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平成27年度「実社会対応プログラム」採択テーマ成果報告

効果的・持続的な
災害伝承を目的にした
拠点構築手法のモデル化と
実践的研究

日本学術振興会 課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業シンポジウム
2020年2月16日 於 ベルサール東京日本橋 5階 Room4+5

東北大学災害科学国際研究所

佐藤翔輔



震災の語り部
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石巻市民による「語り部」事業（みらいサポート石巻）



被災地ガイド
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名取市民による移動式の語り部（閖上の記憶）



展示施設
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南浜つなぐ館
（みらいサポート石巻）

東松島市震災復興伝承館
（東松島市）



震災遺構

5旧気仙沼向洋高等学校（2017年1月18日撮影）
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みらいサポート石巻，佐藤翔輔ほか（2019）：
震災伝承ケーススタディ報告書



＜研究代表者＞

＜研究目的・概要＞

＜目標とする研究成果＞

実社会対応プログラム（公募型研究テーマ）
◆課題（研究領域）： 「制度、文化、公共心と経済社会の相互連関」
◆研究テーマ： 「効果的・持続的な災害伝承を目的にした

拠点構築手法のモデル化と実践的研究」

研究者と実務者の協働アクションリサーチ
により災害の経験・教訓を効果的・持続的
に伝承する拠点とモデル構築を目指す

＜専門分野＞
災害社会情報学
＜Webページ＞
部局 http://irides.tohoku.ac.jp/organization/faculty/infosociety/ssato.html
個人 https://sites.google.com/site/dcrcssato/

・コンテンツの収集・集約・可視化・発信を行うプロ
セス手法と，継続的な利用者の獲得を行うマネ
ジメント手法を確立

（２）継続的な利用者を確保するための「効
果的な災害伝承に関するマーケティング
モデル」

（１）情報の収集，分析・要約，可視化までの
一連からなる「効果的な災害伝承に関
する編集モデル」

科学的検証と効果の見える化で「被災地で
災害を学ぶ」社会システムづくりに貢献する

佐藤翔輔：東北大学災害科学国際研究所
／助教（採択当時）

研究期間：H27.10～H30.9
委託費総額：11,260千円

＜研究計画の特徴＞

・東日本大震災の被災地では，展示・語り部・ガイ
ド等の災害伝承事業が盛ん．一方で，科学的な
効果は未検証．さらには活動の継続性に課題

（３）利用者の防災・減災意識の変化をもた
らす「災害伝承による効果的な防災意識
変容モデル」

次の３点を明らかにする

複数の專門分野と実務現場の密な連携



研究体制

• 研究グループ：複数の
専門分野

– 災害科学，図書館情報
学，民俗学，博物館学，

観光学，心理学

• 実務グループ：実務者
との密な連携

– 実践パートナー，人材
育成対象

– 当事者リーダー（実践
パートナー）

– 関係団体，行政
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研究代表者・グループ

リーダー・分担者の別 
氏 名 所属機関・部局・職（専門分野） 役割分担 

研究代表者兼グル

ープリーダー 

 

（研究グループ） 

分担者 

分担者 

  分担者 

  分担者 

  分担者 

  分担者 

  分担者 

  分担者 

（実務グループ） 

グループリーダー・実務者 

実務者 

実務者 

実務者 

実務者 

実務者 

佐藤翔輔 

 

 

 

今村文彦 

川島秀一 

邑本俊亮 

蝦名裕一 

サッパシー・アナワット 

マリ・エリザベス 

林勲男 

井出明 

 

中川政治 

山崎麻里子 

黒澤健一 

大須武則 

浅利満里子 

阿部勝浩 

東北大学・災害科学国際研究所・

准教授（災害社会学，図書館情報学） 

 

 

東北大学・災害科学国際研究所・教授（津波工学） 

東北大学・災害科学国際研究所・シニア研究員（災害文化） 

東北大学・災害科学国際研究所・教授（災害認知心理） 

東北大学・災害科学国際研究所・准教授（災害歴史） 

東北大学・災害科学国際研究所・准教授（津波工学） 

東北大学・災害科学国際研究所・助教（国際防災） 

国立民族学博物館・文化資源研究センター・教授（博物館学） 

金沢大学・国際基幹教育院部・准教授（観光学） 

 

公益社団法人みらいサポート石巻・専務理事 

中越防災安全推進機構・マネージャー 

「がんばろう！石巻の会」・事務局長 

3.11メモリアルネットワーク副代表（元・三陸河北新報社） 

公益社団法人みらいサポート石巻・スタッフ 

石巻観光協会・事務局長 

 

3.11 メモリアルネットワーク 

石巻市復興政策部，危機対策課 

気仙沼市震災復興・企画部 震災復興・企画課 

気仙沼市教育委員会 

多賀城市教育委員会 

東松島市復興政策部復興政策課 

宮城県震災復興・企画部震災復興推進課 

国土交通省東北地方整備局 東北国営公園事務所 

統括 

 

 

 

災害検証 

伝承検討 

利用者評価 

伝承設計 

災害検証 

伝承検討 

展示検討 

マーケティング検討

 

調整・稼働 

展示設計 

実務稼働 

実務稼働 

実務稼働 

実務稼働 

 

実務稼働 

後方支援 

後方支援 

研究協力 

研究協力 

研究協力 

後方支援 

後方支援 



研究目的・柱

1. 効果的な災害伝承に関するマーケティングモデ
ル

–経営的側面：継続的な利用者の獲得

2. 効果的な災害伝承に関する編集モデル
–表現的側面：情報の収集，分析・要約，可視化

3. 災害伝承による効果的な防災意識変容モデル
–影響的側面：利用者の防災・減災意識の変化
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研究成果（実施期間終了時点）
• 成果1-①観光者開発の概念を用いた自然災害型ダークツーリズムのモデル設計（査読無し論文11，

22）

• 成果1-②災害伝承施設のリピーターの潜在ニーズの解明（査読有り論文8,査読無し論文9，19）

• 成果1-③震災遺構の保存・解体の要因の解明（査読有り論文11，著作物2）

• 成果1-④震災伝承の施設やプログラムに求められる要件の解明（査読有り論文3，査読無し論文5，7，
21）

• 成果1-⑤屋外拠点の来訪者数の自動計測システムの設計・実装（査読無し論文20）

• 成果1-⑥震災伝承事業の関係者の連携体「3.11メモリアルネットワーク」の立ち上げ（査読無し論文6．
18，著作物1）

• 成果2-①津波避難行動実態記録手法の開発（査読有り論文執筆中）

• 成果2-②災害モニュメント建立に関わる意思決定過程の解明（査読有り論文1）

• 成果2-③震災遺物等の劣化防止・保存の業務仕様の設計・実践（査読無し論文作成中）

• 成果2-④災害デジタルアーカイブの利活用した防災教育教材の作成実践（査読有り論文12，著作物5，
6）

• 成果2-⑤震災遺構等の3Dモデル保存手法の開発・実践（査読無し論文18）

• 成果3-①津波伝承がもたらす減災効果の定量的評価（査読有り論文1，2，5，8，9，13，16，査読無し
論文3，7，9，11，12，13，15，20，22，25，著作物3，4）

• 成果3-② 50年以上経過した地震災害の記憶の現状の把握（査読有り論文15）

• 成果3-③語り部がもたらす意識変容への影響評価実験（現在，実験進行中，査読無し論文23，24）

• 成果3-④フィールド型の震災伝承ICTデバイスについて利用者の評価実験（査読無し論文26）

• 成果3-⑤東日本大震災の被災地で発生した地域の「次の津波」での避難行動実態の把握（査読有り論
文7，10，査読無し論文12，13）

• 成果3-⑥東日本大震災の被災地における子どもの「震災の記憶」実態の把握（査読無し論文14，27）
10



成果1-②災害伝承施設のリピーターの
潜在ニーズの解明

• 中越メモリアル回廊（中越地震被
災地）では，旧山古志村ではリ
ピーターが多く存在．その要因解
明の調査．

• なぜ集まるのか（山﨑・佐藤ら，
2017）
– 震災のことを学ぶということだけ
を目的にしているのではなく，地
域住民との交流を求めている．

– 催事やイベントへの参加，地域活
動へ主体的に参画し，役割を担う
ことで，震災伝承施設見学だけで
は得られない魅力を感じている．

– そのリピーターが，新たな来訪者
を連れてくる．

11

山崎麻里子，佐藤翔輔ら（2017）：震災伝承施設に必要な要件の
探索的分析－木籠メモリアルパークへの再訪者に対する質的調
査をもとに－，自然災害科学・特別号，Vol.36，pp. 41-52



成果1-⑥震災伝承事業の関係者の連携体
「3.11メモリアルネットワーク」の立ち上げ
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• 2017年12月4日発足

• 語り部・ガイド・展示などの伝承活動を行う個人・
団体と官学の広域連携組織

• 伝承活動の充実化に向けて，連携と調整，企画と
評価，人材の育成を実施

• 2019年7月5日現在，個人会員419名，登録団体
65団体

• 「3.11メモリアルネットワーク基金の設立」



成果2-①津波避難行動実態記録手法の開発

• 質問紙調査でない

• 誰でもできる

• 詳細に記録できる

• 半構造化＋アフター
コーディング
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Fumiyasu Makinoshima, Shousuke Sato, Fumihiko Imamura, Masaharu Nakagawa: Analysis 
of human behaviour patterns in the 2011 Tohoku tsunami focusing on response behaviours, 
The 27th International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) 2019



成果2-②災害モニュメント建立に
関わる意思決定過程の解明

14佐藤翔輔（2018）：東松島市における東日本大震災復興モニュメントの検討プロセス，日本災害復興学会論文集，No. 12，pp. 12-19



成果2-⑤震災遺構等の3Dモデル保存手法の
開発・実践

• 震災遺構

–解体される建物

–内観が規制されている

建物

• UAV＋レーザー測量

–外観の3Dモデル化

– VRグラスでの擬似内観
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Shosuke Sato, Anawat Suppasri, Sebastien Penmellen Boret, Masaharu Nakagawa, Fumihiko IMAMURA: Archiving 
Disaster Remains:  The Case of ”Sasanao Factory” in Yuriage Village, Natori City, Miyagi Prefecture, The 11th Ache 
Intaernational Workshop and Expo on Sustainable Tsunami Disaster Recovery (AIWEST-DR 2018), 



成果3-①津波伝承がもたらす
減災効果の定量的評価
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津波避難の有無と事前行動の関係
（ロジスティック回帰）

避難場所を決めていた（自分が）

避難場所を決めていた（家族で）

ハザードマップを見たことがあった

防災のことを話し合っていた（家族で）

防災のことを話し合っていた（近所で）

自主防・婦人防火等に入っていた

訓練に参加していた

地震→津波と意識していた

地域にいつか津波が来ると思ってた

自宅が津波で浸水すると思ってた

昭和三陸地震津波を知っていた

明治三陸地震津波を知っていた

津波碑を一つは知っていた

事前に
B 標準誤差 Wald 有意確率 Exp(B)

定数 -0.907 0.334 7.364 0.007 0.404

事前避難場所決定（自分）ダミー

事前避難場所決定（家族）ダミー

ハザードマップ認知ダミー

家族で防災を話し合う頻度ダミー* 0.700 0.338 4.284 0.038 2.015

近所で防災を話し合うダミー

防災関連組織所属ダミー

地域防災訓練概ね参加ダミー

地震津波リスク認知ダミー

地区津波リスク認知ダミー

自宅津波リスク認知ダミー

昭和三陸津波認識ダミー** 0.962 0.354 7.393 0.007 2.618

明治三陸津波認識ダミー

津波碑認知ダミー

ステップワイズ法
従属変数：
津波避難の有無

佐藤翔輔，平川雄太，新家杏奈，今村文彦（2017）：災害伝承は津波避難行動を誘引したのか－陸前高田市における質問紙調査を用いた
事例分析－，地域安全学会論文集，No.31, pp. 69-76



成果3-③語り部がもたらす意識変容
への影響評価実験
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佐藤翔輔，邑本俊亮，新国佳祐，今村文彦（2019）：震災体験の「語り」が生
理・心理・記憶に及ぼす影響：語り部本人・弟子・映像・音声・テキストの違い
に着目した実験的研究，地域安全学会論文集，No.35, pp. 115-124



生語り
（本人）

生語り
（弟子）

音声
（本人）

映像
（本人）

テキスト
（本人）

記
憶
量
（
IU
の
平
均
値
）

直後の記憶量（再生量）
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研究成果の波及効果（社会的インパクト）：
①介入の効果

23

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

A団体・学習プログラム
（本研究の介入なし）

B団体・施設（本研究の介入あり）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

B団体・学習プログラム
（本研究の介入あり） ※

※集計途中



研究成果の波及効果（社会的インパクト）：
②科学的エビデンスに基づく実装

研究実施中に，成果及びグループの認知度が向上
• 宮城県震災復興総括検証アドバイザー（令和元年度～）
• 宮城県震災伝承関連展示制作監修アドバイザー（令和元年度～）
• 石巻市震災伝承検討会議メンバー（ファシリテーター）（平成28年度～）
• 石巻市震災遺構検討会議（旧門脇小学校校舎）メンバー（ファシリテーター）（平成28年度～）
• 石巻市震災遺構検討会議（大川小学校旧校舎）メンバー（ファシリテーター）（平成28年度～）
• 石巻市震災伝承事業に関するアドバイザー及びファシリテーター（平成29年度～）
• 石巻市旧門脇小学校震災遺構調査・基本設計等業務プロポーザル選定委員（平成29年度）
• 石巻市大川小学校旧校舎震災遺構調査・基本設計等業務プロポーザル選定委員（平成29年度）
• 石巻市旧門脇小学校震災遺構を考えるワークショップ・ファシリテーター（平成30年度～）
• 石巻市本庁地区慰霊碑設置業務プロポーザル選定委員（令和元年度～）
• 東松島市震災伝承館事業アドバイザー（平成27年度～）
• 東松島市震災復興モニュメント検討事業 アドバイザー（平成28年度～）
• 気仙沼市岩井崎プロムナードセンター整備検討会議委員（平成28年度～）
• 気仙沼市・けせんぬま震災伝承ネットワーク・アドバイザー（平成30年～）
• 仙台市沿岸部メモリアル施設アドバイザー（平成28年度～）
• 仙台市中心部震災メモリアル拠点検討委員会委員（平成30年度～）
• 復興庁委託事業「東日本大震災復興の事例種集・調査分析事業」協働・継承部門ワーキンググループ担当委員
• 石巻ビジターズ産業ネットワーク 後方支援部会 部会長（平成27年度～平成29年度）
• 3.11メモリアルネットワーク 外部委員（平成29年度～）
• 3.11メモリアルネットワーク アドバイザー（令和元年度～）
• 3.11伝承ロード推進機構 アドバイザー委員長（令和元年度）
• TOTOグループ宮城県助成事業「住民主体・復興地域づくり活動および復興活動プロセスの伝承助成」審査員
• 2020世界災害語り継ぎフォーラム実行委員会 協力委員
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• 宮城県「復興10年総括
検証」事業への発展

– 3カ年，80テーマについ
て，1,200人に対する聞
き取り

–後継職員との語り合い

26
佐藤翔輔，今村文彦（2019）：過去の災害対応の経験は継承されたのか・活かされたのか？：東日本大震災
で対応した宮城県職員を対象にした質的調査結果と提案，地域安全学会論文集，No.33, pp. 105-114



どのように実務者と協働したか
どのような共同研究ノウハウを得たか

共同研究の継続・発展のコツ・工夫

27



キー概念：アクション・リサーチ（Kurt Lewin，1957）
There is no more practical than a good theory

28

K. Lewin: Action Research
林（200x） に加筆

研究 現場

効果的な訓練・災害対応に向けて
「これまでの知見と新しい技術」

「現場での活動を通した
新しい問題・発見」
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行政
住民
NPO

自分

現場の
悩み・相談

支援依頼
RQ

表出しているもの・
していないもの

介入・実践
改善 ラボール形成

（内的・外的）

Needs-oriented

どう実務者と協働したか



被災地によくある・あったNGパターン
（偏研究）
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行政
住民
NPO

研究者

Motivation-oriented
混乱

負荷



被災地によくあるNGパターン
（偏実践）
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行政
住民
NPO

研究者

Wants-oriented

成果
なし

負荷
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行政
住民
NPO

自分

現場の
悩み・相談

支援依頼
RQ

表出しているもの・
していないもの

介入・実践
改善 ラボール形成

（内的・外的）

Needs-oriented

どう実務者と協働したか



その他の自分流？のノウハウ
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• とにかく現場に長い時間滞在する
– 研究室の机をなくした（フリーアドレス化）

• 必ずWin-Winの関係にする
– 偏研究× 偏実践×

• 胃袋を強くする／健康な体をつくる
– いろんなものが出てくる／いろんなところに呼ばれる

• 外部資金等をとってくる
– ときには，予算化する

• 師（現場）に学ぶ
– 現場にこそ学びがある

• 問題を一般化する
– ちゃんと科学にする

– 科学的に記述し，評価する

• 必ずドキュメンテーションする
– 形式知化の義務を自分に課す（社会的共有，査読論文）



研究成果の効果的な公表・
普及の方法
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研究成果の効果的な公表，
普及の方法

• 個別成果のドキュメント化＋情報共有
–論文48編 （査読有り：16編）

–著作物6編

–講演17件，シンポジウム3回

• 実装のためのプラットフォームの構築
– 3.11メモリアルネットワーク

• 実務者の人材育成
–次スライド
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現場（実務者）と書く（人材育成）
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みらいサポート石巻（当時）
中川政治氏

中越防災安全推進機構（当時）
山崎麻里子氏

みらいサポート石巻（当時）
浅利満理子氏

山崎麻里子，佐藤翔輔ら
（2017）：震災伝承施設に必要な
要件の探索的分析－木籠メモリ
アルパークへの再訪者に対する
質的調査をもとに－，自然災害科
学，Vol.36，pp. 41-52

浅利満理子，中川政治，佐藤翔
輔（2017）：宮城県における震災
学習プログラムに関する現状分
析－東日本大震災と津波災害か
ら6年間の震災伝承の特徴－，地
域安全学会論文集，No.31, pp. 
77-85

中川政治，佐藤翔輔ら（2015）：
ICTを活用した仮想体験型震災
学習プログラムの開発－東日本
大震災で被災した石巻市におけ
る「防災まちあるき」実践事例－，
地域安全学会論文集，No. 26，
pp. 37-44



おわりに，お礼に

• 本事業最大のインパクト

• 若手からの代表申請の採択
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