
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<講演4>歴史研究から災害を考える

平川, 新

平川, 新. <講演4>歴史研究から災害を考える. 京都大学附置研究所・セ
ンターシンポジウム : 京都からの提言-21世紀の日本を考える (第9回)
「社会と科学者」 2015, 9: 57-75

2015-01-21

http://hdl.handle.net/2433/194283



57

はじめに

　今日は京都大学のシンポジウムですが、５人の報告者のうち、唯一地元から報告をさせ
ていただきます東北大学災害科学国際研究所の平川です。私の専門は歴史研究です。しか
も、江戸時代という非常に古い時代の研究を専門にしていますが、どういうわけか災害科
学国際研究所という理系のイメージを持った研究所に所属することになりました。
　この災害科学国際研究所は、東日本大震
災の１年後の２０１２年４月に発足したば
かりの、東北大学では一番新しい研究所で
す。災害理学研究部門、災害リスク研究部門、
災害医学研究部門、人間・社会対応研究部門、
地域・都市再生研究部門、情報管理・社会
連携部門、そして民間企業からの寄附金に
よって教員スタッフを揃えている寄附研究
部門の７部門３６分野からなっています（ス
ライド１）。現在の研究所のスタッフは、研
究員までを含めて１００名を超えているところです。
　災害理学研究部門は、地震のメカニズムや地殻変動を研究しています。災害リスク研究
部門は、その地震によって引き起こされる津波発生のメカニズムや、津波が引き起こす被
害実態の研究を航空写真、衛星写真、リモートセンシングなどさまざまなメカニズムを使
って進めています。被害の実態を出来るだけ早く把握することが、その後の救援や支援に
非常に大きな役割を果たすことになります。
　災害医学研究部門は、医療、保健、衛生といった分野での災害対応や、災害医学教育の
新たな仕組みづくりなどに取り組んでいます。そして人間・社会対応研究部門では、災害
と人間との関わり、社会が災害によってどのような影響を受けるのか、あるいは人間の側
がどのような災害認識を持てばよいのか、さらには過去の歴史地震・津波の研究や災害文
化の研究などをおこなっています。私は、このなかの歴史資料保存研究分野に所属してい

講演４

歴史研究から災害を考える

東北大学災害科学国際研究所長・教授　平川　新

スライド 1



58

ます。これまでの災害研究はどちらかというとハード面が重きをなしてきましたが、人間
と社会に注目した本部門は本研究所の大きな特色を表しています。
　次の地域・都市再生研究部門は、人口動態や地域環境のデータ分析をふまえて、被災し
た沿岸地域での新たな地域づくり、まちづくりをサポートしています。情報管理・社会連
携部門では、研究所が得た研究成果を効果的に日本や世界に発信したり、社会のニーズを
捉えながら研究のシーズを探す役割を担っています。
　このたび、私が京都大学シンポジウムの講演依頼を受けたのは、おそらく東北大学で一
番新しい研究所であるということが理由だろうと思います。このあとに講演をされる山中
先生の iPS 細胞研究所は２０１０年に設立されましたが、東北大学の災害科学国際研究所
は、その２年後にできた研究所であります。
　とはいえ、iPS 細胞研究所には知名度という点で圧倒的に負けております。私も山中先
生のようにノーベル賞を受賞すると我々の研究所も一躍世界的に有名になるのですが、私
の専門である歴史分野にはノーベル歴史学賞というのはありません。したがって私がいく
ら頑張っても、残念ながらそれを実現することはできないという悲しい定めを背負ってお
ります（笑）。

自然に寄り添ってきた人間

　その歴史の分野から、災害という問題を考えてみようということですが、最初に自然と
人間という観点から流れを見ておきたいと思います。
　人間とは異なって動物は、自然をありのままに受け入れてきました。自然の脅威にも素
直に従うしかありません。野山に生きている動物たちは、雨が降り、風が吹き、台風が来
ると、岩陰に隠れたり穴倉にこもるといった退避行動はとるでしょうが、自然の現象に逆
らったり、抵抗するということはできません。自然界の脅威を素直に受け止めるしかない
というのが一般の動物のあり方です。
　しかし、我々人類はそれに抗ってきまし
た。快適に生活する空間を独自につくり上
げてきたというのが、先祖伝来の生き方で
あったと思います。
　ここに二つの洞窟の映像を挙げています。
一つは、富山県にある縄文時代から弥生時
代にかけての生活痕跡をもつ大境洞窟です。
私たちの先祖は、こういう洞窟の中で雨露
をしのいできました。二つめの洞窟は岩手
県一関市にある布佐洞窟遺跡で、縄文時代 スライド 2
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の生活痕跡や人骨などが発見されています
ので、ここを住み家にしていたということ
がよくわかる遺跡です。（スライド２）
　やがて、こうした洞窟の生活から脱して
家を造ることになりますが、家を造るとい
うことが災害や自然から身を守る大きな工
夫の第一歩であったといえます。スライド
３に先史時代の住居の写真をあげています。
左側は静岡県登呂遺跡の竪穴式住居、真ん
中は新潟県笹山縄文遺跡の竪穴式住居、右
側は紀元前に建てられたドイツの杭上家屋です。世界は広いので、同じ建物といっても地
域固有の表れ方をしていることがよくわかります。家の形は様々ですが、家屋という構造
物を造るという点では、人類共通、洋の東西を問わないということになります。
　文明の定義というのはいろいろありますが、世界あるいは人類社会に共通の普遍的な要
素を持つものと考えますと、構造物としての家屋を造ったことは、まさに人類共通の文明
のあり方であるといえます。
　ドイツの杭上家屋と、日本に広く見られる竪穴式住居について考えてみます。ドイツの
杭上住居は湖の中に家が建てられていますが、なぜそんなことをするのかというと、いろ
いろな解釈がありますが、野生の動物から身を守るためには湖上が一番安全であるといっ
た解釈がなされているようです。
　日本では、大きな湖が全国各地にたくさんあるわけではありませんので、平場に家屋を
造らざるを得ません。そうした自然条件の差が家屋の形態の差として表れているといえる
かもしれません。
　この差が文化の違いだと、私は理解しています。文明としての構造物を造ることを人間
が発明したということは共通していますが、その表れ方には、それぞれの地域性や民族性
が出てくる。それがまさに文化というもの
だと考えてよいと思います。
　先ほどの静岡県の登呂遺跡と新潟県十日
市町の竪穴式住居を並べてみると、十日市
町の遺跡のほうがやや背が高いのですが、
かなり似たような形ですね。ところが、同
じ竪穴式住居の冬の風景を見てみましょう

（スライド４）。十日市町は豪雪地帯ですの
で、半分ぐらいは雪に埋もれている状況に
なっています。静岡の住居と新潟の住居は

スライド 3
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同じように竪穴式ですが、こんなに大きな違いがあります。十日市町の住居は屋根に雪が
積もりにくい形をしているということがよくわかります。
　高校生の皆さんたちは、縄文時代以降の古代の時代では、このような竪穴式住居が一般
的だと教わってきたと思いますが、気をつけてみると、それぞれの地域の特性を反映した
形態をとっているといえます。各地に復元された竪穴式住居がありますので、今度見ると
きには、その地域の特徴はどういうものだろうということを考えながら見ていくと、より
楽しみが出てくるだろうと思います。これがまさに、その地域の個性を反映した文化の表
れ方であると考えられるわけです。自然への対応という点では同じですが、そこに文化と
いう個性が出てくるということです。

構造物にみる工夫

　次の写真は法隆寺の五重塔です（スライ
ド５）。７００年前後につくられたと言われ
ていますので、１３００年生き延びていま
す。大地震や大きな台風に遭っても丈夫に
持ちこたえてきました。建築構造を分析し
た結果、心柱構造つまり耐震の柔構造にな
っているということが指摘されています。
地震国日本ならではの建築の構造を持って
いるわけですが、竪穴式住居から木造の建
築物に移っていく中で、３０メートル近く
の高層建築の場合、こうした柔構造を取り
入れて地震に強い構造にしています。そう
した点に人間の大きな進歩が見てとれると
思います。
　建物の構造ということに関連して、地元
仙台の建築物を紹介しておきたいと思いま
す。名勝松島の瑞巌寺は伊達政宗が再建し
た、非常に大きなお寺です（スライド６）。
本堂は国宝に指定されています。造られたのが１６０９年、１０年近くの年月をかけて巨
大な建造物がつくられたのですが、残念ながら現在、大規模な修復工事中ですので、外か
ら見ることができません。私はこの瑞巌寺の修復に関する検討委員会の委員を仰せつかっ
ておりますので、壁や屋根をはがした内部の構造を見る機会が何度かありました。その委
員会で私は次のような質問をしました。

スライド６
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　この瑞巌寺は１６００年代の初めにできた。しかも、大工の棟梁は上方から連れて来た
という。この直前の１５９６年に文禄の伏見地震という非常に大きな地震があり、豊臣秀
吉が伏見城にいて死ぬ思いをしたという故事があります。上方から大工の棟梁を連れてき
たということであれば、この１５９６年の大地震を経験しているのではないか、その棟梁
がこの松島で瑞巌寺をつくったとしたら、その地震の経験がどこかに反映されてないか、
ということを尋ねました。
　そうしますと、実際にこの修復工事に携わっておられる現場監督の方々から、確かに上
方では見られないような構造をとっているという話がありました。その特徴というのが、
この写真にあげた筋交いです（スライド６）。その委員会に参加しておられる東京大学の
建築史の先生の話によれば、文禄地震前の上方の建築物にはこの筋交いはないとのことで
す。ということは、関西での巨大な地震の経験を耐震建築に活かすために、この仙台の地
で筋交いのある瑞巌寺を建てた可能性があるということでした。これについてはさらに検
証を進めていく必要がありますが、私たちの先祖はこのようにして災害に強い建築技術を
開発してきたということができます。
　今は家をつくるときには筋交いを入れるのは当たり前になっていますが、このような技
術が発明されたからといって、一般の住宅にそれがすぐに適用されるわけではありません。
先ほどの五重塔の心柱構造もそうですが、やはり特殊な建築物に限定されるといってよい
でしょう。しかしそうした基本的な技術の開発が、のちに活かされていくことになります。
　次は土木の話ですが、地震、津波だけで
はなく、人間社会を襲う災害として洪水が
あります。日本の川は短くて傾斜が強いの
で洪水を引き起こしやすい、と言われます。
この写真は、山梨県の釜無川にある信玄堤
です（スライド７）。よく知られている堤で
すが、戦国時代に造られました。そしても
う一つが地元の宮城県登米市にある北上川
につくられた堤防です。１６００年代初頭
の江戸時代の初めに、この地の領主であっ
た白石相模宗直が指導して造ったとされている相模土手です。この写真のように、もとも
とこんなにきれいな堤防だったわけではありません。戦後の河川改修の中で整備されてこ
ういう姿になったのですが、こうした堤防の基礎は江戸時代初頭につくられたということ
になります。特に巨大な領地を持っている戦国大名にとっては、河川氾濫を抑えることに
よって生産力の安定化を図ることが必須の課題になっていました。治水は領主の大切な役
割でしたし、権力の到達度を示すものでもあるわけです。
　洪水対応はこうした領主レベルだけではなく、個人の家レベルでもおこなわれていまし

スライド 7
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た。北上川流域には地元では「水山」と言
っていますが、母屋のある地盤よりも１．５
メートルとか２メートルぐらいに土盛りを
して、その上に土蔵や板蔵をつくるという
ことがおこなわれています。先ほど相模土
手がつくられたと言いましたが、すべての
河川流域であのような頑丈な土手がつくら
れているわけではありません。北上川は非
常に氾濫しやすい川ですので、せっかくの
収穫物である米が水浸しになって腐らない
ように、こうやって高いところに倉庫をつ
くっていたのです（スライド８）。右側の写
真は、宮城県の県南を流れている阿武隈川
流域の亘理町にある「水山」です。屋敷地
全体が１メートル程度高くなっています。
このように個人のレベルでの洪水対策も随
所で確認することができます。これも防災
対策です。災害に対処する先人の知恵だと
いうことができます。
　もう一つ、常襲的な災害に台風がありま
す。最近では台風だけではなくゲリラ豪雨ということで、日本各地で集中豪雨が発生して
います。台風常襲地帯の家造りの特徴を見ておきましょう。沖縄は台風の通り道ともいわ
れる地域ですので、強い風に吹き飛ばされないような家造りをしなければなりません。沖
縄の家は、琉球瓦という重たい瓦を乗せているのが大きな特徴になっています（スライド
９）。これだけ重たい瓦を乗せるわけですから、それを支える構造自体も非常に頑丈に造
らなければいけないということになると思います。
　一方、豪雪地帯ではどのような建物になるのか。ここに、雪が降りそそいでいる岐阜県
白川郷の合掌造りの写真をあげておきました（スライド９）。先ほど、縄文の竪穴式住居
でも豪雪地帯では屋根の傾斜が非常に強いことを紹介しました。白川郷の建物も同じです。
家屋としての豪雪への対処は、古代社会から原理は同じだということですね。
　このように、台風常襲地帯では風に飛ばされないような家屋を造り、豪雪地帯では大雪
に潰されないような家を造る。そういう工夫が、それぞれの地域の特性に合わせてなされ
ているというわけです。

スライド 8
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近代科学技術と自然の力

　津波常襲地帯では、特に明治以降、近代
社会に入ってからは巨大な防潮堤を造って
いくことになりました。スライド 10 は、
２０１１年の大津波で広く知られるように
なった岩手県宮古市田老の防潮堤です。昭
和８年（１９３３）の三陸津波、昭和３５
年（１９６０）のチリ地震津波を受けてい
ますので、その経験をふまえて非常に頑丈
な堤防を造りました。これで津波は防げる
ということで、この堤防の後ろ側にも住宅
がたくさん造られていきました。高い堤防
を造ったので安心だということだったので
すが、３．１１大津波は、この堤防をやすや
すと越えて、その背後にあった家々を押し
流していきました。
　この防潮堤は、近現代土木史の中で人類
が自然に抵抗する最高度のところまで来て
いました。しかし、このたびの大津波は、それをいとも簡単に破壊してしまったのです。
近代科学技術の敗北だといえます。
　スライド 11 は、岩手県釜石市唐丹町本郷です。これは私どもの研究所の村尾修教授が
書いた論文（日本建築学会論文集）から引用しています。一番左側の図は、１９４８年（昭
和２３）の住宅分布です。白くなった平場の部分には家屋がほとんど存在しませんが、北
側の山裾に住宅が密集しています。これは明治三陸津波、昭和三陸津波そしてチリ地震津
波という大きな津波を経験してきましたので、高台への住居移転が行われた結果です。こ
の本郷地区に高さ５mの堤防が１９６９年に造られました。真ん中の図の湾に近い場所に
逆 L 字型の線が引かれていますが、これがその堤防になります。同じ図の堤防の後背地
をご覧ください。これは１９７７年段階の住居配置図です。左側の図では真っ白だった平
場のゾーンに、かなりの数の住居が建てられていることを確認できます。つまり１９６９
年に堤防が造られたあと８年にして、これだけの数の家屋が建てられたということです。
また津波が来たらひとたまりもない場所ですから、そこに住むことは避けた場所だったの
ですが、５mの堤防が造られたことによって住んでもよい場所になったのです。だからど
んどん住宅が建設されていきました。驚くのは、堤防の前の海側にも家が建てられていま
す。これが住宅なのか作業場なのかはわかりません。

スライド 10

スライド 11
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　その安全性を高めるために、１９８０年
に堤防の高さが１１. ８m にかさ上げされ
ました。倍以上高くなりましたので、安心
感も高まりました。その結果どうなったか。
一番右側の２０１０年の住宅配置図をご覧
ください。１９７７段階に比べて、さらに
住宅が増えています。当然のことだと思い
ます。数えてみると６０軒前後ありました。
まさに近代土木技術が津波を克服したと考
えられてきたわけです。
　スライド 12 をごらんください。これは１９７７年段階と２０１１年５月１９日の航空
写真です。１９７７年の写真では堤防の後ろに住宅地が展開していることがわかりますが、
２０１１年の写真では、逆Ｌ字型の堤防が破壊され、その後背地にあった家屋は完全に流
出してしまって白っぽくなっております。１１. ５m の堤防をやすやすと超えて大津波が
襲来し、人々の命を奪い、生活の場を破壊してしまいました。堤防ができたことによって
人々は安心して家を造りましたが、その安心感をことごとく打ち砕いて、このような痛ま
しい状態を生み出しました。それが自然の力だということになります。
　明治以前と明治以後の違いを歴史的に見ていくと、自然の力に対する評価が大きく変わ
ったことが分かります。明治以前はコンクリートの堤防で海岸線を固めるような技術も資
本もありませんでしたから、屋敷地を少し高くするとか、海沿いの平場にはできるだけ住
まないようにするといったことがおこなわれていました。あまり力むことなく、自然に対
処していたといえると思います。しかし明治以降に高度な土木技術が開発されて以降、特
に戦後日本では津波常襲地帯には高い堤防が造られるようになりました。その結果、科学
技術によって自然の力を封じ込めることができると考えるようになったわけです。そこが
明治以降の近代社会と、それ以前の江戸時代までの社会における自然観の大きな違いだろ
うと思います。
　とはいえ高くて頑丈な堤防は、実際に多くの命や財産を守ってきました。今回のような
大きな津波でなければ、それは防潮堤としての機能を立派に果たしていますので、無駄だ
ということではありません。ただし、これだけ高くて頑丈にしていれば大丈夫だという過
信があった。それが３. １１の大きな悲劇を生んだということになると思います。
　私たちは東日本大震災でこのような経験をしたわけですが、災害に強い社会をつくって
いくということは、これからも絶えず追求していかなければいけない大きな課題であると
思っております。

スライド 12
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歴史の事実をどう解釈するか

　歴史と災害との関係で、歴史の事実をど
う解釈するかということについて幾つか事
例を紹介しておきたいと思います。スライ
ド 13 は文化庁を通じて岩手県教育委員会
から提供していただいたもので、３．１１大
津波の浸水域と縄文遺跡のマップです。
　 黒 く 斜 線 を 引 い て あ る と こ ろ が、
２０１１年の大津波の浸水域です。そして
赤が縄文遺跡の場所です。下船渡貝塚、大
洞貝塚、蛸ノ浦貝塚が、大船渡湾の周辺に
あります。この三つが国の指定遺跡になっ
て国の保護を受けている貝塚です。そのほ
か青でマーキングしているゾーンが遺跡埋
蔵地となっています。３．１１浸水域と比べ
て見ると一目瞭然ですが、ほとんどが浸水
域ぎりぎりのところに縄文遺跡があります。
つまり縄文遺跡の大半には津波が浸水して
いないということです。
　この現象を我々はどう理解すればよいの
でしょうか。実際に現地に行ってみたので
すが、大洞貝塚も下船渡貝塚も蛸ノ浦貝塚
も、いずれも高台で海が見える場所にあり
ます。ここだけではないのですが、縄文遺
跡の多くは、海に近い平場ではなく、海の
見える小高い丘が多いということです（ス
ライド 14）。
　実際にこの高台に上ってみますと、歩い
て上るのは結構大変です。出来ればこんな高いところではなくて、海に近いところに住居
を造って生活したほうが、海の幸は得やすいのではないかと考えるわけですが、縄文人は
この高台で生活をしました。なぜ平場につくらないのだろうという質問を、縄文時代を研
究している考古学者数人に尋ねてみました。答えは非常にわかりやすく、高潮や津波を意
識してこういうところに生活の拠点を置いたのではないかというのが、共通の返事でした。
　もう一つ、興味深い現象も紹介しておきます。スライド 15 は岩手県の陸前高田市の図

スライド 13

スライド 14

スライド 15
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面ですが、３．１１津波の浸水域とお寺と神
社の位置関係を示しています。福島県いわ
き市の吉田成志さんが、震災後にこの図面
を送ってくれました。この図を見て驚きま
した。町なかにあったお寺や神社の幾つか
は、今回流されたり浸かったりしましたが、
多くの寺社はすれすれのところで到達しな
かったわけです。つまり浸水域ぎりぎりの
場所に寺社の多くがあるということになり
ます。もう一つのスライド 16 は、釜石市
の寺社の配置と浸水域です。釜石市でもやはりいくつかは浸水域のなかにありますが、浸
水域ぎりぎり、あるいは少しはずれたところに多くの寺社が並んでいます。
　こうした現象をどう考えればよいのでしょうか。昔の人は、このあたりまで津波が来る
ということを読んでいたのでしょうか。昔からの経験が生かされているのかどうか、それ
はわかりません。断定的なことは何も言えないわけです。
　ただ神社やお寺などは、沿岸地帯だけではなく平野部でも山間地帯でも、より高いとこ
ろに建てるということがあります。したがって単純に、沿岸地帯でも高いところに建てた
から、たまたまこうなったのでしょう、という解釈は当然できます。単なる偶然だという
解釈はできるわけです。
　しかし、たまたまでしょうという結論を出してしまうと、それで思考は終わります。そ
れ以上の因果関係を考えようとしなくなります。「何か」あるんじゃないか。その「何か」
を探るのが、まさに研究ということになるわけです。研究した結果、結論は、たまたまと
いう話になるかもしれません。しかし、考えてみるということが非常に大事です。そこか
ら歴史の解釈が生まれます。「なぜ」と自らに問いかけることによって研究が進み、新し
い解釈が生み出されます。これは文系、理系を問わず、同様の本質を持っているだろうと
思います。
　今日は、このような現象があるということをご紹介するだけにとどめておきます。私に
は私なりの解釈がありますが、ぜひ皆さん、「なぜだろう」と独自に考えていただきたい
と思います。

歴史のなかの災害

　幾つかの歴史の中の災害を紹介しておきたいと思います。
　このスライド 17 は、過去の地震記録を統計処理したデータです。明治以来、特に地震
学者たちが一生懸命に地震記録などを集めてくれて、『大日本地震史料』という史料集を

スライド 16
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出しております。そのデータや新たに発見
された記録などをもとに、私の研究室のス
タッフが整理した結果、こういう数字にな
りました。西暦４００年代から１８００年
代までのデータです。８００年代に５３４
件となっていますが、総じて１５００年代
までの古代・中世は１００件台から３００
件台で推移しています。特に大きな特徴は、
１１世紀までの奈良・平安時代は朝廷の記
録や公家の日記などが中心ですので、災害
記事は畿内の事例が中心になっています。
　そして、１２００年代の鎌倉時代になりますと、鎌倉幕府の「吾妻鏡」という有名な記
録がありますが、それを中心とした周辺の記録を集めていくと、関東の鎌倉周辺の災害の
記録も登場してくることになります。それ以外の地域の記録は、ゼロではないのですが圧
倒的に比率は少ない。大きな災害になると幕府や朝廷が動きますので記録が残されますが、
中小規模のものであれば地方で災害が起きても、なかなか情報が届いてこないのだろうと
思います。
　ところが１６００年以降、２０００件台から４０００件台へと急激に災害記録が増えて
います。しかも、奈良、京都、鎌倉、関東だけではなく、全国的に災害記録がたくさん確
認できるようになります。これは地震がこの時期に増えたからではなく、まさに地震の記
録が増えたということが理由です。ではなぜ地震の記録が増えるのかといえば、江戸時代
には全国的に文書行政が展開するようになったこと、すなわちリテラシー、識字率が非常
に向上していったということが関係しています。
　その歴史記録とは、どのようなものなのかということを紹介しておきます。スライド
18 は、西暦で１８３５年、和暦では天保６年の古文書の記録です。今日の高校生は理系
の高校生が多いと聞いておりますので日本
史をとっている人は少ないかもしれません
が、天保６年といえば老中水野忠邦による
天保改革が行われる数年前の時期になりま
す。解読文の一部を紹介しておきます。
　一、六月廿五日　昼七ツ時後、大地震
五六動、当時之人無覚大地震と云、据釜湯
六七分目迄ユレコホル、道路之人、不能歩行、
土蔵不残損破ニ及フ、或壁ワレ、或ハ鉢巻落、
或ハ腰瓶破ル、家作曲リ、又ハ損シノタメ、

スライド 17

スライド 18
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戸障子不明也
　おおよその意味は次のとおりです。６月２５日に大きな地震が五六度あって、「当時の人、
覚えなき大地震」だった。「据え釜湯、六、七分目まで揺れこぼる」とあります。大きな
釜に水を汲んでお湯を沸かしていたのですが、それが地震の揺れによって六、七分目まで
こぼれてしまった、そのくらい大きな揺れだった。「道路の人、歩行能はず」とは、歩く
ことができないほど、思わずしゃがみ込んでしまうほど大きな揺れだった。「土蔵残らず
損破に及ぶ」とありますので、土壁でつくられた土蔵も大きく壊れたということです。
　２０１１年の東北地方太平洋沖地震を思わせるような大きな地震が、このように記録さ
れています。この古文書を読むところから歴史研究が始まります。ですから、古文書が読
めるようにならないと江戸時代の研究はできません。古文書が読めるようになるまでには
数年かかりますが、日本史研究室の学生はちゃんと勉強していれば卒業論文ではこういう
生の史料を使って書くことができるようになります。文系の歴史研究も大変魅力的な分野
ですので、高校生の皆さんはぜひ覚えておいていただければと思います。
　ところでスライド 19 は、そうした歴史記録のうち特に宮城県沖地震の記録だけを整
理したものです。１７９３年の地震はマグニチュード８．２となっています。地震の規模
を示すマグニチュードは、いくつもの記録を突き合わせて地震研究者がシミュレーショ
ンしてはじき出します。それから４３年後
１８３５年にマグニチュード７以上の地震が
起きています。こうやって歴史記録などに
もとづいて宮城県沖を震源とする地震の発
生間隔を計算すると、平均約２４年の間隔
でこの地域の断層が滑っているということ
になります。これがいわゆる地震の周期と
いわれるものです。そうすると、次はいつご
ろ発生するかの予測が可能になりますので、
それに対してどういう備えをしなければい
けないかということになっていきます。
　あの大震災をもたらした２０１１年の地
震はマグニチュード９ですが、この太平洋
沖地震は、この周期性を持った宮城県沖地
震の断層も滑っただろうと解釈されていま
す。それだけではなく、南北２００キロメ
ートルにおよぶ広大な断層がすべったので、
巨大地震になり、巨大津波を引き起こすこ
とになりました。

スライド 19

スライド 20
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　以上は地震の話ですが、では津波はどの
くらいの頻度で発生していたのでしょうか。
　スライド 20 は２０１４年２月２８日、
地元の河北新報が１面トップで出してくれ
た記事です。見出しに「犠牲者の出た津
波は平均５７年に１回。被害が出た地震は
２０年に１回」、「東北大教授らが歴史史料
分析」とありますが、その東北大教授らと
いうのが、私や私の研究室のスタッフです。
こういう分析結果を河北新報に提供したと
ころ、１面トップになるとは思いもしなか
ったのでびっくりしましたが、地元にとっ
ては、そのぐらい大事な情報だということ
だと思います。
　その津波の記録を一部紹介いたしますと

（スライド 21）、１６１１年に伊達政宗の
家臣が書いた「真山記」というものがある
のですが、「１０月２８日巳の刻過ぎ」、午
前１０時ごろですが、「大地震、津波入り
候、ご領分中にて人１７８３人、牛馬８５
匹死すとなり」という記録があります。こ
れによって非常に大きな地震が起きたこ
と、そして津波が起きたことがわかります。
２０１１年からちょうど４００年前に起き
た大津波でした。次が１７９３年（寛政５）
の記録です（スライド 22）。「正月７日、大
地震、１４、５度揺り、海辺、津波にて家
も潰れ、死人も数多あり」とあります。
　こうした記録をデータベース化して統計をとっていきますと（スライド 23）、１６１１
年の４００年前から２０１１年の東日本大震災まで、「死者のあった津波」は８回です。
４００年で８回ですから、この地域は大体５７年サイクルで非常に大きな津波が来ている
ということです。旧仙台藩領、宮城県域から岩手県域あたりまで入ります。次の「被害の
あった津波」というのは、沿岸地帯の建物が流されたとか、床上浸水になったとか、戦後
ですと養殖筏が流された、あるいは田畑が浸水したといったようなものが２１回、２０年
に１回の頻度ということになります。さらに「津波高１メートル以上の津波」と「津波高

スライド 21

スライド 22
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４０センチ以上の津波」を挙げています。「１メートル以上」は１６年に１回、「４０セン
チ以上」は１２年に１回です。短期間にこれだけの津波が来ているということです。４０
センチあると子どもは足をすくわれて流されます。１メートルであれば大人も完璧に流さ
れます。
　先ほど、宮城県沖地震は２４年サイクルと言いました。これだけでも、かなり周期性が
高いという印象を持っていたわけですが、今回津波の歴史記録を整理してみて、このよう
な高い頻度で発生していることに驚きました。地震、津波はサイクル性を持っているとい
うことがいわれています。ということは将来にわたっても、このくらいの頻度で津波や地
震が発生するということです。そのことを考慮して、今後の地域づくりや防潮堤の問題を
考えていかなければいけないと思います。
　私たちは、過去の歴史事実から、将来の地域づくりにかかわるようなデータを社会に提
供することができます。歴史学の役割は非常に大きなものがあると考えています。

１６１１年慶長奥州地震津波の研究

　過去の津波がどのくらいの規模だったのかを具体的に復元してみようということで、私
ども災害研の歴史分野と津波工学の研究分野で１６１１年（慶長１６年）に発生した慶長
地震津波の共同研究をしました。どういう手法かといいますと、まず、歴史研究室のスタ
ッフが丹念に歴史記録の調査をやって、こ
の年の地震や津波に関する記録の収集をお
こないます。その一部を紹介しておきまし
ょう（スライド24）。まずは北海道の記録に、

「東部の海嘯、民夷多く死す」とあります。
海嘯とは津波のことです。「民夷」とある「民」
は和人つまり日本人、「夷」というのは「蝦夷」
ということで、アイヌの人たちのことです。
北海道の東部で、非常に多くの人が津波で
死んだということがわかる記録です。
　次が青森県の沿岸で、「南部津軽の海辺の人屋溺失して人馬３０００余死す」という記
録があります。岩手県の山田村では「大地震３度」があったとあり、大槌村では「大波出
来、大槌、朝よりたびたび地震、波押し上げ候前、沖のほうどんどんと鳴る」とあります。
ドーン、ドーンという音がするというのは、今回の津波のときにもあったといわれていま
すが、それと同じような現象が４００年前でも起きているということです。
　そして宮城県の岩沼には千貫山という山がありますが、そこまで津波が来たという伝承
があります。内陸の山ですが、近くに阿武隈川が走っていますので、そこを遡って麓まで

スライド 24
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津波が到達した可能性があります。相馬では、「海辺大波にて相馬領の者７００人が溺死
した」とあり、ここでも大量の死者が出ております。
　江戸に津波は来ていませんが、「辰の刻の大地震、夜に至り地動く」とあるように、地
震の揺れは江戸でも確認されています。今回もそうですね。東京でも大きく振れて交通機
関がとまったため、大量の帰宅困難者が出ました。
　もっとたくさんの記録を集めていますが、それらを集計していくと、津波が襲来した範
囲や浸水域というものが推定できます。そうすると１６１１年の津波は、北海道東部から
相馬あたりまでの範囲に及び、溺死者がたくさん出たということがわかりました。では震
源地はどこだということになるのですが、
ここからは津波工学の手法を用いることに
なります。１か所の断層が滑っただけでは
数百キロの範囲に津波を及ぼすことはない
ということで、さまざまな数値計算を駆使
してシミュレーションをおこなった結果、
現在のところ、この図（スライド 25）に示
した７つの断層が滑っただろうと推定され
ております。マグニチュードは８．５プラス
α、と想定しています。
　さらに津波工学研究室では、１６１１年の津波を動画としても再現することができまし
た。地震発生から３０分ぐらい経ったところで仙台湾や三陸沿岸に大きな津波が寄せてく
る計算になります。今回の東日本大震災をもたらした大津波と、かなり似た現象が４００
年前にも発生していたということになります。
　東北大学の災害科学国際研究所が文理連携で進めている共同研究の一つを紹介しまし
た。こうした分析がなされる以前、２０１１年に発生したと同程度の地震・津波は８６９
年（貞観１１年）以来だと言われていましたので、千年に一度程度の周期で発生すると考
えられていました。しかし４００年前にもマグニチュード８．５をこえる大地震と大津波
が発生していたことがわかりましたので、約１１００年の間に３回の大地震が起きている
ということになります。千年に一度ではなく、数百年に一度のサイクルで、この地域は巨
大な地震と津波に見舞われるということになります。これが過去の歴史が明らかにする事
実です。私たちは、こうした過去の経験をもとにして未来を考えなければいけません。災
害への備えということは、そういうことなのです。

地震がないのに津波が来た

　地震もないのに津波が来たというのは、日本の近くで地震が起きていなくても、遠くか

スライド 25
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ら津波がやってくるということです。これを遠地津波といいます。１６１１年の慶長奧州
津波から２０１１年の東北地方太平洋沖地震津波までで合計３５件の津波記録が確認でき
ていますが、このうち、チリ沖やペルー沖やカムチャツカ沖などを震源とする遠地津波は
１３件（３７％）でした。なんと４割弱が遠地津波だったのです。ということは逆に、日
本の津波記録によって太平洋の向こう側で発生した地震のことがわかるということでもあ
ります。そうした事例を一つ紹介しておきます。
　日本側の記録では元禄１２年１２月８日

（１７００年）に、太平洋側の岩手県宮古か
ら和歌山あたりまでの沿岸で、地震がない
のに津波が来たという記録が存在していま
す。どこかの遠地津波だということになり
ますが、１７００年前後の時期に北アメリ
カ大陸の西海岸で大きな地震と津波が発生
した形跡がありました。地質調査の結果、
北アメリカのカスケード地方の長い海岸線
から、１７世紀末から１８世紀ごろの津波
堆積物が発見されたのです。この津波堆積物というのは、津波が運んできた砂礫が蓄積さ
れたものです（スライド 26）。ところが、地層からは年代も日にちも確定できませんし、
当時のアメリカにはこの地震と津波に関する文字記録がありませんでした。津波堆積物の
規模からみて、これは相当に大きな津波だと推定され、場合によっては日本に到達してい
る可能性があるということで、日米の地震・津波研究者たちが日本の記録に目をつけて共
同研究を実施しました。
　つまり、日本の記録だけでは震源地が特定できず、いっぽうカスケードの津波堆積物だ
けでは地震と津波の発生日時は確定できなかったのですが、それぞれが情報を補うことに
よって、元禄１２年１２月８日（1700 年 1 月 27 日）に日本を襲った津波は、その前日
の 1 月 26 日にカスケード地方で発生した
地震によるものだということが判明しまし
た（スライド 27）。この共同研究の成果は、

“The ORPHAN TSUNAMI of 1700 ”と
してインターネットでも公開されています。
学際研究としては非常に貴重な事例だとい
えます。
　この共同研究で私が特に注目しておきた
いのは、北米大陸の地震や津波を解明する
手がかりが江戸時代の日本の記録の中にあ

スライド 26

スライド 27
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ったという点です。この研究のリーダーで
あったアトウォーター博士も、この津波に
関する記録が日本にいくつも残されている
ことに驚いていました。
　じつは江戸時代の日本には、世界には例
がないほど古文書がたくさん残っているの
です。スライド 28 の写真のように、個人
のお宅に江戸時代や明治時代の記録がたく
さん残されています。和紙に墨で書かれた
文書を古文書と呼んでいますが、これらの
古文書を私たち歴史研究者は調査をして探し求めています。考古学では土の中を掘って石
器や土器を発見してきますが、私たち文献史学者は旧家の土蔵に入って古文書を発見して
います。
　古文書はこれまでにもたくさん発見されてきましたが、まだ未発見の古文書が、この列
島全域には１億点近くはあるのではないかと考えられています。ということは、私たちは、
これまでに発見されたほんの数パーセントの古文書をもとに歴史研究をしていることにな
ります。歴史の教科書は、その数パーセントでわかったことを書いているに過ぎないので
すから、１００％わかったら、今皆さんが勉強している教科書は全て書き替えられること
になると思います。そういう意味で、歴史研究は日々進化しています。
　なぜこんなにたくさんの古文書があるのか。それは江戸時代の日本は世界で類をみない
ほど文書行政が列島全域で広まったからです。文書で行政をするためには文字を読む能力
つまりリテラシーが高くないといけません。現在の日本の識字率は９９％程度です。いろ
んな理由で勉強や学習ができないということがあるので、完全な１００％にすることは困
難です。
　江戸時代はどのくらいの識字率だったのでしょうか。全国を網羅した数字はありません
のでいくつかの村の数値になりますが、幕末の１８００年台半ばの時代ですと、江戸市中
では７０～８０％の識字率、幕末の全国では男性４０から５０％、女性は２０％前後の数
値があげられています。これはかなり高いですね。比較のためにあげておきますが、ほぼ
同時期の１８００年代中葉ですが、イギリスのロンドンの識字率が２０～２５％という研
究があります。ロシアは１９２０年代でも２０％程度という数字が出されています。
　そして幕末日本には８万程度の寺小屋がありました。実際にはもっとたくさんあったと
考えられます。１８００年前後の時期は教科書でいえば化政文化の時代です。人情本とか
滑稽本がはやり、為永春水とか十返舎一九といった作家が活躍したと書かれています。こ
の時代の江戸の貸本屋は最低でも８５６軒ありました。小さな町に一軒は貸本屋があった
ことになります。本は今のように買うのではなくて借りるものでした。

スライド 28
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　これだけ貸本屋があるということは、庶民の読書熱が非常に高かったということです。
だからこそ為永春水や十返舎一九その他多くの作家の作品が読まれ、彼らが有名になって
いきました。それを支えているのが、まさにこの高いリテラシーでした。
　江戸時代のリテラシーの程度は、こういう数字や現象から確認することができるわけで
すが、こうした数値をみると江戸時代の日本というのは、世界的にみても、かなり文明・
文化度の高い国だったといってよいかと思います。つまり江戸時代の日本は文字文化が相
当程度に普及した社会だったからこそ、文書がたくさんつくられたということになるわけ
です。そうして残された文書のなかに災害に関する記録もありますので、それらを調査・
集計して、前に紹介したような地震や津波のデータ処理も可能になりますし、それ以外の
政治・経済、社会・文化のありようも分析できるわけです。

おわりに　

　ところでこうした歴史の記録、いわゆる古文書は今でも、その大半が江戸時代に村役人
をやった旧家に残されています。ところが大きな災害が起きると、そうした古文書が失わ
れることが少なくありません。なぜかというと、そうした古文書は昔つくられた土蔵など
に保管されていることが多いのですが、地
震があると土蔵の壁が壊れたり、傾いたり
します。そうするとその土蔵が解体されて
しまうのですが、そのような時に蔵のなか
にある古文書も一緒に処分されてしまうこ
とが多いからです（スライド 29）。
　そうした貴重な古文書が失われないよ
うに、私たちは１０年前から歴史資料の
保全活動を続けてきました。この１０年
間に５００軒近くの旧家をお訪ねして、土
蔵に入って、２５万点ほどの古文書を発見
して整理し、写真撮影をしてデータベース
化を進めているところです。次の写真は
２０１１年の地震と大津波の被害をうけた
旧家の姿です。多くの家々が壊れたり流さ
れましたが、かろうじて残ったところも、
蔵の中あるいは母屋にあった古文書が、こ
のように惨憺たる状況になっています（ス
ライド 30）。３．１１大津波のあと、私たち

スライド 29

スライド 30
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はレスキュー隊を組織して１００軒以上の旧家を回って、５万点以上の濡れて汚れた古文
書をレスキューし、現在もなおクリーニング作業を続けています。
　きょうは、災害が歴史研究の根本材料となる古文書や多くの文化財を消滅させていくと
いう、あまり知られていない現象をみなさんに紹介しました。また、それぞれの地域の歴
史や日本の歴史が、どのような史料にもとづいて研究されているのか、災害に関する記録
をどのように現代に活かしていくことができるのかということについても紹介しました。
歴史研究の一端ではありますが、ご理解いただけたのではないかと思います。
　私の話は以上です。どうもありがとうございました。




