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3.11 震災アーカイブ活用の可能性
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このシンポジウムは，東日本大震災から2 年となる2013 年 3月に NHK 放送文化研究所が開催した。大震災
の映像や記録を後世に伝えていくために，NHKをはじめ，大学，被災自治体などさまざまな機関が震災関連
のデジタルアーカイブを構築してきたが，その膨大なアーカイブを将来の防災・減災，そして復興にどう活用で
きるのか，また，長期的に有効活用していくためには何が必要なのかを，防災とアーカイブ研究者，宮城県気
仙沼市の職員，NHKのアーカイブ責任者が議論した。
アーカイブはあくまで素材でしかなく，防災・減災にいかすためには，映像や写真に地域の実情に合わせた
意味づけを行う必要があることが確認され，防災専門家に加えて，地域の人たちの参加が不可欠であるとの
認識が共有された。
さらに，復興におけるアーカイブ活用については，震災前の映像を被災者に見てもらう実験的なワークショッ
プが紹介された。復興過程を記録し続けることの重要性も指摘され，アーカイブは過去の記録だけでなく，現
在進行形の作業であることが確認された。
最後に，自然災害，リスクの中で生きる力を強化するためにアーカイブを活用してほしいなど，震災の教訓を
世代を越えて引き継ぐためにも，アーカイブの積極的な活用を期待しつつ，シンポジウムを締めくくった。

はじめに
東日本大震災は，地震の発生・津波の襲来，
救援・避難活動，復旧，そして現在も続く復興
まで，同時進行でカメラに収められてきた。震
災の教訓を次の世代に引き継ぐためにも，それ
らの映像・写真をどう保存して，どう活用して
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いくのかを考えることは，震災を直接経験した

シンポジウムは，

私たちの世代の使命でもある。

「パネリストがかかわる震災アーカイブ」

NHK 放送文化研究所では，震災から2 年と

「アーカイブを防災・減災にいかすには」

なる2013 年 3月14日に東京で「3.11 震災アーカ

「アーカイブは被災地の復興にいかせるか」

イブ活用の可能性」と題する公開シンポジウム

「これからの震災アーカイブの在り方」

を開催し，防災・減災，復興にいかすための方

の 4 つのパートで構成されている。以下はシン

策を議論した。パネリストは以下の 5 氏である。

ポジウムの抄録である。
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1．パネリストがかかわる
震災アーカイブ

三浦：気仙沼市のアーカイブはこの 4 月から整
理が始まる。震災直後からご遺体の収容や目
の前の生きている方々の命と生活を優先せざる

田中：初めに，パネリストがそれぞれかかわっ

を得ない状況で，現地には写真を撮っている

ているアーカイブを紹介いただきたい。

人がナンセンスに見えてしまうような風潮もあっ
た。しかし，アーカイブを自分たちの子々孫々

● 後世のために多様なデータを収集

に残していかなければならないという思いは共
通に持っている。例えばこの写真には，津波
になぎ倒された電柱，電線，1 階部分が津波
で崩れ落ちた建物などが写っている。市役所
の庁舎から撮った。
こういった資料が現在，約 2 万点ある。

震災直後の気仙沼市
みちのく震録伝

矢守：1995 年の阪神・淡路大震災の資料を収

今村：東北大学のデジタルアーカイブ「みちの

集している「人と防災未来センター」で，アー

く震録伝」は，防災の専門家に活用してもら

カイブを担当している。当時は携帯電話ですら

うことを目的に震災直後から取り組んだ。地

さほど普及しておらず，一般の方が動画を撮っ

震，津波，原発関連のほか，手に入るさまざ
まなデータを集約し，後世に残したいと思って
いる。
30 年前の1983 年に日本海中部地震津波を
受けて，東北大学では当時や過去の記録を収
集し，その後の災害評価・予測に利用したが，
東日本大 震災ほどの大規模災害は記 録にな
かった。記録を超える災害をどう想定するのか
も，大きな命題だ。
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人と防災未来センター（神戸市）
「人と防災未来センター」ウェブサイトより

てネットにアップするなど考えられない時代の
アーカイブだ。約 18 万点の資料を収蔵してい
るが，博物館で展示できているのは約 700 点
にすぎない。

2．アーカイブを
防災・減災にいかすには
田中：ここからは，アーカイブを防災・減災に

18 年たった現在も資料を寄贈してくれる人が

どういかせばよいのかを考えていく。HHK で

いる。アーカイブは終わることのない進行形の

は 2012 年の夏からアーカイブを防災教育，防

営みだ。このことは東日本大震災のアーカイブ

災訓練に活用する試みを始めている。まず，そ

にとっても重要なポイントになると思う。

の取り組みを VTR で紹介したい。

● ネット利用で情報量が拡大

VTR の要約

宮本：2012 年 3 月「NHK 東日本大震災アーカ

（MC）東京都多摩市の聖ヶ丘中学校で，2012

イブス」というサイトを公開した。コンテンツの

年 6 月，避難訓練に合わせて，
「東日本大震災

柱は震災体験者の「証言」だ。ウェブの特性を

アーカイブス」
を活用した防災授業を行った。
アー

いかして地図と組み合わせることで，証言者が

カイブでは，迫り来る津波を前になかなか逃げ

震災当時どこにいて，どんな被害に遭ったのか

ようとしなかった人々がいたことを紹介，判断

がわかるようにしてある。また津波の浸水地域，

の遅れが大きな危険につながることを説明した。

各地域の津波の高さ，建物の損壊度，被害者

そして，前回の避難訓練のあとの生徒たちへの

数なども表示できる。

アンケートで，机の下に隠れるなどの指示に従
わなかった生徒が目立ったことが紹介された。
（先生）
「東北の被災地で，逃げてくださいとい
う警告を無視している人たち。これはアンケート
の『机の下に潜らなかった…47％，恥ずかしい
から…67％』に匹敵しないか？」
（女子生徒）
「前回の防災訓練のとき，私は机に
潜らなかった。映像を見て，周りを気にしないで
自分の身の安全を確保しなければいけないんだ
なとすごく反省した」

NHK 東日本大震災アーカイブス

また証言の他に，発災時のニュースが約130

（校長）
「本当の画像を見せてやることで子ども
たちの感じ方が違ったと思った。心に響いたと
思う」

本，復興関連ニュースが現在約 400 本，NHK

（MC）一方，東日本大震災以降，急速に津波対

スペシャルなどの震災関連番組を5 分に短縮し

策に力を入れている高知県南国市で，2012 年 7

たものも6 本公開している。約 30人分の証言で

月，地域の防災担当者が公民館に集まり，東北

スタートし，本日（2013 年 3月14日）の更新で

大学の今村教授から防災について学んだ。この

244 人分，ニュースが 500 本以上という現状だ。

中で使われたのが東日本大震災のアーカイブだ。
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（今村）
「これは仙台湾。高知の地形とかなり似

るというのが大切なこと。一方，内陸部の学

ている。アーカイブの映像を自分の地域に，自

校では基本的なところから見てもらった。また

分の視点に置き換える。それが大切だ」

日本はどこでも津波が来る可能性があるから，

（MC）今，太平洋沿岸を震源とする巨大地震
の可能性が指摘されている。国の想定では南国
市にも最大 16 ｍを超える大津波が押し寄せる。

もし津波に遭遇したらどうすべきかについても
考えてもらうよう心がけた。
地域によって必要なアーカイブは違ってくる。

沿岸部に住む濵田憲雄さん（地域防災担当者の

すでに防災意識の高い地域の方々には地域性

1 人）は，5 年前から自主的な取り組みを行って

の高い情報を，広く一般にはベーシックな情報

きた。公民館から戻った濵田さんは自宅のパソ

を見てもらうというのがポイントになる。

コンでアーカイブをチェック。自分たちの地域の

田中：地域によって個別に汲み取っていかなけ

参考になるものを探し出し，周辺の人たちと一

ればならないメッセージがある。どのアーカイブ

緒に映像を見た。

を使うのかは地元の人と話し合って考えるのか。
宮本：地域や組織

（濵田）
「このサイトには自分たちに応じたヒント

の特 性を考えなが

が必ずある。今後にいかしていきたい」

ら素材を選び，我々
や専門家がそこへ
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● 必要なアーカイブは地域で異なる

出 か け て 行 って，

田中：今村さんにはアドバイザーとして NHK

これを見てください

にご協力いただいた。今の 2 つの例，1 つは

とできれば いいの

津波のおそれがある南国市の町内会，もう1 つ

だが， 証言 が 244

は内陸・多摩市の生徒を対象とした学校教育，

本， ニ ュ ー ス が

まったく違う条件だが，アーカイブを活用する

500 本 以 上になっ

ポイントは？

てくると，なかなか対応できない。コンテンツ

今村：南国市は南海トラフ地震津波の心配の

が増えれば増えるほど，探し出す難しさがある

あるところで，すでに具体的にさまざまな防災

と思う。それに応えるために，NHK では，コ

活動を行っている。

ンテンツをテーマごとに括り直した新たなペー

だが，東日本大 震

ジを作った。例えば避難に車を使うべきかど

災の状 況を踏まえ

うかを考えるために，車を使って避難した人の

て，
「ここは実は検

証言集や，町内会の役員の方の経験を聞いた

討していなかった」

証言集などを作った。さらに，その証言を見

「 こういうことも必

たあと，
「こんなことを考えてみては？」「こうい

要かもしれない」と

う計画を立ててみては？」と提案するページを，

いうものが見えてき

今村先生に監修していただいて最近開設した。

た。 こうした 新 た

地域，組織，あるいは年齢構成などに合わせ

な気づきを提 供す

て活用してもらいたい。
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● 自分のことに置き換えることが重要
矢守：映像は非常

ということが，プログラムの中で一体となって
進めていけるといいと思う。

に大きな力を持 つ

三浦：気仙沼でこ

と考えている。 た

れから取り組むアー

だ，映 像そのもの

カイブは， 第一義

に パワーはあって

的には「 市民 の防

も， それを自分た

災教育のため」と

ちのこととして受け

目的が明確。今回

止めるだけの姿 勢

の被災経験を自分

や態度がないかぎ

のこととして後世の

り，十 分 にいかさ

地元に住む人間に

れない可能 性がある。例えば私たちは 2004

伝えるためにはどう

年 12 月末にインド洋大津波の衝撃的な映像を

したらいいかを今，真剣に考えている最中だ。

目の当たりにしたが，それをいかせたのか，反

映像はものすごく強い説得材料になる。気仙沼

省しなければならないと思う。映像の力を引

では過去に明治三陸地震津波や昭和三陸地震

き出すためにも，南国市のビデオの中で今村

津波が起きていて，先人たちは市内 28 か所に

先生がおっしゃった「自分のことに置き換える」

石碑を残している。
「地震がきたら津波と思え」

ということが，非常に大事だと思う。

と刻まれていて，とにかく逃げろ，甘くみるな

私は「クロスロード（分かれ道）」という名前

と戒めを残した。しかし，今生きている我々の

の防災教育ツールを作った。例えばこういう状

年代でこれらの石碑の存在を知らない者も多

況に置かれたときに，自分だったらどうするか

い。それが実態だ。防災教育という面で，過

をみんなで考えるもの。質問の1つは「あなた

去の人たちは石で残した。では，我々は何で

は公立病院の職員，医師，看護師である。入

残すか，どう伝えるか。高い訴求力のあるデジ

院患者を移送中に報道カメラマンが撮ろうとし

タルアーカイブをどう作るかというのが，今課

た。そのまま撮影させるか？」というもの。こ

せられた大きな課題だと思う。

の質問は，阪神・淡路大震災の神戸市西市民
病院の看護師さんの証言をもとに作った。

●「意味づけ」は今しかできない

アーカイブは，
「そういうことが当時あったの

三浦：もう 1 点言いたい。
「意味づけ」という

だな」ではなくて，
「こういう場面に出くわした

点でとても大事だと思うことがある。ここまで

らどうするか」と自分のことに置き換えて考え

全体の防災教育の必要性が 語られてきたが，

を進めることで，初めてその価値が倍増してく

細かいことで 1 つ。ここに 1 枚の写真がある

ると私は思う。記録があること自体，非常に価

（P26 写真参照）。ここは JR の高架橋で，震

値が高いが，我が事として考えるための素材と

災時，大渋滞になった車に津波が押し寄せ多

してアーカイブを使いたい。映像とそれを活用

くのご遺体が収容されたという場所だ。問題は，

する技，すなわち「自分のことに置き換える」

写真が持つ意味をしっかり伝えるための記録
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たときの映像だ。
こういう映 像から，我々はどういう被害が
あったのかを推 理できる。 それが 共有化の
部 分 だ。 例えば「 浸 水 」。 これ は 泥 水 だか
ら，溺死の原因の1つはこの水を飲んで，器
官の中に泥や砂が入り込んだためだ。また場
合によっては石油など化学物質を飲み込んで
しまい， いわゆる津 波 肺になった， 炎 症を
気仙沼市 JR 高架橋

起こしたという状況もある。津波が来たら基

は，現地の人間がしっかりと記憶している今の

本的に高いところに移動しなければならない

うちでしかやれないと思う。こういうひどい映

が，たとえ流されたとしても水は飲み込まない

像は，地元では見たくないという方もいるが，

など， いろいろな教 訓がこの中にある。
「流

アーカイブした資料の持つ意味づけというのを

れ」 の強さということでは気仙 沼の 共 徳丸

しっかり 1 個 1 個にしていかなければならない

のように，こんな大きなものも流れてしまう。

という責任を感じている。

また破壊力によってコンクリートも壊れてしまう。

田中：
「みちのく震録伝」では素材にどのよう

こういう状況を我々は物語の中に入れて，伝え

に意味づけをしているのか。

なければいけない。

今村：アーカイブは，例えば個々の映像や経

こういうベースをもとに「自分のこととして考

験を，共通地域とか共通項目，原因などを踏

える」ためには，例えば南海トラフ地震が起き

まえて「意味づけ」しなければならない。共

たらどういう揺れ，津波になるのかと考えても

有化は非常に必要なことだが，それに加えて，

らいたい。
「みちのく震録伝」では予測として

事実や意味づけを長く継承するためには「普

の映像情報を提供できるので，東日本大震災

遍化」が必要だ。実は日本各地にさまざまな

の教訓をいかしていただきたい。津波は何分後

物語が残っており，おそらくこれらの物語はこ

にどこに来ているのか，そのときの津波の高さ

こで言う普遍化の中の「ナラティブ」に対応す

や浸水はどうか，だとすればこういう状況が生

るかと思う。我々の「みちのく震録伝」も，アー

まれるのではないか―。さまざまな気づきを

カイブであるさまざまなデータを，役立てる，

生み出すことを「みちのく震録伝」は目指して

意味づけをする，またそれを長く残すという努

いる。

力をしている。
震災 3 か月後に東日本震災復興構想会議か
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● もう 1 つのキーワードは「語り」

ら「復興への提言」が出た。この中には復興

矢守：先ほど VTR に南国市が出てきたが，遠

構想 7 原則というのがあり，第一の原則は教訓

く離れた高知でも「みちのく震録伝」がいかさ

の伝承・発信となっている。これが復興の，ま

れているという点で非常に重要な仕事だと思っ

たアーカイブの原点だ。
（スクリーンで写真を見

た。先ほどから出ている「意味づけ」は，たし

せながら）これは宮古に津波の第一波が入っ

かに大事なキーワードだ。これに関連して，私
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なりにもう 1 つ大切だと思うキーワードは「語

どう感じたか，伺いたい。

り」。アーカイブは物の集まりだが，
「物」にど

矢守：今村先生は，大きく言うと工学がご専

ういう「語り」を付けていくか。両方合わせる

門。私は人文社会系で，小さく言うと心理学

と「物語」になる。物に対する物語，絵（写真

が専門。工学に代表される自然科学の問題と，

や映像）に対する絵解き，こういうコンビネー

人間科学・社会科学の問題はやはりちょっと性

ションでアーカイブを活用していくのが大事な

質が違うところがある。ほかの地域に知識を応

のだなと，一連のお話を伺っていて感じた。

用していくときに，工学的な問題では専門家の

田中：では，誰がその「物語」を作るのか。

力が非常に大きいと思う。例えば津波の動き方

日本各地，地理的にも文化も土地柄も違う中，

は，東北でも高知でも基本的には同じメカニズ

専門家がすべて「意味づけ」をして物語を作る

ムに基づいているからだ。ところが人にかかわ

のは難しいのではないか。

る部分では，地域性は違うし，人によって年齢

今村：そのとおりだ。被害というのは，災害

も性別も反応も違うというように多様性が大き

が起きて揺れとか津波といった現象
（ハザード）

く，専門家が果たせる役割がパーセンテージと

によるものだけではなく，どういう生活をして

しては小さくなると思う。

いたのか，どういう事前の備えをし，どういう

ただ，その制約のもとでも，人文社会系の

対応をしたのかによって大きく変わる。我々自

専門家にできることもある。VTRで南国市の

身が見直すべきこと，また地域や歴史も踏まえ

高知空港の辺りの町の様子と仙台空港の辺りの

てやるべきことがあり，その意味では社会科学

町の様子が似ているという話があった。また，

の部分も不可欠だ。いかに融合させたものを

高知県の黒潮町と気仙沼市には親戚関係の人

アーカイブの中にきちんと入れていくかが重要

が多い。カツオ漁でつながっているからだ。そ

になると思っている。

ういう地理的な要因や社会的な要因で似たとこ

宮本：NHK でもアーカイブの意味づけという

ろ同士は，人間や社会が気を付けるべきことも

ことでは専門家に協力を仰ぐ必要があると思っ

やはり似てくると言える。そういった地域をつな

ている。我々としてできるのは，デジタルの技

ぐような役割ならできそうだ。普遍化が大事だ

術を使って分類すること。例えば 1 つのコンテ

という話があったが，その方法に工学系と人文

ンツに津波，火災，高台などいくつかのキーワー

社会系で少し違いがあるのでは？ 工学系のよう

ドを付けて分類することができる。ただし，分

に，一気に普遍的な知識や効果を期待するの

類した上でそれをどんなふうに利用したらいい

ではなく，例えば，東北のこの町で起こったこ

のかという点ではやはり専門家の力を借りて，

とは西日本のこの町でも有効かもしれない，と

我々がミスリードをしないようにしていく必要が

いうようなペアをたくさん作っていくことでアー

ある。

カイブの教訓を発信していく，広げていく。そ
ういう方法もあると思う。南国市で行われた

● 工学と人文で異なるアプローチ法

ワークショップのような場を提供し，そこで地

田中：阪神・淡路大震災のときの対応で，物

域の方に主役になってもらいつつ，ペアの教訓

語を作るときの専門家の役割の可能性や限界を

をアーカイブを利用しながら伝えていくという形
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が重要になってくるような気がしている。

いう義務的なものだけではなく，防災教育に
関する研究成果の発表会や事例集の作成など

● 防災専門家だけが専門家ではない

一生懸命やっている。子どもたちに自分たちの

三浦：気仙沼での地域の人材づくりについて話

力で生き延びてもらう，生き残ってもらうという

したい。東日本大震災以前から防災教育には

取り組みを真剣にやっていて，その専門家とい

非常に力を入れてきた。何年かかけてやってき

う意味で指導者となるのは学校の先生だと言え

た防災教育の集大成として「気仙沼津波フィー

ると思う。

ルドミュージアム」という防災教育システムを

田中：気仙沼では，各学校の防災主任の先生

作った。簡単に言うと，ウェブブラウザで子ど

方がいわば地域の専門家として，子どもたちに

もたちが津波に関する知識を広げられるという

防災を教えて，知恵を引き継いでいくという流

コンテンツだ。

れだ。

システムの内容は，単に津波の知識を得る

今村：本来あるべき形だと思う。さまざまな経

だけではなく実際にフィールド（現場）に出て，

験やデータの整理，また評価とか予測というの

それを体験として自分のものにしてもらおうと

は我々専門家，担当者ができる。しかし，特

いうもの。例えば，津波避難時の階段を実際

定の地域で何が必要なのかは，やはり地域を

に上ってみる。ものすごい高さで，ここは高齢

より知っている方の更なる意味づけが求められ

者は上れないなと自分の体の疲労を通して感じ

る。
「生き残る力」という表現があったが，生

る。津波の被害を繰り返している地域だからこ

き残るためには何が必要か地域の専門家たち

そ，フィールド全体をミュージアム（博物館）化

からフィードバックしてもらえれば，広義の専門

して，防災教育の定着化を進めようということ

家の，あるいは NHK などの，アーカイブ整理

だ。子どもたちから「崖が崩れそう」とか「避

がいっそう進むのではないか。

難道路の手すりにひびが入っていて危ない」な

田中：地域の専門家というと，NHK の取り組

ど市役所にとってはけっこう耳の痛いレポート

みを紹介した VTR で，南国市のアーカイブ研

も出てくるが，先入観のない子どもの視点とい

修に参加した方が自宅に戻って地区の人を集め

うのは，大人たちが防災教育を自治会などで

てアーカイブを見せていた。こういうのは非常

進めていくに当たっても非常に新 鮮で参考に

にいい流れではないか。

なった。実はその完成直後に震災が起こった

宮本：そのとおり。こういった形で広がってほ

ので，これから十分に使っていくためにも震災

しいというのが我々の一番の希望だ。

のコンテンツを追加していこうとしているところ
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例えば避難に車を使うべきかどうか。NHK

だ。今回の震災アーカイブの取り組みも含め，

アーカイブスの証言そのものは，車を使ったこ

子どもたちに教育素材を提供していきたい。

とで危険な目に遭った話が多く，
「やはり車は

その際，誰が防災教育を担当するかと言え

使っちゃいけないんだな」と感じるはずだ。し

ば，やはり現場の先生方だ。震災以降，防災

かし南国市の地形を見ると，年配の方なら車

主任という役割を持つ先生が配置されている。

がないと高台には行けないということもある。

その方々を中心に各学校で，避難マニュアルと

NHK が言えるのは「車を使わなければならな
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い地域の方々は実際に計画を立ててほしい」と

● ハーバード大学の挑戦

いうところまでだが，地域の方はさらに踏み込

田中：アーカイブを宝の持ち腐れ，死蔵させな

んで，どの道なら渋滞しそうになるかといった

いために何が必要なのかを考えていきたい。デ

きめ細かい観点で自分たちの地域を見られるよ

ジタルアーカイブを有効活用してもらうために

うな専門家になっていただきたい。地域の専門

は，必要な映像や写真を効率よく探し出せる仕

家が増えていき，
「みちのく震録伝」やNHK

組みが必要ではないか。アメリカのハーバード

アーカイブスを使って普段から勉強していただ

大学が震災アーカイブを開発し，その仕組みが

くという状況になっていくのが理想だ。聖ヶ丘

日本でも参考になると思うので紹介したい。

中学校の取り組み，南国市のワークショップの
様子など，NHK アーカイブスで見られるように

報告の要旨

してあるので参考にしてほしい。
● 誰のため，何のために収蔵？
矢守：阪神・淡路大震災の経験から，地域の
方とともに専門家が協力してアーカイブを作っ
ていくというときに，常につきまとう根本的な
問題として，誰のために，何のために収蔵して
いるのかという究極の問いがある。この点は，
「人と防災未来センター」に対するご批判の 1

ハーバード大学東日本大震災デジタルアーカイブ

つにもなっている。センターは防災・減災を進

ハーバード大学ライシャワー日本研究所が開発

めるための素材を提供する場なのか，それとも

した震災アーカイブの仕組みには大きく 3 つの

亡くなった人をいつまでも忘れないために，被

特徴がある。1 つ目は検索機能。日本やアメリ

災者の方々が預けたものを時々見に来るような

カで集められたアーカイブを一括して検索する

場所なのかと。もちろん，多様な目標を置いて

ことができる。東北大学のサイト，NHK のサイ

進めていくほかないと思うが，そのことを常に

トなどを個別に開かなくても，ハーバード大学

頭に置き，アーカイブの将来を思い描いておく

の震災アーカイブのサイトにキーワードを入れる

ことは必要だと思う。

と，各機関で集めた資料が一括で表示される。

今村：我々も専門家のためのアーカイブに限定

2 つ目の特徴は地図と連動していること。

してはダメだというのが最初の出発点だった。日

3 つ目の特徴は「参加型」と名付けられた仕組

本の復興・再生や将来の減災のためにもっと大

み。アーカイブで映像や写真を活用した利用者

切なものがあるかもしれないという意識を持っ

が結果的にできたデータをサイト上に保存でき

て，とにかく可能なかぎり記録する。そのとき

るようにしている。それを他の利用者が，参考

に大切なのは位置と時間だ。どこでいつ撮った

にしたり，再利用できる。多くの人に活用しても

ものなのか。そこにいくつかのキーワードを付け

らいデータがたまればたまるほど，使いやすくな

ながら置いていく。この 2 年，そうやってきた。

るという考え方だ。
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これについて，今村教授とともに「みちのく震

ん違うと思うが，どう評価するか。

録伝」の運営に携わる柴山明寛東北大学准教

矢守：このように国際化されて多言語化されれ

授は「ハーバードのサイトは検索，地図表示な

ばそれだけ目につく可能性も高く，非常に評価

どパフォーマンスが良く，欲しい情報が手に入

できる。
「人と防災未来センター」でも四川大

る。日本では，アーカイブの収集作業が中心で，

地震が発生した 2008 年の後半に，来館者の

公開システムはまだまだ未成熟。日本が見習う

月別ランキングで日本の多くの県よりも中国の

べきところが多い」と

方が多かったことがある。最近は国際的な関

語った。

心も高くなってきた。

また，サイトを立ち上

宮本：震災 1 年後の 2012 年 3 月 11 日には 64

げたゴードン 教 授は

万ページビューという大変なアクセスがあった。

「日本にとってあるい

その後だんだん下がり，9 月 1 日の防災の日周

は世界にとって東日本

辺を除くと 1 日 1,000 ページビューぐらいになっ

大 震 災は，重要なウ
ハーバード大学
アンドリュー・ゴードン教授

ていた。しかし地道にワークショップや講演会

エイトを持つある種の

を続けた効果が出て，年が明けて 2013 年から

分岐点として歴史に残ると思う。このアーカイブ

は 2,000，先月（2 月）は 3,500 になり，3 月は

は，そうした将来の人たちの物事を考える材料

震災後 2 年ということでまたアクセスが増えた。

として作りたいと思った。今現在よりは将来の

活用が広がるためには，使いやすいアーカイブ

ために作ろうとしている」と語る。

の仕組みを作っていく必要がある。

ハーバードのアーカイブは検索のためのメタデー

田中：三浦さんはハーバードの仕組みを，被災

タの充実や，英語への翻訳など，課題も多く残っ

地の視点から見て，どう評価するか。

ており，今後も改良を加えていくという。

三浦：ハーバードのアーカイブは非常にすばら
しい取り組みで，さすがだと思った。気仙沼が
これから取り組むアーカイブも「みちのく震録

今村：この仕組みづくりには東北大学も協力し

伝」も，共通のインターフェースで見られると

た。一言で言うと，死蔵しないために「成長し

いうことだが，我々も「自分たちだけのアーカ

ていくアーカイブ」が必要だ。利用者が「こう

イブ」という意識はない。どこに置いてあって

いうものが欲しい」と要求し，それを我々が提

もいいと思う。誰のためかという話もあったが，

供していく。そうすると我々が考えていたコンテ

広く人類のための取り組みだ（笑）。

ンツよりさらに大きなものになる。検索のため

宮本：ハーバード大のデジタルアーカイブには

のタグづけで大変なのは映像。映像や写真に

NHK も協力している。NHK アーカイブスは今，

今，人海戦術でキーワードを付けていっている。

ごく一部だが英訳を付けて，震災の教訓を日

現在，映像を処理することによって自動的にで

本国内だけでなくて世界的に利用していただく

きるような工夫もしている。

可能性を探っている。各国で NHK アーカイブ

田中：ハーバード大学のデジタルアーカイブは，

スを見ていただき，外国のほかの地域でも有用

「人と防災未来センター」の仕組みとはずいぶ
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な情報なのか，特にインド洋大津波災害など

を経験した東南アジアと共有できるものなのか

と。当時避難所で大活躍をされたおじいちゃ

探っていきたい。

んが最近亡くなった。その遺品を整理してい
た方が，東北でも震災があったし，今このタイ

● 長期的に育てる意識が大切

ミングで寄贈して当時の避難所を知る資料の1

田中：国境を越えて，しかも長期的に使える

つにしてもらえれば，きっと喜んでくれると思っ

というのもデジタルアーカイブの特徴だと思う。

て持ってきたとおっしゃってくださった。別の

阪神・淡路大震災からまもなく20 年になる。
「人

方は震災から9 年目の年が大きな区切りになっ

と防災未来センター」は毎年 30 万人，多いと

たと言って，資料を持ってこられた。なぜ 10

きで 50 万人の入館者があるそうだが，長く活

年目ではなく9 年目なのかと思ったのだが，そ

用されるためのアドバイスは？

の方は当時 11 歳の小学校 5 年生のお子さんを

矢守：冒頭でも言ったが，阪神・淡路大震災

亡くされていた。生きていれば成人式を迎える

後 18 年たってもアーカイブに寄贈してくださる

9 年目が 1つの区切りとなったという。

方がいる。大事なことは，どうして時間がたっ
てから寄贈しようと思われるのかという点だ。
人と防災未来センター

一次資料の推移

きっと東日本大震災についても同様のことが
あるだろう。阪神・淡路大震災の資料を死蔵
しないためにと活動してきた歴史から感じるの

180,000

は，アーカイブというのは長期的に育てていく

175,000

ことがすごく大事なのだろうということだ。
田中：同じアーカイブでもその持つ意味合いが，

170,000

時間とともに変わるのだろうか。

165,000

矢守：変わってくる。個々人にとっての区切り

160,000

は別にして，阪神・淡路大震災の総体としては

155,000

10 年目辺りがやはり区切りになっていた。それ
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度
度
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度
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以前は回顧的に後ろを振り返る，忘れないた

人と防災未来センター提供

めのアーカイブという色彩が強かった。それが

今このタイミングで写真，物，記録文書を初

10 年たつ頃から，忘れないためにというよりも

めて提供してくださる方がいることを，皆さん

将来に備えるために，つまり，回顧するという

はどう考えるだろうか。先ほど三浦さんは「こ

よりは前を見て準備するためにという色彩が強

の写真は，今はまだ被災者の方にお見せでき

くなった気がする。そして大事なことは，また

ない」と言われた。裏を返すと，数年たったら

それが 2011 年，東日本大震災を契機に少し変

変わるかもしれないという気持ちを込めての発

わったということ。東日本大震災の光景を見た

言ではないか。阪神・淡路でも時がたって変

阪神 ・淡路大震災の被災地の方々が，将来に

わってくるということがあった。

備えることももちろん大切だが，自分たちの身

もう1つ感じるのは，我々はよく震災から2

に16 年前に起こったことをもう一度振り返ろう，

年だ，10 年だ，20 年だという言い方をするが，

そういうムードができてきた。つまり，アーカイ

区切りになるタイミングは人それぞれだというこ

ブの意味は決して 1 つに決まるわけではなく，
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時間とともに変化していくものなのだと実感し

の漁船が避難してくる。番組は避難してくる漁船

た次第だ。

の船員たちとそれを迎える地元の人たちとの嵐
の日の交流を軸に，漁業の町ならではの地域の

3．アーカイブは
被災地の復興にいかせるか
田中：次は，復興にアーカイブをいかせるかを
テーマに考えていきたい。

表情の一端を描いている。
ワークショップの参加者たちは番組を見て何を感
じたか，その都度紙に書き出していった。それ
をもとに，番組終了後に意見を交換。中には，
「知っている人たちがたくさん映っていて，津波

アーカイブというと，災害が起きた後の被害

で命を失くした人の姿もあったので，見ていてつ

の様子を一番に思い浮かべるが，震災前の被

らかった」といった声もあった。その一方で，
「今

災地の様子がわかる映像などもアーカイブとし

後の復興を考えていく上で，気仙沼は漁業の町

て活用できるのではないか。そうした考えから，

だということを再認識できた」などの意見も出さ

2012 年12月に仙台で実験的なワークショップ

れ，かつてのふるさとの姿をとらえた番組を改め

を開いた。その様子をVTRでご紹介したい。

て視聴することの意味を確認した。
（参加女性）
「3 月 11 日の震災で父親は仕事が

VTR の要約

無くなって弱った。町をまた立て直し，父親が
仕事に戻れるように，漁業のほうもまた再開で
きたらなと思いながら見た」
（参加男性）
「震災後，新しいコミュニティーを
作らなければいけないが，震災前はこうだったん
だよというのをみんなで思い出しながら見た」

● アンデンティティーを取り戻す
田中：全体として前向きな意見が多かった。
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（MC）ワークショップは 2012 年 12 月，仙台

三浦さんも気仙沼市民の一人で復興にも携わっ

市で行われた。震災前の被災地の姿をとらえた

ているが，震災前の町の番組を見るというのは

テレビ番組を，震災を体験した人たちが改めて

どうか。

視聴して，どのようなことを感じるのか，また復

三浦：正直，懐かしいなぁという感じ。地元で

興につながる何かがあるのか，意見を交わしな

よく見られていた番組だが，気仙沼の本当の横

がら探るのが狙い。この日は宮城県気仙沼市の

顔をごく近くから撮ってくれていたと思う。こう

NPO のメンバーなど 15 人が参加。

いう形で改めて地元を見ることは，アイデンティ

まず，2009 年に放送されたドキュメンタリー番

ティーの再認識につながるように思った。気仙

組「嵐の気仙沼」を視聴した。台風が接近すると，

沼はやはり港町で，それなのに港も船も，それ

気仙沼港には三陸沖の太平洋で操業する数多く

にまつわる一連の製造・加工・運輸という産業
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のほとんどを今は失ってしまった。失って初め

者であるかということを再 確認するためには，

て，地元―自分たちが何者で，どういう生活

まずは震災前の様子を確認することが大事で

をしていて，どういう地域だったのか，さらに

はないかと考えた。

は神楽であったり町並みであったり，失われた
地域の文化や伝統など―に目を向ける人たち

● 視聴後の議論で進む確認のプロセス

が増えてきている。それはアンデンティティー

田中：今回は実験的なプレワークショップとい

を取り戻そうとする作業だと思う。だから，今

う位置づけだが，成果は？

回の気仙沼のアーカイブの取り組みでは震災以

水島：映像で見ていただいたように参加者は

前の写真も集めたい。今，一番必要な復興で，

15 人くらい。約半分が気仙沼からお越しいた

どのように町をデザインしていくか考えるときに

だいた方で，残りは以前気仙沼に住んでいた

震災前の写真を利用すべきだと思うし，それを

か，今回の震災で気仙沼を含め広く東北の被

抜きにしての復興はありえないと思う。

災地にかかわられている方，つまり，地域への

田中：ここからは，ワークショップを主導して

思いのある方に集まっていただいた。

いただいた東海大学の水島さんにもご参加いた

視聴したドキュメンタリー番組は気仙沼イコー

だく。水島さん，震災前の町の様子を見てもら

ル漁業の町というのをかなりストレートに出して

うことは被災者にとってどんな意味を持つのか。

いる映像なので，一種のステレオタイプ的なも

水島：私はメディア論を研究する立場で，アー

のに対する抵抗や反感もあるかなと予想してい

カイブの機能を考えてきた。今日の議論では，

た。最初はそういう反応も少しあったけれども，

防災・減 災のため

集団で議論している中で気仙沼の方々も，外か

のデータをどうやっ

ら町を見てくださっている方からの意見を聞くこ

て自分のものとして

とで，
「やっぱり漁業の町だったんだね」と，も

理解し活用していく

う一度思い直しというか，確認が進んでいった。

のかが大きなテー

このプロセスがワークショップの中でけっこう

マ に な って い る。

はっきりと見えて，非常に興味深かった。

それ には「 自分 の

こういう過去の映像，防災・減災にかかわる

ものとして」という

アーカイブを含めて，そもそも記録というのは，

感覚をどうやって引

人間の記憶との関係と切っては成立しえないと

き出していくのかと

ころがある。そう考えると，先ほどの「自分の

いうことが重要なポイントだと思う。この町が

ために」という問題に近づけていくには，自分

どうやって出来上がってきたのか，この町の経

の記憶や思考との結びつけをどう作っていくの

済はどうだったのかなども含め，今，町全体と

かということが，たぶん大事なプロセスになっ

自分との関係を問い返すという時期にあるのだ

てくる。そういう点では，今回のワークショッ

と思う。先ほど三浦さんはアイデンティティーと

プの中で，映像が映していない隙間― 個々

言われたが，いわゆる当事者意識 ―震災を

人が持っている記憶の中に深く沈んでいたもの

経験して，ここでこの町で生きていく自分は何

―も，例えば議論の中で掘り起こされるとい
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うプロセスが散見できた。十分とはいえないが，

ポイントだと感じた。

一歩踏み出せた実践だったという実感はある。

今後，大きなアーカイブが出来上がっていく

田中：気仙沼は震災で町の風景が変わってし

中で，このファシリテーション，つまり何をどう

まったが，やはり昔の映像を見ると記憶がよみ

見て，何を話し合っていくのかというコミュニ

がえってくるという部分は大きいか？

ケーションデザインを地元の人たちが中心になっ

三浦：正直なところ，記憶というより，瞼を閉

てやっていくことが何よりも大事になると思う。

じるとそこに，震災以前の青春時代から変わ

私は 3 ～ 4 か月に一度，定点観測的に気仙

らない昔の町並みがある。そこがずばり自分

沼を見ているが，先週伺ったときに何やら急

の根っこだったのかなと。しかしその根っこが

にいろいろと動きだした感じがした。大きな

地元にどう刺さっているのかを意識したことも

クレーンが稼働していっそうきれいになってい

なかったし，根っこをちゃんと手でつかんだこ

く。一方で 2 年たって地元の人たちの中にも温

ともなかったと，ワークショップに参加した方

度差が相当出てきている。NPO の人に今，何

たちとあとで話し合った。抽象的な言い方しか

が一番必要かと問うと，目標が欲しいと言われ

できないが，これがアイデンティティーの再確

た。
「せめてこれは作ろうよ」という具体的なビ

認ということなのかもしれない。

ジュアルとしての目標が欲しいと。目的がはっき
りすれば，それに応じたファシリテーションや

● 求められるファシリテーション

ワークショップの作り方があると思う。そこは

田中：課題として見えてきたことは？

我々ではなく，地元の人たちの問題意識の中か

水島：どういう時期に，どういうコンテンツを

ら作っていくべきではないかと考えている。

見て，何をどういうふうに話し合うかという，い
わゆるコミュニケーションデザインをどう作って

● アーカイブから歴史を見よう

いくのかということに尽きる。

今村：復興を進める上で何を目指すのかを確

私は各地でこういうことを実 践しているが，
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認したいときに，震災前の町の番組を見てみる

一例として，2007年に財政破綻した夕張市で

―これは復興の原動力になる。町の大切な

の体験を話したい。夕張市の場合，大きな転

ものが失われ，それをどう戻すのか，それが

機になったのは 1981年に夕張新鉱で 93人が亡

原動力だと思う。もちろん自分たちの知る地域

くなったガス突出事故だ。2011年，ちょうどそ

の過去を見るだけではなく，もう少し広く言う

れにかかわる映像を「30 年たったから大丈夫

と歴史を見ることは，今後の復興を進める上

だろう」と思って上映する会を持った。そうし

で，また復興の目標を立てる上で非常に役立

たら，30 年前生じた対立のような雰囲気が顔

つ。歴史には，例えば北海道南西沖地震の津

を出しかけるという状況があり，私も少しひや

波被害からの復興を遂げた奥尻の事例，古く

ひやした。しかし，次のステップに進めた部分

は安政の
「稲むらの火」の濱口梧陵の話もあり，

も多々あった。やはり，どういうタイミングでど

仙台でも慶長三陸地震津波により被災したが

ういう映像を流し，どうやって対話をするかと

伊達政宗が復興した例がある。彼らが震災後，

いうことが，映像を見るときには非常に重要な

どういう町づくりをしたのかという歴史と重ねな
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がら，今，我々の位置と方向性を話し合うこと
は大切なことだ。
「稲むらの火」の濱口梧陵は

くなってしまうことだ。
その意味で，当事者なら瞼の裏に残るもの

迫り来る津波から村人を助けただけではなく，

を，そこで暮らしていなかった我々のような外

災害後，村を守るためにまず着手したのが土

部の者がちょっとでも共有できるためのアーカ

手作りで，それが 100 年後に役に立った。ま

イブ，履歴と展望を復活させるためのアーカイ

ず何をするのか，歴史と重ねながら議論する必

ブであったらいいなあと思っている。私は岩手

要があると思う。

県によく行くが，震災時の写真を見せてくれる
方は誰一人いないが，ここはこうだったんだよ

● 履歴と展望の共有のために

と昔の写真は見せてくれる。それは，その履

田中：阪神・淡路大震災の復興では，各地に

歴と展望をちょっとでもシェアしてくださいよ，

街づくり協議会が作られ，住民同士ずいぶん

という気持ちの表れなのだ。履歴と展望が込

話し合ったようだが，震災前の番組を見ること

められた風景を再現していくことが，おそらく

は参考になると考えるか。

さっき話に出たアイデンティティーということに

矢守：大事なことだと思う。同じ風景，思いを

つながると思う。

共有するとよく表現されるが，生活をともにしてこ

宮本：震災前の映像ということで言うと，私ど

なかった者にとってはなかなか難しい面がある。

も知財展開センターにはアーカイブス番組を作

阪神・淡路大震災から 18 年たち，18 歳以下の

る部 署がある。2012 年の夏，福島県相馬の

子は震災の直接の被害を経験していない。大人

馬追いの番組を作った。馬追いを「新日本紀

のほうも転居した方もいるし，新しく来られた方

行」で放送した 70 年代と 80 年代のものが 1

もいる。地域によって違うが，住民の 3 ～ 4 割く

回ずつあり，事前にその VTR を持って現地へ

らいは阪神・淡路大震災の当時やそれ以前の風

行き，その番組にかつて出ていた方，あるいは

景を知らない方たちだ。同じ風景を見ていないと

その家族の方々に集まってもらって見ていただ

いうのは単にその風景そのものの記憶がないと

いた。見たあとに実際の馬追いがあったわけだ

いうことではない。風景にはすべて，過去から

が，2012 年の盛り上がり方，力の入れ方はすご

の履歴と，将来そこでどんなことが起こるのだろ

くて，事前に昔の番組を見たことが影響したの

うかという展望がくっついているわけだから。

ではないかと言った方がいた。映像を大勢で一

何の変哲もない路地でも，ある親子にとって
は大切な空間だったりする。例えば，子どもが
初めて補助輪なしで自転車に乗れたあの場所，

体感を持って見ることは地域の力になる，意味
があると感じた。
2013 年度4月以降は，福島に限らずその地

という履歴がくっついている。また，何でもな

域の震災前の番組を持って現地へ出かけ，見

い路地も，小学校に入ったらそこでキャッチ

ていただいてまた番組を作る，ということを今

ボールでもしようかなという展望を持った路地

計画している。

だったりする。路地が失われるというのは単に

田中：ここまで震災前の映像の復興への活用

通路としての機能が失われるだけではなく，そ

について考えた。しかしアーカイブスというの

の地域の方にとっての履歴や展望がごっそり無

は過去の映像だけではなく，今の復興の様子
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も貴重なアーカイブとして現在進行形で収集・

また，ニュースは時間がたってから見返すと，

保存する必要がある。

そのとき伝えている情報が不完全だったという

宮本：NHK では，震災アーカイブスに「復興

ことが当然ある。発災時のニュースであれば，

の軌跡」というページを作り，一覧できるよう

死者の数もマグニチュードも正確ではないが，

にした。スタート当初は震災体験者の証言と発

これについては「この時点のものですからご了

災時のニュース映像を中心に公開を始めたが，

承ください」という注釈を付けた。報道の役割

数か月後から復興に向けての映像を積み上げ

として，その時点での情報を伝えることに意味

ていくようにした。これが今 400 本くらいになっ

があると判断して報道するわけだが，インター

ている。NHK としては，レギュレーションが

ネットのサイトに載せると固定化されてしまう。

あるため，一度放送した後のニュースのみをアー

時間の経過ということに留意しながら取捨選択

カイブスで公開しているが，ずっと積み上げて

している。

いけば，例えばある地域の復興していく姿も定

今村：難しい問題だ。
「みちのく震録伝」でも

点観測的に記録できると思っている。

今まさに復興のプロセスをアーカイブしている

1人か2 人という非常に少ない人数で，NHK

が，できるだけ幅広い地域で同時に行うことを

が放送した数多くの震災関連ニュースの中から

意識している。なぜなら，今復興計画があり，

アーカイブ化するものを選び出して積み上げて

事業化し，具体的な議論が過熱化している。

いくという作業なので，時間がかかってなかな

迷いも対立もある。その対立の中で方向性を見

か追いつかないが，これまでに 2011年 3月の

つけ，解決していくためにはヒントが必要だ。

発災から2012 年 6月の分まで終了した。

ヒントは，1 つには先ほども言った過去との重
ね合わせ，もう1 つは同じ被災地同士で今どう

● 気持ちの経年変化に配慮して選択

いう状況にあるかを知ること。行政は残念なが

田中：アーカイブ化するニュースの取捨選択の

らそういう情報を収集するにはとても人が足り

基準は何か。

ない。我々がアーカイブすることによって，リ

宮本：アーカイブ作業は被災された方々の思い

アルタイムで現状や課題を見ていただくと，ま

をどこまで斟酌できるかに尽きると思う。記録

た一歩議論を進めるのに役立つのではないか

性という意味では，避難所で大変な生活を強い

と思っている。

られたということの記録は非常に大事だと思う

田中：気仙沼では復興状況の記録を定点観測

一方で，人々の気持ちにも時間の経過でいろい

しようという動きがあると聞くが，これまで復

ろな変化が起こることにも配慮していかなけれ

興記録については，どのように取り組んできた

ばならない。例えば，すでに高台に家を建て

のか。

て移ったという方の中には，避難所で暮らして

三浦：これまで，カメラを持つよりもまず支援で，

いたときのことを思い出すと苦しくなって映像を

まして被災者のために被災地を記録するなどと

見たくないという方もいる。そうした方々を傷つ

いう精神的な余裕も空気もなかった。そんな中

けないためにはどうすればいいかなども考慮し

で，2 年間で 2 万点以上の資料をなぜ残せた

て選択している。

かというと，外部からボランティアの方々が来
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てくれたからだ。有識者も NPO も組織の枠を

外避難者の方々の問題，災害で障害を負った

越えて手を差し伸べてくれて，ノウハウをつぎ

方々の問題，それからアスベストの問題だ。こ

込んでくれた。地元の人たちは，日常化した風

れらの問題が 15 年間固く封印されていたわけ

景を毎日撮るということがなかなかできない側

でもないが，表に出てこない傾向にあったのは

面もある。

事実。こういった問題が浮上してくるまでに 15

震災以降，最初の動きはフェイスブックだっ

年かかったのは，15 年間の社会的変化で注目

た。外国に住んでいる気仙沼ゆかりの有志の

点も変わってきたということだろう。注目点が

方々が，気仙沼を支えていこうと，英語で紹介

変わってくると，アーカイブを見る目も変わって

するページを立ち上げてくれた。その後，今度

くる。新たな視点で見ると，県外避難者の資

は国内の日本語の「はまらいんや ! 気仙沼」と

料などもけっこう残っていて，私どもの資料室

いうファンサイトができた。
「はまらいんや」と

の若手メンバーが大きなレポートを 1 つ書いた

いうのは方言で，
「ジョイン・アス」，一緒にや

りもした。

りましょうというような意味。気仙沼出身で東

先ほど，
「物」だけではない「物語」が大事

京とか 全国に散っているゆかりのある方々が

だと言ったが，それに加えて，
「語り合い」や
「語

作ってくれた。昨今こそ被災地の映像も載るよ

り継ぎ」
「語り直し」も大事だと思う。ストーリー

うになったが，当初はおいしい食材だとか町の

は「物語」の意味だが，その言葉の前に reを

ネタが主で，被災を全面に出したものはなかっ

付けるとリストーリーという言葉になって，これ

た。タブーではないが，やはり直視できない

が「語り直す」という意味に使われる。ストー

方々への配慮が必要だった。2 回目の 3.11 が近

リーだけではなくリストーリーをずっと行ってい

づいた最近になって，市内各地で，震災前後

かなければならない。阪神・淡路大震災のい

の比較写真などが出てくるようになった。ただ

ろいろなアーカイブの中から10 年たって出てき

震災後，街の様子に変化が少ない時期が長く

たリストーリーの1つが，県外避難者の件だと

続いたため定点観測も撮られていない日が長い

言える。このアーカイブがまた東日本大震災で

のも事実だ。今どうしても保存しておかなけれ

もいきてくるし，東日本大震災が起きたことで

ばならないのだが，今後，公開という部分で

阪神・淡路のアーカイブの意味もまた変わり，

は，大きな課題があると思う。どこまで出せる

リストーリーされる。そういう構造があるのか

のか，どういうふうに出せばいいのか。議論が

なと思う。そういう意味でアーカイブはずっと

必要かなと思っている。

現在進行形だ。

●「語り直し = リストーリー」の継続
矢守：阪神・淡路大震災のアーカイブにかかわっ
た者として，復興を記録し続けることの重要さ

4．これからの
震災アーカイブの在り方

は実感している。例えば，阪神・淡路大震災

田中：最後に，それぞれのアーカイブをどう

から 15 年目になって，初めて社会的な注目を

発展させていこうとお考えなのか，お話しいた

大きく集めた問題が少なくとも 3 つあった。県

だきたい。
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● 節目の日に限定せず通年での取り組みを

イブを作るというアプローチがもう 1 つ並行し

宮本：証言やコンテンツの数が増えてくるので，

てあって，それがいずれ結び合っていくという

利用者のニーズに応えて提供できるページを用

流れを構想するやり方もあるのではないか。

意していきたい。また，技術は最新のデジタル

今回の仙台で行われたプレワークショップも

であっても，愚直にアナログに地域に出かけて

そうだが，地元の方々が自分たちに必要な映

いって人々と触れ合っていくということをぜひ

像はいったい何なのか，
「みちのく震録伝」や

続けたい。

NHKのアーカイブから，どういうものを引き出

それからもう1つ，これまでの経験から，次

せるのか，ということを考えて，自分たちのた

の災害がいつ起こるかわからないが故に人々の

めのアーカイブを作っていってほしいと思って

意識は徐々に下がっていく。NHKの編成の大

いる。

方針を私が独断で決めることはできないが，個

三浦：貴重な機会を与えていただき，お礼を申

人的には，震災○年目の3月11日や1月17日，

し上げたい。気仙沼のアーカイブは本当にこれ

防災の日の 9月1日といったアニバーサリーのと

からで，地元でいかせるものを何とか作りたい

きにだけ盛り上がるのではなくて，放送局とし

という思いはもちろんあるが，地元ではアーカ

て通年で取り組んでいくべきだと思っている。

イブというものに対してものすごく温度差があ

通年の番組を放送していくということを，10 年，

るということもお伝えしたかった。

20 年続けていく必要があると思う。
水島：私は防災・減災の専門家ではなく，む

にもセンシティブになっている被災者の方が多

しろアーカイブそのものに興味があり，保存さ

いため，直接的に出せない写真も多いし，私

れた映像をどういうふうに地域に役立てるかと

個人としても出したくないものがたくさんある。

いうことで今回かかわりを持たせていただい

いずれにしても50 年，100 年と時間がたつにつ

た。アーカイブというとどうしても公文書館のイ

れて価値を増していくであろう写真なり映像な

メージがあり，がっちり網羅していなければい

り，また記憶を音源として採ったデータを，将

けないというような先入観があった。私は天の

来に向けて保存していく。活用法については今

邪鬼だから，そうではなくて，まったく単体の，

後，専門家のご指導を仰ぎ，地元からもさまざ

当事者たちによる小さなアーカイブをどういうふ

まな意見をいただいて，無我夢中で模索・検

うに生み出していくのか，また収集・管理から

討していきたいと思っている。

ではなくて活用からアーカイブを発想すること
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最初に申し上げたとおり，今ちょうど時期的

ができないのか，というスタンスで今までやっ

● 検索による偶然的出会いに期待

てきた。大きなアーカイブを否定しているわけ

矢守：今日は 3 つ思うことがあった。1 つ目は

ではないが，先ほどからずっと問題になってい

水島先生とまったく同じことを思っていて，大

るように，まず普遍的なアーカイブを作り，そ

きなアーカイブに対して小さなアーカイブも大事

れをどうやって個別に適用していくのかでは，

だし，活用方法が大事だということ。

なかなか落ちないと思う。ウェブでかまわない

2 つ目は，アニバーサリーとアーカイブは重

ので，小さな，当事者による自分たちのアーカ

要な2 つの性質を同じように持っているという
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こと。アニバーサリーやアーカイブは，記録を

復興にいかすために」とあるが，改めて何の

する，記憶をするものだが，もう一方で忘れる

ためのアーカイブなのかを考えたとき，違う言

という働きも促進してしまうのではないか。何

葉で言うと「国民の生きる力をもう一度見直し

かの節目の日，3 回忌や17 回忌もそうだが，思

て強化したい」ということではないかと思った。

い出すと同時に忘れる，あるいは横に置いて

いつどこで起きるかわからない自然災害，リス

おく，一区切りつけるという働きを持っている。

クの中で生き残る力，生き抜く力，また生き延

アーカイブも同じで，何かを収蔵しておくとい

びる力―人間がもともと持つ力だとは思うが，

う働きと同時に，何かこう収蔵したことで一区

そういうものをアーカイブを通じて強化していき

切りをつけるという性質も持っているということ

たい。そして，今回のような大災害を繰り返さ

を，これからは念頭に置いておかなければい

ないというのが私の希望だ。

けないと思った。
3 つ目はアーカイブに対して期待すること。網
羅性が高く，検索機能が充実しているので効
率的に検索できるという言い方をよくするが，

おわりに
東日本大震災の後，さまざまな機関が，映

私がビッグなアーカイブに期待するのはむしろ

像や写真を収集・保存し，アーカイブの構築を

逆だ。自分が非常に関心を持っていたこの場

行ってきた。そのアーカイブを防災・減災，復

所のすぐ横でこんなことが起こっていたんだと

興にどう活用できるのかを考えてみようという

か，同じ時間に遠く離れたところではこういう逆

のがシンポジウムの趣旨であった。

向きのことが起こっていたんだというようなこと

地域を越え，国境を越え，世代を越えてアー

がわかるところ，あるいはそういう事実を偶然

カイブを活用していくためのたくさんのヒントを

に発見する力を持っているところが，大きなアー

パネリストの皆さんからいただいた。

カイブのいいところだと私は思っている。自分

気仙沼の三浦さんが，災害の生々しい記録

がターゲットにしているところに効率よく行ける

であるアーカイブを見たくないという被災者の

ことだけではなくて，偶然的な出会いを保証し

複雑な気持ちを紹介され，それでも同じ被害

てくれるような部分で，ビッグなアーカイブが貢

を繰り返さないためにアーカイブに向き合いた

献してくれるといいなあと期待を寄せている。

いと語られた。次の災害で被害をいかに減らせ

今村：ちょうど 1 年前，東北大学では今回の

るか，NHKを含めて，アーカイブの真価が問

大災害を受けて研究所を立ち上げた。それま

われる。

で工学，理学また人文系，それぞれで防災研

東日本大震災で多くを失い，苦しんだ経験

究をやっていたつもりだったが，やはりきちん

から何を学ぶのか，その教訓をよりよい地域づ

と組織を作って正面を向いて安全・安心の社

くりにいかしていけるのか。パネリストが指摘

会構築に貢献しようと考えたということだ。そ

されたとおり，震災アーカイブは，過去の記録

の柱がまさにこのアーカイブ「みちのく震録伝」

だけでなく，未来へとつながる現在進行形の

であり，今後も長く継続して取り組んでいきた

作業である。

い。今日のシンポジウムの副題に「防災・減災，

（のべ すなお / たなか たかのぶ）
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