年11月

はほとんどいなかった。そのため， c氏の言及の中に含

まれる「山」という語句が， c氏の所属する Eクずループ

に近い位置となった。「できるJr昭和Jr道」という語句

は道路が建設されたことに言及した語句である。具体的

な言及としては r日向員へ行く道は昭和 50年ごろに造

られたJ(F氏)が挙げられる。舗装道路が建設されるま

では， 日向貝から舞根湾への主要な交通手段は船であっ

た。

回グループは 80代の世代の住民である。皿グループの

近くには「津波JrやるJrやめるJr移動Jが位置する。

「津波」と「移動Jとし、う語句は， G氏の「昭和 8年の

津波で(自宅を)上の場所に移動したj に言及されてお

り，過去の津波が原因で建物などを移動したという事実

を示す。他のグ、ルーフ。においても「津波」という語句は

使われたが， P氏の「津波前では関口日に(アサリ採り

のために)人がし、っぱいになるくらいに来た」の言及の

ように r津波Jを 1つの区切りとして使うような場合も
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あった。「やるJrやめるJなどの語句には「海苔の養殖

自体は昔からあった。だが，気仙沼から汚水が流れつく

ようになったため，やめてしまったJ(M氏)という言

及のように，産業の変化が表された。 Eク守ルーフ。の特徴

的な語句は，山の産業と自動車交通の変化に関するもの

であった。Eグループの特徴的な語句は，過去の津波と

産業の変化に関するものであった。

2 オーラルヒストリーの空間分析の結果

図 3が示すように，オーラルヒストリーにおいて言及

された地物の多くは，住居が集中 し，生活の場である舞

根湾岸に集まっている。同様に，表 2の地物の言及数の

上位は， r舞根峠Jを除き，すべてが舞根湾周辺のもので

ある。特に「生活Jr井戸Jr海の産業」などにはその傾

向が顕著である。これは，舞根湾を中心に「海の産業」

と生活が行われてきたことの証拠となる。「墓Jr神社」

といった歴史文化に関連する地物の多くは，住居の裏手

の山の斜面などに位置した。図3の南西に位置する半島

の端に「墓Jr井戸Jr石碑」が集中する場所がある。こ

こは日向員と呼ばれる小集落で・ある。地域全体において，

山に関する地物については具体的な場所の言及および地

図への書き込みが少なかった。この理由としては， r山の

中では場所を特定できなし、J，r山とのかかわりが薄し、j，

「松茸が採れる場所の秘匿性」の 3点が挙げられる。

特に松茸の秘匿性は世間でも語られる逸話としても有

名である。実際にE氏は「親戚(対象地域に居住)は見

るだけで松茸が埋まっているのがわかるJと言及してお

り，松茸を自分から採ることに言及する住民は多くなか

った。しかし，山に関する産業について集落近くで言及

された地物もある。 Q氏の「家の裏手に鉱山の跡地があ

る。昭和 38年に亡くなったお祖父さんが鉱山の技師であ

ったJという言及から，対象地域で、は小規模の鉱山採掘

がおこなわれていたことがわかる。この鉱山とは金鉱を

示している。金鉱に関する住民の言及は多くはなかった

ため，テキストマイニングの形態素解析による語句の順

位で上位にはならず，選択に含まれなかった。

表 2は地物を言及した住民の世代を割合で表し，人数

の合計数を頻出順で並べたものである。 1グソレープで1ま

「熊野神社Jに言及する住民が極めて多かった。これは

D氏の「小正月にたき火をしていた。 30年ほど前に火事

と間違われて通報されたJがある。行事中止の影響を経

験した 30~40 代の住民に強いイメ ージとして残った。

表 2 事物の言及人数の上位

Table 2 The higher rank of regional point in the sum of interviewee 

|事物名 A B C 合計言及人数|
瞳塑~ 34.4 14.1 51.6 8 

瞳墾峠 。。 57.7 42.3 61 
瀬織j章姫神社 28.2 15.4 56.4 5 
熊野神社 71.0 29.0 0.0 51 
山の神社 。。 100.0 。。 51 

干潟 55.0 45.0 。。 4 

九九唾き浜 39.3 21.4 39.3 4 

定塑費量乗降場 39.3 21.4 39.3 4 

集会所 。。 45.0 55.0 4 

注。事物の言及数の上位 9位と世代の語句の言及割合を示した。
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町考察

オーラルヒストリーをテキストマイニングによって分

析する方法は大量の定性的データを定量的に処理できる

が，その反面，処理によって消失する情報も多い。しか

し，テキストマイニングは，都市の鉄道路線エリアに着

目した研究 13)などの地域イメージを捉えるためのアン

ケー卜調査と比べ，具体的な語句の抽出が可能である。

この利点と欠点を認識しつつ正確な地域イメージを把握

するためには，抽出された語句が含まれる文脈を抜き出

し，その文脈の考察を行うことが必要である。

地域住民が言及した地物は，農山漁村である対象地域

の自然条件の影響を受けつつ，空間的に偏在しているこ

とがわかった。農山漁村の地物を把握することには困難

が伴う。都市の地域イメージを GISによって交差点のラ

ンドマークから可視化した研究 14)では，ランド‘マークの

少ない場所ではイメージを分析することが難しいとされ

る。今回採用した空中写真を用いたインタビュー方法は，

ランド、マークの少ない農山漁村においては有効である。

インタビ、ューに空中写真を利用することにより，ランド

マークの少ない海や山に関する記憶，出来事に位置情報

が付加される。中でも，地図には記載されにくい地蔵や

石碑，山の中の神社などの場所が特定できることや，震

災によって消失した地域の地物を住民の記憶から復元す

ることができるという利点がある。

本研究では地域イメージをオーラルヒストリーのテキ

ストマイニングと GISによる 2つの側面からの分析が，

有効であることが明らかになった。これらの方法はコミ

ュニティに依拠した復興を支援する外部の人間にとって

有効な手段になるであろう。
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