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1．はじめに 

 “Go for it”“Eddie would go”などは、向う見ず

に大波に乗ることを良しとされ、社会の良識とは一

線を画してきた、かつてのサーファー（サーフィン

を継続的に行う人）たちが大波に立ち向かう時に自

らを奮い立たせた言葉である。 

3 月 13 日、2 日前に発生した東日本大震災を報道

するテレビの映像は、想像を絶する悲惨な状況を映

し出していたが、本稿の調査対象である神奈川県茅

ヶ崎市の直接的な地震の被害は軽微であった。3 月

13 日の茅ヶ崎市は最高気温 16 度、弱い南風が吹く

穏やかな日曜日であり、仮に災害情報を全く知らな

い人がいたとすれば、絶好のレジャー日和と言える

日であった。 

私は 13 日の午前 10 時に茅ヶ崎海岸に立った。そ

の時愕然としたのが、サーファーの少なさである。

通常の穏やかな日曜日であれば、100 人以上のサー

ファーがサーフィンを楽しむ状態であるが、当日茅

ヶ崎海岸全域で確認できたサーファーは 4 名であっ

た。3 月 13 日にサーフィンを行う事は一般的には非

常識だったとしても、サーファーは社会的良識に迎

合する人種であったのか。 

サーファーは何故サーフィンを自粛したのか。ま

た、その意思決定はどのように伝搬したのか。私は、

とにかく震災の影響が残っている時点のデータを取

っておきたいと考え、東日本大震災直後に茅ヶ崎で

3 つの調査を実施した。結果、得られた非常に限ら

れたデータから、その原因を予測し今後の危険回避

の提案を行うものである。 

 

2．調査の概要 

 茅ヶ崎海岸は相模湾最深部に面した約 6 キロの海

岸である (図 1) 。サーファーはサーフィンを控えた

のか、控えたとすればその理由は何か、サーフショ

ップはサーファーの意思決定にどのような影響を調

べる為、以下の 3 つの調査を行った。 

2.1 海岸人出調査 

 サーファーは、サーフィン行動を控えたのかを検

証する為、3 月 13 日から 4 月 3 日までの各日曜日

（4 回）の午前 11 時 00 分から午前 11 時 30 分に、

茅ヶ崎海岸で設定した定点観測地点（図 1）を通過

したランナー、自転車、サーフボード携帯者、歩行

者の数を計測した。また、茅ヶ崎海岸にて、海に入

っているサーファー数も計測した。 

2.2 サーファーへのアンケート調査 

 次に、サーフィンを控えた理由を考える為、3 月

20 日から 27 日にかけて、「サーファーの東日本大震

災時の行動調査」として FAX アンケートを行った。
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図 1 茅ヶ崎海岸  地図出典 http://www2.wagamachi-guide.com/chigasaki を加工 



配布は 3 月 20 日に、茅ヶ崎市東海岸南、中海岸、

南湖、柳島地区でサーファーと思われる家庭 100 件

にポスティングを行い、27 日までの期限を設けて

FAX で 6 件回収した。配布、回収とも対象者に偏り

を生じる可能性を多く秘めるが、サーファー宅を特

定する方法がほかに見当たらなかったのでこの方法

を採用した。 

2.3 サーフショップへのアンケート調査 

サーファーと密接にコミュニケーションを行って

いるサーフショップは、サーファーの行動に影響を

与えたのか。茅ヶ崎市には茅ヶ崎市サーフィン業協

会という業界団体があり、加盟は 40 社(2007 年 4

月現在、茅ヶ崎市サーフィン業協会ホームページよ

り)である。調査はこのうちサーファーへのアンケー

ト調査と同様、茅ヶ崎市東海岸南、中海岸、南湖、

柳島地区に所在する 11 店に対して 4 月 3 日にアン

ケート用紙を配布し、4 月 10 日に訪問して 9 件から

回収した。 

 

3．調査結果と分析 

3.1 サーファーはサーフィン行動を控えたか 

 ここでは、海岸人出の定点観測から、サーファー

がサーフィン行動を控えたかを考察する。 

 図 2 に計測結果を示す。天候は、3 月 13 日は晴で

気温 16℃風は弱い南、20 日は晴で気温 16℃風は弱

い南、27 日は晴で気温 10℃風は弱い南、4 月 3 日

は曇りで気温 10℃風は北であった。全体の人出を見

ると、3 月 13 日は極端に少ないが、20 日からは 3

倍以上になっている。4 月 3 日の人出が減っている

が、これは天候が曇りで北風も吹き体感温度が低か

ったために、海岸をのんびりとサイクリングする目

的の自転車の人出が極端に減った事による。 

一般の人出は震災 2 日後の 13 日は極端に少なか

ったが、9 日後の 20 日にはほぼ回復した一方、サー

ファーが海に戻ったのは 4 月 3 日からであり、一般

の人出が回復してから 2 週間経過後になった。尚、 

天候に加え、目視したうねりの状況を加味すると、

4 回の調査日はサーフィンには、ほぼ同条件であっ 

 

たと考えて良い。以上から、少なくとも 2 週間サー

ファーはサーフィンを控えたと考える事が出来る。 

 

3.2 サーフィンを控えた理由 

 「サーファーの東日本大震災時の行動調査」の回

収は 6 件であり、統計的な判断を行うのは困難であ

るので、5 人以上から同じ回答を得た顕著な結果の

みを記すこととする。 

 もっとも顕著な傾向を見ることが出来たのは、平

時においてサーフィンを行うか否かを決定する為の

情報源について聞いた質問2である(選択肢7個のう

ち 2 つを選択)。結果は、6 人中 5 人が「波情報サイ

トで調べる」を挙げており、インターネットの活用

が際立っていた。また、「知人に聞く」「ショップに

聞く」等他人の意見を求めた回答数は 0 であり、サ

ーファーはインターネットを見ながら他の情報（「自

分で見に行く」「天気図などで予想」）と複合して、

自ら判断している事が予測できる。 

次に、震災後にサーフィンを自粛する事の賛否を、

本人がどう思うか(質問 3)、他のサーファーはどう思

っていると感じるか(質問 4)、についてそれぞれ聞い

た。結果は、自粛に関して本人が強く賛成している

回答者は 4 名、どちらかというと賛成している回答

者が 1 名であった。また、他のサーファーがどう思

うかについては、全員がどちらかというと賛成して

いると答えた。これは、自分の判断が、他のサーフ

ァーの判断予想より強く表れている事を意味してお

り、サーファーは他人の判断を意識しなかった事を

示している。 

図 2 海岸人出調査 



他に、質問 1 では、3 月 13 日の海の写真と状況を

掲載し、震災がなかった場合の同条件下でサーフィ

ンを行うか否かを聞いた。結果は、6 名中 5 名が「サ

ーフィンをする」「場合によってする」と回答してお

り、自粛が行われた事を裏付ける結果となった。 

本アンケートは、サンプリングや配布、回答方法

が正確さを担保するものではない。しかし、平時に

おいても震災時においてもサーファーは他人とコミ

ュニケーションを行うのではなく、インターネット

等で調べた情報を基に、自分の意志でサーフィンを

行うか否かを決定しているという点など一定の傾向

を見ることは出来た。 

 

3.3 サーフショップのサーファーへの影響 

 サーフショップは、今回の震災に際してどのよう

な情報発信を行い、その影響はどうであったか。 

 サーフショップの主要商品であるサーフボードの

製造工程は、手作業による部分が多く、多くのサー

フショップは資本集積がなされていない零細企業で

ある。この事は、サーフショップとその顧客の間に

独特の情報交換基盤を形成する要因となっている。

サーフショップは、顧客にサーフィン用品を販売す

るだけでなく、小さなコミュニティを形成し、その

コミュニティの中でサーフィンのルールやマナーを

顧客に伝え、教育する役割を担っている。 

 質問 1 では、震災後にクラブ員や顧客に対してサ

ーフィンの自粛を要請したかどうかを聞いた。回答

によると、9 店のうち 8 店は自粛の要請を行った。

その理由に関して 8 店中 6 店は NSA（日本サーフィ

ン連盟）の判断を挙げている。NSA は会員（基本的

には個人会員、サーフショップは協力店としての位

置づけ）に対して強制力を発揮する団体ではない。

その NSA は 5 月 6 日付のホームページで、「余震に

よる不測の海難事故防止、及びこの震災で亡くなら

れた多くの方々への喪に服す意味で、（中略）サーフ

ィン、サーフィンイベント等の自粛に、素早い対応

でご協力いただき、誠にありがとうございました。」

と、会員などにサーフィンの自粛を要請したことを

掲載した。自店の顧客にサーフィンの自粛を要請し

たサーフショップ 8 店のうち、6 店がその拠り所と

して強制力を持たない NSA の自粛要請に基づいて

呼びかけたことになる。質問 2 と 3 はインターネッ

トでの情報発信について聞いた。9 店のうち 7 店は

通常からインターネットでの情報発信を行っており、

このうち 6 店は震災以降サーフィンの自粛要請を行

った。質問 4 では、サーフショップに顧客からサー

フィン自粛について問い合わせがあったかどうかを

聞いた。選択肢は①非常に多くあった②多くあった

③あった④無かった、の 4 段階で、①と④は回答が

なく、②が 5 店、③が 4 店であった。サーファーが

パニック的にサーフショップに問い合わせたという

形跡は見当たらない。質問 5 では、体調・波の大き

さ・災害などによって、サーフィンを中止する必要

性について、普段から顧客とコミュニケーションを

とっているかを聞いた。選択肢は①頻繁に行ってい

る②行っている③行っていない、の 3 個で①が 3 店、

②が 6 店、③は 0 店で、全店が何らかのコミュニケ

ーションを行っていた。 

以上、サーフショップ向けアンケートから顕著な

回答傾向があったものを考察した。サーフショップ

は日頃から顧客に対して危険回避についてコミュニ

ケーションを行っている。しかし、コミュニケーシ

ョンの内容は各店独自の方法であり、危険回避の基

準はあいまいである。その為、サーフショップは自

粛要請に当たり、NSA という強制力がない団体の情

報を根拠とせざるを得なかった。一方、震災発生後

にサーファーはサーフショップにパニック的な問い

合わせを行っていない。サーファー向けのアンケー

トでサーファーは他人に聞かずに自身で判断を行っ

ている傾向が見られたことと関連していると考えら

れる。 

 

4．調査のまとめと仮説  

 非常に限られたデータからであるが、今回の調査

から一定の傾向を見ることが出来た点を要約する。 

1）東日本大震災発生後、少なくとも 3 月 27 日迄サ



ーファーはサーフィンを控えた。 

2）サーファーは、普段からインターネットで情報

を調べ自らの判断でサーフィンをするかどうかを決

定しており、震災時も同じ流れで意思決定を行った。 

3）震災後、ＮＳＡの判断に基づき自粛を呼びかけ

たサーフショップが多い。また、多くのサーフショ

ップは、危険回避行動について顧客であるサーファ

ーとコミュニケーションを行っている。 

 以上の結果を見るとある疑問がわいてくる。すな

わち、自らの判断でサーフィンするか否かを決定し

ているにもかかわらず、何故これほど多くのサーフ

ァーがサーフィンを控えるという同じ行動をとった

のかという点である。ここで 2 つの仮説を提出した

い。一つは、サーフィン関連サイトが自粛を強く促

した為、サーファーが行動を控えたのではないかと

いう点である。これについては大手波情報提供会社

で形成する日本波情報連絡会へのインタビューや、

震災直後のログの分析によって検証することが可能

である。二つ目は、震災以前にサーファーの間に一

定の判断基準が成立していたのではないかという点

である。これに関しては、サーフショップや紙媒体

も含めたサーフィンメディア、サーフショップが形

成するコミュニティなど、様々な変数から詳細な検

討が必要である。 

 

5．災害時の危険回避の為の告知法提案 

以上、東日本大震災後に茅ヶ崎市にて実施した調

査を検討した。検討したのはサーファーが震災後に

サーフィンを控えた要因についてである。しかし、

津波発生時の被害を減少させるには、海に入ってい

る、あるいは海岸にいるサーファーが一刻も早く避

難行動をとることが重要である。私は、サーフショ

ップが行っている日頃のコミュニケーションに注目

し、一つの提案を行いたい。 

河田ら(1999)は、高知県における住民アンケート

の結果から、過去の津波被害経験がうまく継承され

ている地域ほど、住民が避難行動に高い関心を持っ

ている事を示している。 

震災後 7 カ月経過した現在では、震災直後にサー

フィンの自粛を要請したサーフショップサイトや波

情に関する言及が減少している。地震が発生した時

に一刻も早く海から上がり、危険回避行動をとる為

には、サーファーの脳裏に津波の恐ろしさを刻んで

おくことが重要ではないか。インターネット上には、

東北地方に押し寄せた津波の画像が数多く残されて

いる。津波画像にサーフショップや波情報サイトな

どの事業者が積極的にリンクを張れば、河田らが指

摘する伝承による避難行動への関心を高めることが

出来るのではないだろうか。独立した事業者が統一

した意思決定を行うのは難しい。その点、事前の啓

発であるこの方法では、比較的容易に伝承を行う事

が出来る。 

茅ヶ崎市が作成した「茅ヶ崎市津波ハザードマッ

プ」によると、地震発生から津波一波の到達は 5 分

以内である可能性を指摘している。その場合、地震

発生の瞬間にサーフィンを行っている者が、津波を

回避することは不可能かもしれない。しかし、月刊

サーフィンライフ(2011)では、複数のサーファーが、

警官や防災無線の呼びかけによって海から上がり、

津波被害を免れた事例を紹介している。また、内閣

府の中央防災会議は 2011 年 10 月に「東北地方太平

洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門

調査会報告」において 5 分程度で避難が可能となる

まちづくりの必要性を指摘している。そのような環

境が整えば、避難意識こそがサーファーの津波から

の危険回避の為に最も重要な要素となる。 
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