








生きる意味さえも
今はわからず
歪んだ空見上げ
君を想った

愛する意味さえ
今はわからず
滲んだ声上げて
君を探した

Even the meaning of  living

I do not understand now

Looking up distorted sky 

I thought of  you

Even the meaning of  love

I do not understand now

Raising my blurred voice

I looked for you























One last hug

Yuki Iwanami
岩波友紀





































































Takayuki Ueno

I decided to dismantle my home.
It is painful to decide the dismantling by myself. 
The house we spent with our children is a mass of  
memories.
I think that I had no trouble if  my family all survive. 
I will be able to make new memories from now on.
My memories with my children will not increase 
from the day the tsunami came.
On the contrary, I must destroy those memories.
I knew it would come someday, but it is painful.
Please treasure the happiness being with your family.
Please treasure the happiness that memories with 
your family are increasing.





































Norio Kimura

Even though there is something I lost, even though it is painful, 

I wish I want you to stay by all the time.

Elementary school, children's hall, kindergarten as it is since 3.11.

Can we cut grass with our own hands and keep it clean?

Recently I'm thinking about that.



















捜し続けている限り

見つかる可能性はゼロじゃないから

As long as I keep searching , 

the possibility of  finding is not zero.















どこにいるかわからない、見つからないわが子を捜し続ける－－

2556 人

死者 15,893 人を出した 2011 年の東日本大震災でいまだ行方不明となっている人の数だ。*

2011 年 3 月 11 日。東日本太平洋沿岸を襲った津波は多くの命を奪い去った。津波が地震など他の自然災害と大きく異なるのは、犠牲

者が流されどこにいるか見当もつかないことがあることだ。あれから 6 年以上の月日が経ったが、いまだ多くの方が行方不明のままだ。

そして自らの手で今もわが子を捜している親たちがいる。

犠牲者を増やし捜索を阻んだのは、津波そのものだけではない。学校にいた子どもたちが避難もできずに津波にさらわれた。原発の爆発

が起きたことで捜索の警察、自衛隊が撤退を余儀なくされた。原発事故の避難命令で、捜索するどころか町に入ることさえできなかった。

逃げていれば助かった命。原発事故さえなければ捜すことができた命。せめて野ざらしにされることはなかった命。幼い子どもたちの命

は、ないがしろにされた。

見つからないわが子を捜す－－こんなに悲しいことが世の中にあるだろうか。

親が抱く悲しみは時が経っても決して消えることはない。命の大切さを知り、命を失う経験をしたからこそ、その悲しみを胸に未来へ生

かそうとしている。命のためにどう生きていけばよいかを考えてほしいと願っている。

その大切な命を捜しに行く。願いはただひとつ。もう一度、この手で抱きしめたい。
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One last hug

Yuki Iwanami 
岩波友紀

Thanks for Masaru Naganuma, Takayuki, Ueno, Norio kimura and their families, and 

thier commrades especially the member of  Fukko-hamadan. Dedicated to them and all 

missing people by 2011 tsunami and thier families. 

One last hug is based on the concept and design by Yuki Iwanami, in collaboration with 

Alex Bocchetto and Yumi Goto.

The lyric of  PAGE 9 is 'The Road' by  Jun Shibata. 

All photographs and texts : Yuki Iwanami

copyright©2018  All rights reserved.



★ご遺体に対する日本人の考え方　－日本人にとってはご遺体を見つけたいというのは当たり前の感情だが、文化、宗教、価値観の違いから
他の国では理解できないことがあるため、ここに記します。

　キリスト教のように「肉体はただ魂の入れ物」という考えは、日本では根付いていない。日本人は一般的に、アニミズムや仏教の影響から
「霊魂は肉体とともにある」と考える。仏教では、遺体をきちんと供養しなければ魂が成仏できないと考えられている。そのため、ご遺体が（た
とえ一部でも）帰ることが、魂が家族の元に帰ることであり、ご遺体を連れて帰ることに固執するのは普通のことである。飛行機事故でもご
遺体を捜す事が第一優先であり、第二次世界大戦中に海外で亡くなった方たちの遺骨収集は現在も続いている。
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大川小学校　宮城県石巻市

2011 年３月 11 日　午後２時４６分　地震発生　
　　　　　　　　　午後３時３７分頃津波襲来　（石巻市雄勝で 15.5m**）
　　　　
2014 年３月　大川小の惨事を調査する第三者委員会が最終報告書を提出
2014 年３月　犠牲となった児童２３人の遺族が、学校が安全配慮義務を果たさず過失があったと県と市を提訴
2016 年 11 月　仙台地裁は学校側の過失を認める判決を出したが、市と県は不服とし翌月控訴

石巻市立大川小学校　全校児童１０８人のうち、死亡７４人　行方不明４人

　石巻市立大川小学校２年の、永沼勝さんの長男・琴君は、多くの同級生とともに学校で津波に流された。大川小では地震後、教師の指示で校
庭に留まり続けたことで避難が遅れ、児童 74 人が犠牲となる大惨事となった。
　２日後に大川小までたどり着いた永沼さんは、その場で多くの児童の遺体を目にした。しかし琴君はおらず、スコップを手に水没した町を歩
き続けた。泥の中から見つかった琴くんのランドセルを背負って帰った時の重さを、今でも鮮明に覚えている。
　人力での捜索に限界を感じ、翌月から免許を持っていた重機での捜索を始める。仕事も辞めた。以後、津波に洗われた大川小周辺 400 ヘクター
ルに及ぶ土地を少しずつ、毎日毎日掘り返していった。　永沼さんと一緒に重機で捜索していた平塚なおみさんの６年生の娘・小晴さんが 2011
年８月に見つかって以降、行方不明となっている４人の児童は見つかっていない。
　地震が収まった後、教師は校庭に児童を集めた。津波到達までの５０分間、学校の裏には山があったにもかかわらず、校庭に留まり続けた。
ようやく北上川の新北上大橋のたもとの三角地帯と呼ばれる場所に避難を開始した直後、津波は児童を飲み込んだ。東日本大震災の津波でこれ
ほどの犠牲が出た学校は大川小だけだ。この震災時の行動だけでなく、その後の学校の対応が遺族を不信感で満たすに余りあった。原因究明の
ために生き残った児童におこなった聞き取り調査のメモが処分され、その児童が聴取時に話した「山さ逃げよう！とまわりの児童が言っていた」
ことや「山に向かった子どもが連れ戻された」証言が記録に残されていない。倒木があって危険だったから避難しなかったと説明された裏山には、
地震での倒木が確認されていない。市教委の説明は新たな事実が出るたびに二転三転していた。そのときの状況を知っているはずである唯一生
き残った教師が、一度謝罪に現れた以外、遺族の前に姿をあらわすことはなかった。市長は、自分の意思でなく教師の指示に従っていたもとで
起きたこの惨事を「宿命」と発言した。学校側は今まで責任を認めていない。
　あの時何があったのかを正直に話して、二度と起こしてはならない例としてほしい－－。ほとんどの遺族はそのことを望んでいるのに、明ら
かにならないまま年月が過ぎている。納得のいく説明はこれまでずっとなく、市が莫大な予算を投じた第三者委員会による調査でも結局明らか
にはならなかった。

「先生たちも、あの時出来る限りの事をしたのだろう。でも責任があるなしにかかわらず、自分の学校の子どもたちがまだ見つかってないなら、謝っ
て、スコップ持って一緒に捜すってのが人情じゃないですか？」。多くの親からそうした言葉を聞いた。捜索に加わらないどころか現場にもほと
んど来なかった校長は、行方不明の大勢の児童の親たちが懸命に連日捜索している時期、「生き残った子の登校式をやりたい」と発言したという。
　「子どもたちは学校にいるから、きっと大丈夫」。津波の後、内陸から学校のある釜谷地区に続く北上川の堤防が決壊したため津波後に学校へ
向かえなかった親たちは、そう信じきって子どもたちが乗るヘリコプターをずっと待っていた。
　　一時期、生活資金のためにトラック運転手の仕事に復帰し週末しか捜索に行けなかった頃、永沼さんは無念に苦しんでいた。「ひとりで運転
してると、琴のことばっかり考えてさあ…おい（俺）はこんなことで何してんだろう…」。仕事をしていても琴君のこと、琴君がいる大川小付近
の
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場所が頭から離れなかった。なんとか毎日琴君を捜せないかと考え、捜索を請け負う土木会社へ転職した。個人的な事情をくんでもらい、仕事
として捜索を続けられた。長面や釜谷で捜索していると、どの場所でも琴くんの記憶が蘇る。あそこで自転車で走っていたな、ここで一緒に釣
りをしたな ––。そんな思い出は心を締め付けるが、琴くんのそばにいられることだけでもまだ良かった。しかしそれゆえに、毎日毎日連れて帰
ることなくこの場所を去らなければならない罪悪感が夕日とともに襲ってくる。「琴、こわかったろうなあ、あんな津波見て、流されてさあ。今
でもどこかでひとりで怖がってるのに、また置いて帰らなきゃなんねえ・・。」　その気持ちを味わう回数は 2 千回を超えている。
　一番近い海岸から大川小まではおよそ４キロ。その間にある長面地区は、地震の地盤沈下と津波によりまるで海のように水没した。水没地域
は３つの工区に区切られ、堤防造成と排水作業を繰り返し陸地として回復していった。。長面地区に、ようやく捜索が入ったのは２０１２年１０
月だ。原発事故の影響があったわけではない場所でこれほど捜索ができなかった地域はあまり知られていない。長期間誰も捜索に入れなかった
場所に、当初期待は大きかった。しかし、その後の第２工区も、２０１５年に完了した第３工区でも捜索を終えたものの、ひとりも見つけるこ
とができなかった。市による大川小近辺の捜索はこれで打ち切られた。その後永沼さんは大川小遺族への義援金を頼りに基本的にひとりで続け
るが、重機１台のレンタル料と燃料費で経費は月１００万円。とても個人で続けられるものではない。時間が経つにつれ、だんだん現場から人
がいなくなっていった。長面地区も一部稲作が行われるまで復旧し変化していった。しかし、永沼さんの時は止まっている。
　震災の夏、児童たちが目指した新北上大橋のたもとに、ひまわりが咲いた。大川小６年だった娘を亡くした狩野あけみさんが植えたものだった。
狩野さんや平塚さんらは、その後も校舎の周りにひまわりやスイセンを咲かせた。校舎だけがぽつんと残る釜谷に咲く花が癒しを与えてくれて
いた。捜索する人がいなくなる中でも、狩野さんたち一部の親たちはできる限り捜索現場に行き一緒に捜した。平塚さんは２０１３年春まで教
職の仕事を休んで、重機を動かし続けた。大川小の黒沼先生だけは、平日でも学校の仕事が終わると、日没までの短い間でも現場に行き、永沼
さんの傍で捜索を手伝っている。日曜には元遺族会会長も度々重機を動かすが、それ以外のほとんど、永沼さんはひとりだ。
　「やんちゃだったっちゃ、琴は！船から長面浦に飛び込んだりさあ」。家の裏の山もぽんぽん駆け回っていたという琴くん。「そこが琴の特等席」
と、指差したのは永沼さんが漁に使う小型船の船首。今では海を捜索するときにも使っている。琴君は漁についてくるとずっとここに座り海を
眺めていたという。今、船尾で船外機を操縦しながら船首を見てもそこに息子はいない。とうに兄の年齢を超えた次男は、不思議なことに琴く
んを彷彿とさせるしぐさをするようになったという。
　震災から４年の 2015 年春。琴君は卒業の時を迎え、永沼さんは琴君の代わりに卒業式に出席した。卒業までになんとか見つけ出してやっか
ら－－。ずっと思っていたその願いがかなわず迎えた卒業式。仮設住宅から出てきた永沼さんの顔は晴れ渡っていた空と対照的だった。学校の
卒業式の取材は出来ず、様子はうかがえなかった。式の集合写真を見せてもらうと、数人の児童とその何倍もの遺影を持った親たちが写っていた。
　どんなに朝早くても必ず家を出る永沼さんに必ず「おとう、いってらっしゃい！」と家の窓から手を振ってくれた琴君。琴君と最後の時となっ
た震災前日の朝、永沼さんより早く家をでる琴君が、なぜかその日だけいつまでも手を振っていた。「遅れっから早ぐ行け」、そう言った。今で
も頭から離れない後悔がある。あの時抱きしめてやれていたら。
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萱浜　福島県南相馬市原町区

２０１１年３月１１日　午後２時４６分　地震発生　午後３時３5 分頃　津波襲来（南相馬市原町区で 12.2m**）
　　　　　３月１２日　午後３時３６分　福島第一原発１号機が水素爆発。南相馬市小高区を含む２０km 圏内に避難指示
　　　　　３月１４日　午前１１時１分　福島第一原発３号機が水素爆発　
　　　　　３月１５日　午前８時２５分　福島第一原発４号機が水素爆発。南相馬市原町区を含む２０km －３０km 圏内に屋内退避指示
　　　　　４月２２日　南相馬市小高区を含む 20km 圏内が警戒区域となり立ち入り禁止に
２０１３年５月２８日　警戒区域が再編される　

南相馬市　死者 525 人　行方不明者 111 人 ***
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　上野敬幸さんの自宅を襲った津波は、父・喜久蔵さん、母・順子さん、小２の長女・永吏可さん、３歳の長男・倖太郎君を奪っていった。
地元消防団員の上野さんは仲間とともに一帯の人たちの捜索を続けた。そして２日後には自ら母と永吏可さんの亡骸を抱き上げた。
　福島第一原発で水素爆発がたて続けに起こると、同原発から 22 キロの萱浜からは捜索の警察や自衛隊が一斉にいなくなった。人影が消え
た場所で消防団だけが鳶口を手に捜索を続けた。近所のよく知る人たち 40 人近くをひとりひとり抱き上げ、遺体安置所まで運んだ。

「見渡す限りだれもいなくなってしまった。本当に自分達しかいなかった。見捨てられたって、そう思いました」。その思いがずっと続いてい
るように、原発事故で捜索が妨げられた福島の現状もまた、今でも続いている。上野さん自身は見つかった永吏可さんを最後に抱きしめてあ
げることができた。しかし、当時おなかに次女の倖吏生ちゃんを身ごもっていた妻の貴保さんは、遠くに避難していたため火葬される前に永
吏可さんに会うことができなかった。その時の貴保さんの気持ちを思った時、上野さんは初めて東電に対し怒りを覚えたという。
　見つからない倖太郎君と父、他の行方不明者を上野さんたちは捜し続けた。上野さんと消防団の仲間で続ける捜索にはやがてボランティア
も加わり、「福興浜団」という団体が生まれた。「全ての行方不明者が見つかるまで」と、活動を続けている。

「震災からずっとどうしても福島は放射能の事ばかり。当時も今もここにも津波が来て亡くなった人が大勢いることがほとんど語られない。人
間にとって一番大事なのは、人間の命でしょ？」。福島の津波被害は原発事故に隠れ続けてきた。月日の流れは、見つけられる可能性を小さく
しているのは間違いないが、それでも捜すことをやめない。「捜すのをやめたら可能性はゼロ。捜し続けている限り、見つかる可能性はゼロじゃ
ない」から。
　「倖太郎が見つかったら死のう」。当初、上野さんは子供たちを守ってやれなかった自らを激しく責め、そう思いつめていたという。自分が
生きていることに意味があるとすれば倖太郎君を捜すことだけだった。しかし捜しても捜しても見つからない日々が続いていたとき、ふとこ
んな思いが頭をよぎる。「そんな自分を見て、倖太郎はわざと見つからないようにしているんじゃないか」。息子に生かされているのかもしれ
ない、もしそうなら生きている人間しか出来ないことをやり続けよう、そう思えるようになった。
　涙しかなかったこの場所に笑顔を取り戻したいと、上野さんと仲間たちは津波で荒野と化した萱浜に菜の花畑を作り、イルミネーションを
灯している。毎年打ち上げ花火でこの地を照らしている。そうするのも、生きているからやれることだからだ。春と夏には萱浜に多くの人が
集まる。子どもたちが走り回り、笑顔が溢れる。「生きている人たちが笑顔を見せることで亡くなった人たちにね、安心してもらいたい。ぼく
らが暗い顔してたらみんな心配するんじゃないかと思って」。津波が来た悲しみの地だということを一瞬忘れさせるほどの光景。その光景を見
る上野さん自身も、心から喜べる時なのだろう。
　2014 年４月。震災半年後に生まれた倖吏生ちゃんが、幼稚園に入園した。同じ幼稚園への入園を間近に控えていた兄の倖太郎君を、倖吏
生ちゃんが追い越してしまった。気持ちを置き去りに容赦なく月日は流れる。家には倖太郎君のために用意した幼稚園の帽子や靴が使われな
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　その前月には、小学校卒業の年になった永吏可さんの代わりに上野さん夫妻は倖吏生ちゃんと卒業証書を受け取った。「大きくなった同級生を
見て、永吏可もこれくらい大きくなっていたんだろうなって・・」。そう話す貴保さんに寂しい笑顔が浮かぶ。２年生のままの永吏可さんを想い
浮かべる上野さんの目からは、涙が止まることなく流れた。
　毎年３月１１日にはその同級生たちが花を手向けに上野さん宅を訪れてくれる。中学生になっていた２０１６年も、変わらず来てくれた。「ま
たいつでも来てね」。そう声をかけた上野さんの穏やかな顔に、娘をいつまでも覚えていてくれる嬉しさが滲み出ていた。そして自転車で去って
いく同級生たちをしばらくじっと見つめていた。

　津波で更地のようになった萱浜地区に１軒だけ、震災当時のまま残る家。それが上野さんの自宅だった。１階の天井まで浸水したものの、か
ろうじて建っていた。この近辺でずっと残っていた建物はこの上野さんの自宅だけで、ここに津波が押し寄せたことを物語る唯一の存在でもあっ
た。2013 年にその隣に新しい家を建てたのは、家族との思い出の地で家族とできるだけ近くにいてあげたいから。思い出の詰まった自宅を取り
壊さずにいたのもそのためだ。しかし震災から５年でそれはリミットとなった。15 年度中に取り壊さないと解体費用の補助が出ず、いつか取り
壊す時に経済的に到底無理だったからだ。解体前、片付けのために２階の永吏可さんの部屋に入った。気持ちが耐えられないからと、４年間ずっ
と入ることを拒んできた部屋。ノートに残る永吏可さんの書いた字、女の子の絵、入学式の集合写真。ひとつひとつ手に取り、しばらく見つめ
ては置いていった。そして、買ってあげたばかりだったベッドを見つめ手のひらでなでた。「結局、子どもたちも、この家も、守ってやれなかった・・」。
解体される間、思い出が壊れていく姿をほとんど直視しなかった。

「おやじが生きてた頃は、なんでこんな儲からない農業をやっているのかと思っていた自分が、情けない」。ありがとうの一言も言えず別れなけ
ればならなくなった父と母。上野さんは、２０１６年、津波浸水地域が農地として生まれ変わった萱浜で稲作に挑戦している。家族のために家
を建てて、生活を作ってくれた父と母と同じように。

　自宅の祭壇にある４人の骨箱。倖太郎君の骨箱にはまだ本人がいない。この手で見つけて、入れてあげなければならない。永吏可さんにした
ように、倖太郎君も抱きしめてやらなければならない。それが上野さんがずっと思い続けていることだ。倖太郎君に生かされている命がある限り、
笑顔のために花の種をまく。生きている限り抱き続ける自責の念を胸に、命を捜し続ける。

「えりかちゃんはあ、さりいよりおっきいね。こうちゃんはあ、ちっちゃいよね」。一度も会ったことがない姉と兄のことをいつも友達のように
倖吏生ちゃんが話す。時折、上野さんは子どもたちの骨箱を抱いてあげる。「永吏可はね、感じられるけどね、倖太郎はまだいないからね・・」。「だっ

こする〜」と、兄の骨箱を抱きしめた倖吏生ちゃんが、「早く帰ってこーい！」と叫んだ。



熊川　福島県大熊町

２０１１年３月１１日　午後２時４６分　地震発生　午後３時５０分頃　津波襲来（大熊町で 12.2m**）
　　　　　３月１２日午前５時４４分　原発構内での放射線量上昇により大熊町を含む 10km 圏内に避難指示。午後３時３６分　福島第一原
発１号機が水素爆発。２０km 圏内に避難指示
　　　　　３月１４日　午前１１時１分　福島第一原発３号機が水素爆発　
　　　　　３月１５日　午前８時２５分　福島第一原発４号機が水素爆発。２０km －３０km 圏内に屋内退避指示
４月２２日　大熊町全域含む 20km 圏内が警戒区域となり立ち入り禁止に
２０１３年５月２８日　警戒区域が再編され、大熊町は、（９６% が居住していた）★ほとんどの区域が「帰還困難区域」に、残りは「居住制
限区域」と「避難指示解除準備区域」に指定

大熊町の死者　１１人　行方不明者　１人 ***　
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　木村紀夫さんは父・王太朗さんと妻・深雪さん、そして当時小１の次女・汐凪ちゃんを津波に奪われた。夜を徹して捜したものの、翌朝には自
宅から北へ 3 キロの原発の事故による避難指示が出され、無事だった長女と母を避難させるために岡山にある妻の実家へ車を走らせた。すぐに福
島に戻ったが、放射能に汚染された町には入ることが出来ず、避難所で３人の捜索ビラを配る日々が続いた。６月までに父と妻の遺体が見つかった。
ふたりの供養を終えると、福島と岡山両方に通える長野県白馬村の山中で、長女の舞雪さんとの暮らしを始めた。
　福島第一原発が立地する大熊町は、避難指示の区域再編後も人口の 96% が居住していた区域が「帰還困難区域」に指定され、許可なく立ち入る
ことすらできない。住民が一時帰宅できるのは震災後の２年間は３ヶ月に１回、その後 2015 年 10 月までは年に 15 回、現在は年に３０回で１日
につき５時間。木村さんが大熊町に入り汐凪ちゃんを捜すのもこの一時帰宅を利用するしかない。
　当初、その制約の中で一時帰宅しても、「捜し出してやらなきゃいけない」と気持ちだけが焦り、何もできないまま町を出るしかない時期が続い
た。短い時間内に人力で、ひとりでできることには限界があった。
　そんな中 2013 年、自らの息子を捜している南相馬市の上野敬幸さんと出会い、上野さんの主催する福興浜団が大熊への捜索に加わるようになっ
た。ひとりの時と違い、毎月仲間たちと大熊に行くのが楽しみにすらなっていった。
　「こんなことで悩ませる世の中がおかしいんだ」。娘を捜しに行くこともままならないことを吐露した木村さんに、上野さんはそう憤った。悩み、
行き詰っていた中で、その言葉に救われたという。木村さん自身は津波そのものも見ていないし、翌朝町を出てしまったため、家族が津波にのま
れたという感覚がなかった。上野さんから当時の捜索の一部始終を聞いて、はじめて実感でき泣くことができたという。それから福興浜団は木村
さんと可能な限りの日数を大熊町に入り捜索を続けている。作業の進捗もまるで違うし、なにより、心強さが大きく変化した。
　それでも、１日５時間内の人力での捜索は限界はある。汐凪ちゃんたちの遺品が多く見つかっている熊川海岸のがれき置き場を３年近くかけて
掘り返しているが、まだ全てを捜しきれていない。捜索に入ってくれる仲間たちを少なからず被曝させてしまう。捜索現場の放射線量は現在およ
そ４〜１０μ Sv/h。線量は月日が経つにつれ低くなっているが、それでも東京の 100 倍ほどはある。
　「あの子は特別だった、けのまく（気の利く）子だったなえ。」そう話すのは、木村さんの捜索にも協力している隣の家の新長栄一さん。震災の日、
登校する汐凪ちゃんは慎重さんの妻・カツ子さんに声をかけていた。活発でみんなに一目置かれる女の子だった。勤めを終える深雪さんが迎えに
来るまで汐凪ちゃんが放課後を過ごしていた児童館の渡辺千恵子さんは、「ただいまー！」と毎日声をかけてくれる汐凪ちゃんの元気な姿を思い出
す。地震時にその児童館にいた汐凪ちゃんは、王太朗さんに引き取られて自宅の方へ向かってしまい津波にあったとみられている。「小学校に入る
前だったかな。突然汐凪が、魚釣り名人になる！って宣言してね」。木村さんは一本の竿を買い、娘ふたりと釣りに行っていたという。
　　２０１６年３月。福島県会津若松市の熊町小学校仮校舎で汐凪ちゃんの卒業式が行われた。木村さんはポケットに汐凪ちゃんの写真を忍ばせ
て式に出席し、代わりに証書を受け取った。その写真は汐凪ちゃんの入学式に木村さんが撮ったものだ。舞雪さん、深雪さんと一緒に笑顔で写っ
ている。熊川小の児童たちは避難でばらばらになり、多くがそれぞれの土地の学校に転校していった。役場も移転し、仮設住宅も多くある会津若
松市に移転した小学校だが、震災時に５０人いた同級生はたった３人になっていた。その中に、汐凪ちゃんの親友の七海久玲愛さんがいた。教室
では隣の席だったふたり。足の悪い久玲愛さんを汐凪ちゃんがよく面倒見て、一緒に遊んでいたという。木村さんは久玲愛さんに渡すために汐凪ちゃ
んのアルバムを作っていた。「ずっと友達でいてくれてほしい」と願って。久玲愛さんは、卒業式では一生懸命自分の足で歩いて証書を受け取った。
卒業生たちがセリフを順々に掛け声で思い出を振り返る「別れの言葉」では、久玲愛さんが大きな声でこう言った。「汐凪ちゃんと一緒に！（卒業
します）」。「おれ、卒業式では泣かないっすよ」と、笑いながら宣言していた木村さんの目から、その時だけ涙が落ちた。
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　冬は雪がしんしんと降り積もり、夏には緑の木々に覆われる白馬村の山中。原発事故を経験し、生活を考え直すようになった木村さんはこの地で d
電気に頼らない持続可能な生活を模索し始めた。「原発がいらないというなら、みんなが電気を使わなければいいんじゃないか」と。駆除された鹿の
解体を通して自然の中で命が循環していく様を学んだり、火おこしからご飯を作ったりする体験なども開く。
　２０１５年には事故後初めて、第一原発を視察する機会があった。バスの中からしか見ることはできなかったが、終始静かに施設を見つめていた。
毎年地域の人が招待されて行われる第一原発でのイベントで、汐凪ちゃんと一緒にここに入ったことを思い出していたという。「事故が起こるまでは、
自分も原発のことを疑問に思ったりしなかった。責任は自分にもある」と木村さんは言う。原発ができるときに反対運動も一切なかったし、町は原発
によって生活が格段に潤ったのはたしかだ。
　福島県内での放射性物質の除染作業により生まれ続けている莫大な量の除染廃棄物。それを最終処分するまでの３０年間、保管する中間貯蔵施設は、
大熊町と双葉町にまたがる第一原発の周囲に建設することを国が決定した。震災当初から人の命を捜すことすらできなかった状態がまだ続く中で汚染
廃棄物を３０年間保管する場所にするという通知に対し木村さんは、「捜索ができなくなるから土地を売る気も貸す気もない」、と住民説明会で環境省
の担当者に伝えた。するとこんな言葉が返ってきた。行方不明の方がいるとは知らなかった、と。
　原発事故がなければ、津波の後に多くの人が入って捜すことができた。木村さんが捜すことができたのは津波の日の夜から翌日の早朝まで。街灯す
らない真っ暗の中で、懐中電灯の当たる範囲しか見ることができなかった。現に父の王太朗さんは、自宅すぐ近くのたんぼで見つかっており、少なく
ともそれまでの４９日間、野ざらしで放射能まみれになることはなかった。避難直前には、捜索する地元消防団が男の人の声がしたのを聞いている。
王太朗さんと深雪さんの車は、夜中に捜し歩いた場所のすぐ近くにあったと後日わかった。熊川から４０km 南のいわき市の沖合で見つかった深雪さ
んも、津波直後であれば大熊の近くを漂っていたかもしれない。
　木村さんは中間貯蔵施設そのものに反対しているわけではない。事故が起こってしまった今となってはその施設を作らないと先に進めないのは事実
だ。しかし電気の恩恵を受けてきた他の地域もある中で、これまで多大な被害を受けた大熊と双葉でなぜまた負担しなければならないのか。建設地の
候補がここしかないというならば、「せめてそれぞれの事情を汲み取って対応してほしい」だけだ。
　壊れたままの家屋が建ち続け、一度まとめられた瓦礫がそのまま残り、成長し続ける雑草に覆われている大熊町の海沿いは、ずっとなにも変わって
いない。人が活動する音がまるでないここでは波が壊れたままの堤防を打ち付ける音と、鳥のさえずり、風が木々を揺らす音がよく聞こえる。津波が
襲い、多くの人が亡くなり、放射性物質がそこらじゅうに存在する場所でありながら、部外者の私ですら、来るたびになぜか落ち着いた気持ちになれ
る場所だった。「ここに来るたびに、家族と一緒に居られる気がする」。
　震災後、一度だけずっと閉鎖されたままの小学校に入る機会があった。日記や絵、父親も知らなかった娘の確かな痕跡がたくさん残っていた。「宝
の山だね。」と喜んだが、汐凪ちゃんのものは持ち出さなかった。これまでの捜索で、汐凪ちゃんの遺品がいくつも見つかっている。２０１５年１１
月には、瓦礫の中から小学校で使っていたジャージが見つかった。まみれた泥の中から見える「熊川小　１年２組　きむらゆうな」の文字。深雪さん
が書いた文字だという。汐凪ちゃんのものが見つかるたびに皆が歓喜に包まれ、木村さんは笑顔を見せる。「一歩づつ、汐凪に近づけている感じがす
るよね」。見つけ出した遺品は、同じ地区内にある寺に並べて置かせてもらっている。除染して持ち出すことも可能だが、あえて持ち帰ることはして
いない。「ここ（大熊）にあるのが自然な気がするんだよね。ここにあることで、汐凪を感じることができるんだよね」。
　捜索とともに、自宅を少しづつきれいにしている。自宅裏の丘には汐凪ちゃんのためにお地蔵さんを運び入れ、周りに花を植え、イルミネーション
を設置した。晩夏の海をイメージしてつけた「汐凪」という名前。津波で木々が倒れたため、その丘からは汐凪ちゃんと一緒に釣りをしたその海と浜

がよく見える。「この場所は、汐凪たちとつながれる唯一の場所なんだ」。
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　この写真集の作成を始めていた２０１６年１２月９日、白馬村にいる木村さんのもとに電話が入った。「瓦礫から見つかったマフラーの中か
ら首の骨のようなものが出てきたって連絡があったんだよね。そのマフラー、汐凪のものかもしれない‥」。大熊町では、ようやく環境省が動
いて、その前月から瓦礫撤去が始まっていた。電話はその現場の担当者からだった。翌日、大熊町に入りマフラーを確認した木村さんは汐凪ちゃ
んのものと確信した。その後、DNA 鑑定の結果、骨片は汐凪ちゃんのものと判明した。木村さんは２０１１年３月１１日以降初めて、汐凪ちゃ
んを抱き上げたのだ。
　上野さんが何度も言っていた言葉が改めて胸に突き刺さった。「海に流されて行ったのでなければ、必ず見つかるから」と、狙いを定めて何
年も皆で掘り続けてきたその瓦礫の山だった。「見つける」ことを目標に続けてきた捜索。にもかかわらず木村さんにも、上野さんにも福興浜
団のみんなにも、高揚感は一切なかった。マフラーと骨片を確認した９日の帰り、この時すでに骨片が汐凪ちゃんであると確信していた木村さ
んは、岬に立ち寄り海をずっと無言で眺めていた。後日、あのとき何を考えていたか聞いた。「あそこにずっとバラバラになって置き去りにさ
れていたことを考えるとやりきれない。残されたものの勝手な言い分だけど、いっそ海にでも行ってしまっていたほうがよかったのかもって思
える‥」。見つかった場所は震災の２ヶ月後に初めて大熊町に捜索に入った自衛隊が瓦礫を集めた場所だ。高線量のためたった２週間しか捜索
はされず、汐凪ちゃんは瓦礫と一緒に気付かれずに運ばれそれっきりになったと考えられる。普通に捜索できていたら見つけられたと想像でき
るし、５年９ヶ月も待たずに捜索に入れればもっと早く見つけられていたはずである。いつも穏やかな木村さんがそう話した時の怒りと苦渋に
満ちた顔が忘れられない。「見つかってよかった、じゃなくて、どうしてこんな時間が経ってから見つかったのかを考えて欲しい」と木村さん
は願っている。汐凪ちゃんのご遺骨はまだ一部しか見つかっておらず大熊町での捜索は続いている。2000 人以上が帰りを待っている。
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* 警察庁まとめ（関連死含まず）　2016 年 12 月 9 日現在　http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/higaijokyo.pdf
** 津波の高さは、東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループより
*** 福島県災害対策課まとめ（関連死含まず）　2017 年 1 月 23 日現在　https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/shinsai-higaijokyo.html

注：警察と自治体では、死者、行方不明者の数え方が異なります



あとがき
　あの出来事が起こった当時、東北の太平洋沿岸部のどこへ行っても、誰と会っても、悲しみが溢れていた。 そして取材を続ける中で私の中に強く残っ

たのは、人の手によって人の命がないがしろにされている事実だった。それがこの写真集のテーマを取材し続けた理由だった。
　何度も足を運んだ大川小学校。わが子を捜してさまよう親御さんたちの姿は強烈に悲しく、生き地獄とはこのことかもしれない、と思わせた。その状
況の中でカメラをさげた部外者が声をかけ話を聞き写真を撮るということは、くだらなくしょうがないことに間違いなかった。それを承知の上で、逃げ
てはいけない、それだけは思った。 
　同校で息子を失った永沼さんは、１年、２年と、休みなく捜し続けた。津波だけが原因で息子を失ったのであれば、極めて個人的なことと捉え、ひと
り捜し続けただろう。しかし、信頼して預けた学校で教師に従った子どもは亡くなったのだ。永沼さんは「今日から大切なお子様をお預かりします」と
いう、入学式のときの校長の言葉をはっきりと覚えているという。それでも、何度も頭を下げながら、捜索を続けられるようお願いをしてきた。遺族が
言わなければ、誰も動かなかった。永沼さんたちに撮影のお許しを得たのも、「私たちの捜索を記録に残すのなら」ということが条件だった。 
　「福島のほうはどうなってるんでしょうね。向こうは原発事故があったっちゃ。重機を入れたり、警察が捜索したりできるこっちは、まだ恵まれてい
るのかもしれねえっすよね」。 永沼さんのこうした言葉を聞く以前から、私は原発事故で捜索が滞っている福島県沿岸部を訪れたいとは思っていた。そ
こで活動している南相馬の上野さんたちのことも聞いてはいた。しかし、関わるなら関わり続ける覚悟と時間が必要であると思い、二の足を踏んでいた。 
　2013 年、福島県浪江町を訪れた際、偶然にも上野さん率いる福興浜団に遭遇した。荒涼とした萱浜には家が一軒だけ残り、そこに夜光るイルミネーショ
ンが目を引き、記憶に残っていた。その家が上野さんのものだということもこの時初めて知った。
　その後間もなく、上野さんたちは木村さんを応援するため、大熊町にも捜索活動の範囲を広げた。「福島のことは、忘れられる前に知られてもいない。
大熊の現状をぜひ見てよ」。上野さんのその言葉で、木村さんの捜索に同行させていただくようになった。既に復旧が進んでいる地域が多い中で、大熊
町の沿岸はまさに見放された場所だった。 
　震災直後から何よりも「復興」が前面に押し出された。「前を向こう」、「がんばろう」とせきたてられる中、被災地には、「捜索は後ろ向き」と捉える
雰囲気が存在した。確かに復興と捜索は相反するもので、復興を急げば被災地の整備は進むが、捜索が可能な場所はどんどん狭められていく。かさ上げ
工事でいったん盛り土をしてしまえば、その場所はそれっきり諦めなければならない。だから、「絶対にここにはいない」という確証が得られるまで捜
さなければならない。しかし、捜索したいという希望はだんだんと広がる復旧工事に追い立てられ、はじっこに隠れて行った。被災した人にはそれぞれ
の事情がある。もう少しそれを汲んでもらえないものかと感じた。 
　震災直後、日本中の関心が被災地に集まり、衝撃と悲しみに包まれていた。しかし、メディアでもてはやされた「絆」という言葉もいつしか聞かれな
くなり、東北に足を運ぶボランティアも今は多くない。そんな中、６年近くの月日が既に過ぎているにも関らず、福興浜団のメンバーたちは各々の仕事
を持ちながら、毎週末、全国から集まって活動を続けている。金曜の夜に家を出て車中泊をし、土日に活動して帰路につくのだ。ここまで息長く、しか
も当たり前のように続ける姿には頭が下がる思いだ。上野さんの人望に拠るところもあると思うし、それぞれが感じる「大切なこと」がここにあると思っ
ているからこそ続けているのだろうと感じる。 
　地震に比べ、津波で流された場合の捜索は極めて困難になる。捜す範囲はあまりに広く、さらに外洋に流されている可能性もある。その捜索を個人が
やるのである。いつまで続けられるだろう。数ヶ月だろうか、当初、私は漠然と思った。巨大な自然の力に対し、人間はあまりにも小さすぎるからであ
る。時間がたてばたつほど、様々な制限と苦労が出てくる。それでもなお続ける。なぜそこまでするのか。それが親が子どもを想う気持ちだからだ。骨
の一部でも見つけ出してあげたい。見つかれば、子の死に直面することになる。それでも、最後に一度でいいから抱き上げてあげたい、その一心で。 
　たったそれだけの希望が、高度に発達しているはずの先進国のこの日本でなぜこうも妨げられるのか。人の尊厳より、経済活動と欲と自分の保身が優
先される社会を私たちが選択しているからだ。震災が起きてから、私も人の親になった。そのことで、子を捜し続ける親たちの気持ちがよりわかるよう
になったし、それが人間の手によって妨げられていることがいかにおかしいことであるか、確信を持って言える。命をないがしろにする状況がまかり通っ
ているのである。 

Afterward
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　取材を通して、常に命というものについて考え続けさせられた。命はいちばん大切－－。言葉にするのは簡単だが、実際はとても難しいことなの
だと。 
 　「息子が見つかったら死ぬつもりだった」。上野さんの言葉は衝撃的とはいえ、理解はできた。子どもの命を守れなかった思い、子どものためなら
自分の命など惜しくないという思い、子どもがいないこの世に生きる意味などないという思い。もう自ら命を絶つ気はないという上野さんだが、あ
る時こんなことを言った。「嫁さんと倖吏生と一緒にいるから生きてて嬉しいし、でも死んだら今度は永吏可と倖太郎に会えるからね、だから別に
いつ死んでもいいんだ」。そして、今していることすべては「ただ生きているから」やっているのだと。生きているから、捜す。生きているから、
種を蒔いて花を咲かせる。福興浜団のイベントで、子どもたちの笑顔に包まれた上野さんは心底幸せそうな顔をしている。それも深い悲しみを心に
秘めた笑顔なのだろう。 
　人はなぜ生きるか。私はその根本の問いを反芻してみる。その問いに対する上野さんの答えは「生きているから生きる」ということになる。 
　木村さんが白馬で実践している生活は、遠回りのようではあっても、命というものを見直し、人間がこれから生き続けていくためのものだ。原発
事故によって、贅沢な利便性のためにとてつもなく多くの命を危険にさらす社会に気付かされた。自然災害ですら、その原因が人間によって引き起
こされていると昨今は言われている。人は自らの首を絞め、実際自分の身に降りかからないからと見て見ぬふりをしているだけではないだろうか。　　　
２０１１年７月２４日、熊川地区で行われた慰霊祭で、木村さんが遺族代表として読み上げた弔辞を一部抜粋させていただく。「人にとって命が一
番大切なもののはずなのに、リスクを冒して裕福な生活を手に入れたり、他人にリスクを負わせて、その上であぐらをかいていたり、さらには、そ
のリスクにさえ気づかない人がいます。おかげで、あなたたちを捜すこともできず、ほったらかしておくしかありませんでした。あなたたちはそれ
を見て、天国で苦笑いしていることと思います。怒る気にもなれないでしょう」。 
　私も含め、現代人が今ある便利さや快適さを全て捨てるのは困難だ。それでも一番大事なものを守り、私たちを生かしてくれている自然と共存し
ていくことは、少しの努力で可能になってくるのではないかと思う。 

　現実を広く知らせること。それがジャーナリストとして、そして写真を撮る者としての役割であり、現場に出向いて人の話を聞かせてもらえる唯
一の理由だ。しかし、震災の取材に全精力をかけてきたものの、世の中を変えることなど到底できていない。それどころか、現実を表せるような写
真を一度として撮れた覚えもなく、自分の非力を痛感する。汗水流すボランティアの方々の横で、ただ写真を撮っている自分が滑稽で仕方がないと
よく思う。 
　それでも続けてきたのは、取材を通してお付き合いいただいた方々の姿を見てきたからだ。 
　強靭な精神力を持つ永沼さんが一度だけ声を震わせて言った。「これじゃ、震災前となにもかわってねっちゃ！子どもたちはただの死に損じゃね
えですか ‥」。この親の思いを抹殺することはできない。 
 ある時上野さんに送ったメールの返信に、「自分が出来る事を無理しないでゆっくり行こうと思います」と書いてあった。福興浜団のリーダーとして、
一家の主として奮闘している人の意外な言葉にハッとさせられたことがある。 
　木村さんが白馬村で始めた活動もまさに草の根だ。「ひとりひとりの意識が少しづつ変わっていくしかないんじゃないかな」、と。 
　震災で家族を失い、そして今も地道に活動を続ける。辛抱強く、少しずつでもいいから世の中を変えていこうとしている。「自分のできることを
少しずつ」。この本もそういう思いから作らせていただいた。多くの命が教えてくれたことを、私は誰のためではなく私自身のために忘れてはいけ
ないと思っている。

知る 　忘れない 　そこから、未来につなげる 

　絶望的な世の中にならないことを願い、そして亡くなった方たちの魂が決して無駄にならないように。 



One last hug

Yuki Iwanami 
岩波友紀

Thanks for Masaru Naganuma, Takayuki, Ueno, Norio kimura and their families, and 

thier commrades especially the member of  Fukko-hamadan. Dedicated to them and all 
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