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しなやかな地域社会の再生と創造を目指して

－ Compact‐Connected, Redundancy, Resilience をキーワードに －
（凝集と連携） （多重の備え） （回復力）

東日本大震災は、安全・安心であるべき日本社会の根幹を揺るがす未曾有の大災害であっ

た。（公財）国際交通安全学会は、理想的な交通社会の実現に寄与することを目的として、学

際的かつ国際的な調査研究を長年にわたり進めてきた学会であり、このたびの大災害に直面

して、その特質を 大限に生かしつつ、被災地の復興と新たな地域社会の創造に向けて、ど

のような貢献ができるかが問われたのような貢献ができるかが問われた。

当学会では、このような認識にもとづき、昨年4月から1年にわたり、会員を中心とするメン

バーの経験と知見を 大限に活用して、特別プロジェクト『震災危機管理と安全・安心な交通

社会の実現に関する総合的研究』を展開してきた。本提言は、その成果をまとめたものである。

検討の中から、社会がCompact‐Connected（凝集と連携）, Redundancy（多重の備え）, p y

Resilience（回復力）という３つの資質を備えることが、とりわけ重要であるとの認識を得た。こ

れらを手掛かりとしつつ、「しなやかな地域社会の構築」、「情報管理とアウェアネス（気づき）の

醸成」、「新しい地域産業の創出」、「機能共存する交通システム」、「負担ルールと法整備」の5

つの視点から、提言を取りまとめた。

この提言が、これからの東北の復興と再生、創造に寄与し、さらに、そこで導入された施策等この提言が、これからの東北の復興と再生、創造に寄与し、さらに、そこで導入された施策等

が幅広く展開されることで、これからの交通社会がより安全・安心なものとなるよう貢献できれ

ば幸いである。
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提言1 かしこい選択による、しなやかな社会の構築

事例1 凝集と連携事例1 凝集と連携
凝集による絆の再生と隣町連携による共助を

ネットワーク型コンパクトシティとは、「都市の中の多様な魅力を複数の拠点として集約（コンパクト

化）し、それを多様な交通手段で連携（ネットワーク化）した都市」のことである。ここでの多様な拠点

は生活拠点であ たり 商業拠点や生産拠点 あるいは観光拠点であ たり様々な機能を 定範は生活拠点であったり、商業拠点や生産拠点、あるいは観光拠点であったり様々な機能を一定範

囲内に集約的に整備することを示し、多様な交通とは徒歩、自転車、公共交通、車などの複数の交

通機関を示す。

都市構造のイメージ図をFig‐1に示す。ここでいうコンパクト化とは都市全体を一箇所に集めること

を示すのではなく、都市内に存在する多様な魅力を、適切な場所に効率的に集約することを示して

いる。限られた資源を集約することで拠点の魅力を高め、その魅力を多様な交通機関で相互に結

ぶことを示している。つまり、ネットワーク型コンパクトシティでは集約拠点を繋ぐこと（compact  ‐

connected）で、今後、都市の一部が被災したとしても、都市内の相互補完性（redundancy）を確保す

ることができ、他のエリアが弾力的に復旧活動を行うことで、都市全体の回復力（resilience）を高め

る効果も有している。

一般的に被災しなかった都市の集約化は、敷地単位の転入・転出が繰り返された結果であり、

計 通り誘導 きたと も それ は長 年月を要する 方 幸 も被災 た都市 は 震計画通り誘導できたとしても、それには長い年月を要する。一方で、不幸にも被災した都市では、震

災復興によって大きな痛みは伴うものの、速やかな集約化が可能である。被災地がパイロット都市

として、いち早く理想都市像に近づくことで、全国の自治体にむけての手本を示してくれることを期待

したい。

【参考文献】
①ＩＡＴＳＳ 土地利用・交通研究会編著, 都市のクオリティ・ストック：土地利用・緑地・交通の統合戦略、鹿島出版, 2009
②森本章倫: 低炭素社会に向けた国土構造のあり方を考える：都市計画からの視点, WEBニューズレター新時代Vol.68, 全5p, 2009

Fig.1 ネットワーク型コンパクトシティのイメージ
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震災復興では、崩壊した都市交通の階層性を再構築する好機でもある。特に、安全な高速交通

事例2 多重階層交通網
一部が切れてもアクセスが確保される交通計画を

路の確保は、平常時のみならず非常時においても緊急搬送や災害物資輸送等に活用できるため、

優先的に整備したい。一方で、超高齢社会に備えた公共交通網の整備も大切である。定時性を確

保した公共交通機関の導入や、電停やバス停周辺への土地利用集約が持続的な公共交通利用の

カギとなる。

つまり、自動車交通と公共交通の適切な役割分担によって交通機能の代替性（redundancy）を確

保することができる また 低地エリアから高台エリアに向けた 十分な幅員をもった避難路の新設保することができる。また、低地エリアから高台エリアに向けた、十分な幅員をもった避難路の新設

によって、スムーズな避難行動と被災後の回復力（resilience）を高めることが出来る。

被災地に隣接する都市においては、被災者の通勤・通学の支援から復興時の物資輸送など様々

な観点から交通ネットワークの強化が必要となる。被災地を含む広域都市圏で、相互連携すること

で地域全体での相互補完性（redundancy）や被災時の回復力（resilience）を高めることが出来る。

Fig.2 都市交通体系の階層性g 都市 通体系 階層性

【参考文献】
③森本章倫：集約型都市構造における都市交通戦略と自転車交通のあり方, 交通工学, Vol.43 (2), 37‐42 (2008)
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運営主体が異なる多様な交通モード間の連携や 交通計画と民間の開発計画の連携 あるいは

事例3 高齢者対応型交通
高齢者など能力の異なる利用者が共存可能な空間設計（Shared Space）

運営主体が異なる多様な交通モ ド間の連携や、交通計画と民間の開発計画の連携、あるいは

パーソナル・モビリティ（personal mobility）などの新たな交通機関への対応など、既存の枠組みに

囚われない柔軟な交通計画が必要となる。

例えば、交差点での交通安全対策に着目すると、近年交差点から信号機や標識、路面標示まで

も撤去した共有空間（Shared Space）の考え方が現れてきた。1985年にオランダから始まり、今や欧

州の多くの都市で、その考え方を導入した交差点が出現している。これは、交差点を利用する人や

車、自転車など様々な交通が、互いの動きを察知し、コミュニケーションをとりながら通行することを

基本としている。一見危険そうに見えるが、導入した交差点では、現実に事故の減少効果が報告さ

れている。新たに再構築する生活拠点では、このような人間的な交差点を整備することも、街づくり

に新たな方向性を打ち出す上で重要である。また、能力が異なる利用者間の交流が発生し、高齢

者や障がい者等の弱者の交通行動への理解を促し、非常時においても周囲の方が弱者を支援す

る用意ができるる用意ができる。

一方で、被災地においても、人と環境に優しい公共交通体系を構築することが急務であり、その地

域の地形や人口分布、財政などを勘案しながら、多面的に検討する必要がある。復旧から復興に

向けては、従来型の公共交通に加えて、先進事例を参考に新たな公共交通システムの導入も視野

に入れた議論が期待される。

Fig.3 都市交通体系の階層性

【参考文献】
④特集：道路法制の新展開－人間重視の道路創造を目指して, IATSS Review,Vol.35(2 ), 58‐59 (2010)

Shared Spaceの例：ロンドン(Seven Dials)

6



▼参考文献④-1 

7



▼参考文献④-2
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提言2 情報の柔軟な管理、アウエアネスの醸成と健康予防

事例4 睡眠衛生

震災によって深刻なダメージを受けた地域の再生と創造には，各種のインフラ・ライフラインを復

旧することが喫緊の課題となる。一方，人間の健康という点からみれば， も重要なインフラは睡眠

と考えられる にもかかわらず 睡眠の大切さは軽視されがちである

事例4 睡眠衛生
昼間の生活（仕事・家庭・学校）の充実による健康管理

と考えられる。にもかかわらず，睡眠の大切さは軽視されがちである。

被災後はさまざまな理由から，良く眠れなくなる。第一に，避難所では物音がする，床が固い，間

仕切り（プライバシー）がないなど，睡眠環境が整っていない。第二に，不安やストレスなど心理的な

不調が増える。第三に，仕事，家庭，学校など昼間の生活がほぼ壊されてしまう。そのせいで，屋内

に居がちとなり，日光に当たる機会と昼間の活動量は減る。これらの結果，睡眠が乱され，健康な

生活の基盤が崩れてしまう。

震災からの再生と創造に向けて，人々は長年にわたって健康でなければならない。その源である

睡眠を改善するには，睡眠環境を整えることに加えて，昼間の活動を充実させることが重要と考え

られる。そもそも，自然災害の後に睡眠が悪くなるのはいわば当然の結果とも言える。したがって，

通常時の睡眠問題への対応（薬物療法，非薬物療法）とは別の対応が求められる。

できるだけ同じ時刻に起床する，昼間は屋外で過ごすなど，睡眠衛生の基本を維持しながら，成

人であれば仕事や雇用の確保 子供であれば学校（学習）の再開という社会経済的な整備が睡眠人であれば仕事や雇用の確保，子供であれば学校（学習）の再開という社会経済的な整備が睡眠

を改善し，健康問題の予防につながる。このような「急がば回れ」式の対策をいかに計画し，実行す

るかが課題になっている。

福島第二原子力発電所の体育館：福島第一原子力発電所
の作業員は事故後しばらく 防護服のまま雑魚寝していた

【参考文献】
⑤谷川武：＜INTERVIEW＞第2回 原発復旧作業員の健康管理「睡眠環境・慢性疲労状態の改善が急務」.日本医事新報, 

Vol. 4543, 14‐17（2011）
⑥高橋正也，谷川武：非常時の人間・社会セキュリティ－睡眠の確保と整備－．特集企画：東日本大震災復興に向けた提言―

安全・安心な交通社会を創る．IATSS Review,Vol.36(2), 90‐94 （2011）

の作業員は事故後しばらく，防護服のまま雑魚寝していた
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▼参考文献⑥-1
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▼参考文献⑥-2
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▼参考文献⑥-3
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▼参考文献⑥-4
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▼参考文献⑥-5
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東日本大震災に関する国内外の報道では、果たして誰の言っている、どのような情報を信じれば

事例5-① リスクコミュニケーション
事故原因者・政府・専門家の連携による情報の一元化

良いのか、人々が迷い、混乱する場面が、しばしばみられた。それは、その後の原発問題に関する

報道に関しても同様である。震災後のさまざまな困難に立ち向かう日本の人々の姿が肯定的に報

道される一方、政府や電力会社などが発信する情報に対して猜疑的な目が向けられるという状況

が生まれてしまった。

こういった状況を改善するためには、情報の柔軟な管理が欠かせない。災害などの不測の事態が

起 た際には 何よりも国内外における関連分野 専門家が有する知識 技能を 政治的なしが起こった際には、何よりも国内外における関連分野の専門家が有する知識・技能を、政治的なしが

らみ等を超えて効率的かつ効果的に活用することが必要である。そのためには、多様な分野の専

門家を抱える大学・研究機関等や専門家自身たちと、人々とを繋ぐためのチャンネルを、政府が中

心となって創設することを提案したい。

こうしたチャンネルとしての情報発信機関を立ち上げ、「実証研究知（エビデンス）」にもとづく情報

の収集と発信を一元化し、適切なタイミングで発信していくことが求められている。一元化することで収集 発信を 元 、適切なタ グ 発信 求 る。 元 する

複数の異なる情報に人々が混乱するという事態を避けるとともに、情報に関する責任の所在を明確

にすることが可能になる。ただし、一元化には情報の偏りを招くという負の側面もあるため、マスメ

ディアや有識者などによる第三者の立場からのチェックが必要である。また、通信網遮断時などに、

再生復旧を容易にするバックアップ機能を整備することも欠かせない。

【参考文献】
⑦北村友人: 国際社会に向けた情報発信－グローバルな情報ガバナンスと教育の役割－, IATSS Review Vol.36(2), 120‐126 （2011）

被災市町村長らと意見交換する平野復興担当相
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▼参考文献⑦-1
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▼参考文献⑦-2
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▼参考文献⑦-3
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▼参考文献⑦-4
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▼参考文献⑦-5
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▼参考文献⑦-6
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▼参考文献⑦-7
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震災リスクの類型は、振動による被害、津波被害、原発被害、避難生活に関わる被害、個人の

事例5-② リスクコミュニケーション
市民への正確な情報の開示によるハザードの理解促進

PTSDや風評被害まで多種多様である。また、国民の震災リスクへの対応については、個人、組織、

社会といういくつかの段階が想定できる。リスク及びその対応に関して、震災以前、震災中や震災

直後、震災以後という時系列での整理も可能である。

個人レベルでの震災リスク対応では、東日本大震災の津波に関して、避難行動のリスクテイキン

グ リ ク回避 デ に従 把握する とが きる リ ク イキ グ行動 メカ ズム は 危グ－リスク回避モデルに従って把握することができる。リスクテイキング行動のメカニズムでは、危

険対象であるハザードをきちんと知覚・理解できているかどうかがまず問われる。震災やその後の

予兆と情報に基づいて、津波の有無や大きさを予測することが求められる。ハザードを予測できた

として、自分にとってリスクが高いと判断して、リスク回避をとることができるかどうかが問題となる。

この場合、自分の能力について「自分は大丈夫」と思うことで避難しないという判断が生じる。さらに、

リスク効用と呼ばれる「別の動機」によってリスクを取ってしまうことがある。「年老いた親を助けようリ ク効用 呼 る 別 動機」 リ クを取 う ある。 年 親を助け う

として」、「思い出の品を取りに行こうとして」被害に遭うということが生じる。「スリルを求めて」津波を

見に行くという現象も生じる。避難行動を開始しても避難先が分からないことや避難手段を間違える

こともある。このような避難行動時のリスクテイキングのメカニズムを解明して、対策に生かす必要

がある。津波のような大災害の場合には通常の行動メカニズムに頼ることなく、非常時の行動マ

ニュアルに基づいて避難を行うという防災教育や訓練が有効であるが、人間の心理行動特性に配

慮した社会的なシステムづくりが必要となる。

組織レベルや社会レベルでも適切なリスク対応が求められる。学校を例にとれば、震災時の避難

のあり方はどうだったのか。火災時には重要な施設である非常階段が、震災では脆い構造であると

か、体育館で天井板などの非構造体の耐震性の低い場合が多いことが指摘されているものの、学

校あるいは自治体としてハザードへの備えができているかどうかの検討と、いかに行動すべきかの校あるいは自治体としてハザ ドへの備えができているかどうかの検討と、いかに行動すべきかの

提言が必要である。非常時の学校運営面でも、緊急時の指揮系統は十分であるのか、保護者対応

との関係はどうすべきか、避難所としての機能など検討すべき課題は多い。
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一方で、震災に関係するリスクは多種多様であり、かつ将来にわたり不確定要素が強い。住民や

コミュニティ、地方自治体、政府などの利害関係者も複雑である。こうした中で、すべてのリスクをゼ

ロにすることは不可能であり、複数のリスクから 低限のリスクを受け入れつつ、将来に向けての

展望を開く必要がある。そうした課題に取り組む際の一つのアプローチが、リスクコミュニケーション

である。木下（2008）によれば、リスクコミュニケーションとは「関係者の信頼をもとに（ないしは信頼

を高めながら）行う、リスク問題解決に向けての共考の技術」である。多くの国民がゼロリスクを求め

る傾向がある中で、震災時に、一つひとつのリスクに過剰に振りまわされることなく、個人として、あ

るいは社会として、いかに適切に対処するかは大きな課題である。震災時に起こり得るリスクに備

えて適切に行動した事例は東日本大震災でも数多くみられるし、また逆の不適切な行動によって被

害を大きくした事例も多 行政や専門家 メデ 行動も例外 はな れら 事例を検害を大きくした事例も多い。行政や専門家、マスメディアの行動も例外ではない。これらの事例を検

証して、国民と行政を含む社会システムがリスクへの備えと対処をいかにすべきかを議論して可能

なところから対策を実施すべきである。

【参考文献】
⑧木下富雄 リスク ミ ニケ シ ン再考 統合的リスク ミ ニケ シ ンの構築に向けて(1) 日本リスク研究⑧木下富雄: リスク・コミュニケーション再考－統合的リスク・コミュニケーションの構築に向けて(1)．日本リスク研究

学会誌，Vol.18, No.2, 3-22 (2008)
⑨中谷内一也: リスクのものさし－安全・安心生活はありうるか．NHKブックス(2006)
⑩蓮花一己・向井希宏: 交通心理学．放送大学教育振興会(2012)
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「安心」・「安全」な社会（＝しなやかで 持続可能（sustainable）な社会）を実現するための人材を育

事例6 情報発信拠点としての「学校」
ユネスコ・国連大学との連携で、防災教育に
ESD（Education for Sustainable Development）概念を導入

「安心」 「安全」な社会（＝しなやかで、持続可能（sustainable）な社会）を実現するための人材を育

成するために、「持続可能な開発のための教育」（Education for Sustainable Development: ESD）を通

した安全教育（交通安全教育、防災教育、等）を推進することを提案したい。

ESDの具体的な内容として、①地域社会の一員としての自覚や公共性を涵養するための市民性教

育、②安心・安全な交通社会のあり方についての理解を深めるための教育（交通計画、都市交通体

系、交通安全などの諸領域）、③災害時への備えを身につけると共に、予想しない事態が生じた際、

しなやかに対応することを可能にするための防災教育、④リスク・コミュニケーション能力を高めるた

めの教育、等が想定される。いずれの教育も、とくに防災の観点から具体的な内容について吟味す

ることが欠かせない。

こうしたESD教育を、次世代の子どもたちに対して、主として学校教育のなかで提供することを提案

したい。そのためには、ユネスコ・スクールのネットワーク、文部科学省、国連教育科学文化機関

（ユネスコ） 国連大学 関係諸機関（大学等）との連携を深めることが重要である（ユネスコ）、国連大学、関係諸機関（大学等）との連携を深めることが重要である。

また、ESD教育を推進するなかで、地域の人々を積極的に「学校」へと招き入れ、それぞれの人が

もっている知識・技能・経験を子どもたちに伝えるとともに、それらの人々に対して「持続可能な社

会」のあり方について考える契機をもたらすことも可能である。

さらに、情報の収集・発信の場として、「学校」はコミュニティのなかで重要な役割を果たしている。

とくに震災時には避難場所として多くの人々を受け入れるため、さまざまな情報が集まってくる。し

かしながら、これまでの学校には、情報発信拠点としての機能が限定的にしか付与されてこなかっ

た。そのためには、地方公共団体等とも連携しながら、インターネット上の民間ソーシャルメディア

サービスやコミュニティ・ラジオなどの活用について、平時から取り組みを積み重ねることが必要で

ある。

幼稚園の防災教育

【参考文献】
⑪文部科学省「持続可能な開発のための教育（ESD）とは？」（www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/jizoku/kyouiku.htm）
⑫経済産業省、内閣官房、総務省「国、地方公共団体等公共機関における民間ソーシャルメディアを活用した情報発信に

ついての指針」（http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110405005/20110405005.html）
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震災復興には 地域住民が情報を共有し 意見を交換できるプラットフォームが必要である その

事例7 被災者と全国・世界の連結
SMS(Social Media Service)を活用した農山漁村情報プラットフォーム構築
によるグローバル展開

震災復興には、地域住民が情報を共有し、意見を交換できるプラットフォ ムが必要である。その

一つの手段として、既に地域づくりで実績を上げているソーシャル・ネットワーク・サービス (SNS) が

活用できる。気仙沼市では慶應義塾大学の学生が、復興を考えるFaceBookのグループ (Fig.1) を立

ち上げ、既に700名を超える参加者が集まって、復興に向けた議論を続けている。気仙沼では、昨

年の夏祭の中止を早々に決定したが、その後、上記のグループで『何か代替のイベントをしたい』と

声が挙がり、賛同者の支援もあって、港・けせんぬま復活祭の開催に漕ぎ着けた。また、上記のグ

ループでの議論がきっかけで、海外に被災の状況を発信するFaceBookページがボランティアにより

立ち上がり、今では気仙沼市役所の公認ページとなっている。気仙沼に限らないが、避難所の状況

をTwitterでつぶやくことによって、支援物資が次々送られてくるようなことが各被災地で見られた。

気仙沼大島では、FaceBookを使って、地域の産品を売り込む方も出てきており、今後SNSを活用した

グローバル展開が期待できる。

【参考文献】
⑬一ノ瀬友博：農山漁村地域の交通・環境インフラストラクチャーの復興. IATSS Review,Vol.36(2), 100‐106. (2011) 

Fig.1 慶應義塾大学の学生が立ち上げたフェイスブック
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29



▼参考文献⑬-4
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提言3 震災復興による新しい地域産業の創出

事例8 新しいコモンズ（共有財としての場）の創成

日本の国土の非持続性を象徴する問題の一つが、里地里山の衰退であり、本来は相互に密

接に関わってきた森林・農地・集落・水辺などのモザイク状の土地利用が、都市の拡大や農業

の近代化の過程で 単純な土地利用に置き換えられていった一方で 残された里地里山では

事例8 新しいコモンズ（共有財としての場）の創成
セクター間のつながりによる自然共生型の新産業へ

の近代化の過程で、単純な土地利用に置き換えられていった 方で、残された里地里山では

森林や農地の放棄が進み、日本はいつの間にか、人間と自然の関わりが希薄な国になってし

まった。実はこうしたことの背景には、日本固有の土地所有の問題がある。戦後日本は、土地

所有を全部個人に分解してしまった。かつては、入会地のように、共有地という概念があった。

ところが、今では伝統的な「共」の概念が失われ、「公」と「私」に分断された社会になってしまっ

た。これは、「コモンズ」の思想が消滅したということである。そして今、世界で求められているの

は、現代的に見直された「新たなコモンズ」の概念を創成し、各地域の実情に合わせて共同管

理の仕組みを地域社会に導入し、自然共生型の持続型社会を再構築していくことである。

もちろん、従来のコモンズは、閉鎖性、排他性の問題を抱えていたから、それをそのまま復活

させるわけにはいかない。閉鎖的なコモンズに運営されていた里地里山を、開放的なコモンズ

の運営に転換する必要があるが、完全に開放してしまうと「コモンズの悲劇」が生じる。その点

に注意して、農林水産業従事者、自治体、企業、NPO/NGOなど多様な主体の連携により、いか

にセミクローズドな「新たなコモンズ」として再生できるかが問われている。

未来の農村イメ ジ

【参考文献】
⑭武内和彦:自然と共生できる社会を目指して‐‐震災復興と自然共生社会‐‐. IATSS Review,Vol.36(2), 64‐69. (2011) 

未来の農村イメージ
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農林水産業のあり方を根本的に見直し、強い産業に再編・再構築していく必要がある。そのとき

事例9 農林水産業のトータルパッケージ化
農林水産業と他産業を複合的に束ねる地域複合産業システムへ

に重要なことは、農業、林業、水産業、その他の産業を個々に強化しようとするのではなく、多様な

産業を繋ぎ合せたトータル・ パッケージとしての地域産業として、その全体の強化をはかっていく必

要があるということである。よく6次産業という言い方がされるが、これは農畜産物・水産物の生産だ

けでなく、農業者や水産業者が主体的、総合的に食品加工・流通・販売にも関われる多角的な経営

形態を指す。しかもその中に、バイオマス利用による再生可能エネルギー産業や、エコツーリズム

を含む観光業なども 体化させ 地域複合産業シ ムを創造する そうした総合的な再編を行を含む観光業なども一体化させて地域複合産業システムを創造する。そうした総合的な再編を行っ

て、地域全体で経営する仕組みを整え、地域経済を活性化させていくシナリオが求められる。その

際、大きな方向性としては、なるべく付加価値の高いものを国内で作って、国内消費とともに輸出も

できるような体制を築いていく。農作物などはこれまで、品目を少品目に限定して、大量に作って価

格を下げ、競争力を維持するという構造だったが、日本のように繊細な気候と地形の国でそれを大

規模に展開すると、必ず自然を破壊する結果となる。これからはむしろ、多品目を作って、付加価値規模 展開する 、必ず自然を破壊する結果 なる。 、多品目を作 、付 価値

を高めることで国際競争力を高め、産業的に活性化させていくビジネスモデルが求められる。

【参考文献】

栽培漁業の展開

【参考 献】
⑭武内和彦:自然と共生できる社会を目指して‐‐震災復興と自然共生社会‐‐. IATSS Review,Vol.36(2), 64‐69. (2011) 

→ 本資料集P35
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人口減少・高齢化といった本質的課題を抱える中で、農山漁村では、これまであまり光が当たら

事例10 森・里・海のつながり再構築
地元資源の活用により、セクター横断的な新産業を創出

ず衰退の道を辿ってきた日本の農林水産業を、どのように再建するかという問題を抜きにしては、

復興の道筋は描けない。また災害対策の面で、今回の大震災で明らかになったのは、土木工学的

対応の限界である。今後の対策を考えるにあたり、もはや土木技術だけでは対応不可能であり、

ハードとソフトの二重三重の合わせ技で、自然災害を柔らかく受け止められる、レジリアントな社会

を築いていく必要がある。

そ 際に考え おくべき大切な点は 人間は 常的に生き る あり 災害時にはリ クをその際に考えておくべき大切な点は、人間は日常的に生きているのであり、災害時にはリスクを

小化する仕掛けを社会に組み込みながらも、それが日常的には、豊かで潤いのある、明日への

希望が持てるような社会の実現に寄与するものでなければならないということである。そのような日

常と非日常の表裏一体化を行い、例えば、非日常的には避難所として機能するが、日常的にはレク

リエーション施設として活用されるといった複合的な機能を、施設やインフラだけでなく、社会システ

ムそのものにも組み込んでいく必要がある。そ も も組 込 必要 ある。

例えば、林業が主要産業である岩手県住田町は、町に被害がほとんどなかったにもかかわらず、

町長の専決で、地場の木材を使った仮設住宅を独自に建設し、大船渡市や陸前高田市の被災者を

受け入れた (Fig.1)。仮設住宅のコストも350万円程度で一般的な仮設住宅とほぼ同様である。この

仮設住宅の建設は、国の支援を受けずに行われたものであるが、被災地の近くに資源があって、

技術と技術者が維持されていたからこそ可能であった。この事例は、これからの森・里・海のつなが

りを再構築することと、今後の災害への備えに、大きなヒントになるだろう。

【参考文献】
⑭武内和彦：自然と共生できる社会を目指して‐‐震災復興と自然共生社会‐‐. IATSS Review,Vol.36(2), 64‐69. (2011) 

本資料集

Fig.1 地元の木材を用いて建設された住田町の仮設住宅

→ 本資料集P35
⑬一ノ瀬友博：農山漁村地域の交通・環境インフラストラクチャーの復興. IATSS Review,Vol.36(2), 100‐106. (2011) 

→ 本資料集P27
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提言4 平常時と非常時の機能共存を目指した交通システムの構築

事例11 しなやかな非常時の交通維持

従来型の道路交通システムを、非常時対応の観点から再評価し、再構築することが求められ

る。今回の震災で多発した信号の滅灯は、被災地のみならず、「計画停電」時の首都圏等をも

見舞ったことは記憶に新しい この際に発生した交通事故等の状況を詳細に分析し 「次に来

事例11 しなやかな非常時の交通維持
ラウンドアバウトの導入 / 道路の頑健性アセスメント

見舞ったことは記憶に新しい。この際に発生した交通事故等の状況を詳細に分析し、「次に来

る事態」に備えることが求められよう。

大規模停電等の非常時においては、各種の制約の中で、優先順位を明確にしたうえでの「し

なやかな」交通管理が求められることになる。

そのひとつとして、ラウンドアバウトなど、信号に頼らない道路交通システムの検討も注目に

値する。特に、自動車と歩行者の交通量がともにあまり多くない被災地においては、ラウンドア

バウトが、通常時の交差点システムとしても大いに優位性を発揮する可能性がある。

一方、今後の道路ネットワーク整備についても、非常時を見据えたしなやかなアプローチが必

要である。そこで、今後の防災計画を考えるためにも、道路について、地震や津波を受けた際

の頑健性によるランクをつけることを提案したい。

地域の中で、被災時およびその後の復旧時にどうしても存在してほしい道路には高ランクを

付け、構造的に頑健性を高めることとするのである。

地域内の全ての道路の頑健性を高めたり、津波を食い止める機能を付与したりすることは非

現実的であろう。そこで、ネットワーク上の観点や津波の予測等を踏まえて、道路に優先順位を

つけるという発想である。

高ランクの道路のネットワークを考えることにより、｢被災時に生き残る道路のネットワーク」を

想定した、現実的な防災計画を立てることができることになる。

【参考文献】
⑮久保田尚、林良嗣：非常時の交通・地域マネジメント －しなやかマネジメントを目指して－、IATSS Review Vol.36(2),84‐89(2011)
⑯中村英樹、浜岡秀勝：ラウンドアバウトの被災地復興への貢献、IATSS Review Vol.36(2),127‐132(2011)

ラウンドアバウト

43



▼参考文献⑮-1

44



▼参考文献⑮-2

45



▼参考文献⑮-3

46



▼参考文献⑮-4

47



▼参考文献⑮-5

48



▼参考文献⑮-6

49



▼参考文献⑯-1

50



▼参考文献⑯-2

51



▼参考文献⑯-3

52



▼参考文献⑯-4

53



▼参考文献⑯-5

54



▼参考文献⑯-6

55



交通途絶などにより 被災後に物資がほとんど届かなくなってしまった集落がいくつか存在した

事例12 地区トリアージ
発災直後のヘリからの孤立地区での生命・健康維持可能性の判定

交通途絶などにより、被災後に物資がほとんど届かなくなってしまった集落がいくつか存在した。

そうした集落には、困難を伴う物資輸送を繰り返すより、交通が復旧するまでの間、住民全員を集

落ごと安心な場所に避難させてしまうほうが、住民にとっても、支援する側にとっても望ましいはず

である。

被災直後の対応として、地区の状況を、交通の困難性等の観点から判断する｢地区トリアージ｣を

行うことを提案したい。

トリアージとは、いうまでもなく、非常時の医療現場において、まず患者の容態を確認し、治療の優

先順位を決めて対処するものである。

ここで提案する地区トリアージは、それよりもう少し広い概念であり、被災直後に集落ごとの状況を

判断し、被災状況に加えて、物資輸送などの交通の状況を判断基準として、地区ごとに被災直後の

対応を決めようという提案である。

ある地区については物資輸送を頻繁に行うことで対処する 方で 被災状況がきわめて深刻である地区については物資輸送を頻繁に行うことで対処する一方で、被災状況がきわめて深刻で、

かつ、物資輸送が困難を極めると判断された場合には、できるだけ早い段階で、集落ごと安全な場

所にとりあえず避難して頂く、という判断をすることになる。

たとえ一時的とはいえ、住み慣れた集落から集団で移転することには住民の不安も大きいと思わ

れる。従って、地区トリアージの考え方を平時から国民に広く周知しておくとともに、実際にそうした

事態が発生した際には、当該集落の被災状況や交通の困難さを正確に伝えて理解して頂く努力が

必要となろう。

【参考文献】
⑮久保田尚、林良嗣：非常時の交通・地域マネジメント －しなやかマネジメントを目指して－、IATSS Review Vol.36(2),84‐89( 2011)

→ 本資料集P44

防災ヘリ
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仮 住宅 あ 復 後 が 定 保

事例13 交通質に基づく避難生活の評価
QOT(Quality of Trip：日常移動の質)ミニマムを保障する復旧計画の策定

避難所での生活、仮設住宅での生活、あるいは復興後の生活のQOLが一定水準を保っているか

どうかを評価する際に、移動の質Quality of Trip(QOT)による評価を加えることを提案したい。

従来、交通の評価は、混雑度、渋滞長、2地点間の所要時間など、交通をマスとしてとらえてその

性能を評価するものであった。そうしたシステム側の評価（いわばQuality of Transport)に対して、こ

の問題に対しては、個人の移動の質(Quality of Trip)での評価の方が適している。

たとえ避難所で生活していたとしても、日常生活の中では何らかの｢用事」が必ず発生する。そのたとえ避難所で生活していたとしても、日常生活の中では何らかの 用事」が必ず発生する。その

用事先までの移動が、その個人にとってどの程度容易に行えるものなのか。また、仮設住宅での長

期生活や、復興後の生活におけるQOTを測るためには、通勤・通学、買物、私用などのトリップ目的

別に、従前に比べて、トリップ長や交通手段の選択性等の評価に加え、坂道の勾配や夜間の不安

なども考慮すべきであろう。さらに、「友人や親類へのアクセシビリティ」や「地域にとってのハレの

日・ハレの場へのアクセシビリティ」など、重視すべき評価指標自体も、地域ごとにきめ細かく設定す

る必要があるであろう。

交通の質は、生活の質の重要な一部である。このことを正しく理解して、生活の質を高める努力を

することが必要である。

地域にとって大切
な意味を持つ外出

住
交通交通 日常移動

通勤 通学

【参考文献】

親戚訪問、法事、
冠婚葬祭、・・・

憩働
交通

都市生活の4大要素

通勤・通学
買物・私用

【参考文献】
⑮久保田尚、林良嗣：非常時の交通・地域マネジメント －しなやかマネジメントを目指して－、IATSS Review Vol.36(2),84‐89( 2011)

→ 本資料集P44
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提言5 多様な負担ルールの活用とそれに必要な法整備

事例14 非常時B/C(費用対効果)

交通社会資本は、通常時と非常時において、それが発現する効果は大きく異なる。交通社会

資本の整備は、平常時には時間短縮や交通費用縮小に伴い社会的便益をもたらす。一方、非

事例14 非常時B/C(費用対効果)
非常時の救命・救急とBCP(Business Continuity Plan, 事業継続計画)
評価を反映した社会資本効果の評価

資本の整備は、平常時には時間短縮や交通費用縮小に伴 社会的便益をもたらす。 方、非

常時においては、それがなかったならば助からなかった命が助かった、あるいは継続できな

かった事業が継続できた、すなわちBCP(Business Continuity Plan)が維持されたとなれば、それ

らが社会的便益となる。

今回の震災における磐越西線による石油輸送のような便益や、重量貨物の運送に耐えられ

るよう路盤を強化する費用も計測される必要がある。また空港を防災ヘリ拠点として利用するこ

とによって多くの人命が救助される便益があると同時に、そのための整備費用の計測も必要と

なる。同様のことは港湾においても言える。換言すれば、利用可能性の便益の計測と、その便

益確保のための費用を計測する必要がある。

また、交通以外の便益で典型的なのは、今回の震災における道路の堤防機能であろう。道路

に堤防としての機能があり、それによって救われる人命の価値が算入されなくてはならない。同

時に、多少の津波であっても破壊されないような強度の道路が必要とされ、そのための費用も

計上されなくてはならない。また住民の避難場所としての機能を道路に持たせるならば、人命

の価値に基づく便益の他に、アクセスとしての誘導路確保のための費用も必要となる。

三陸自動車道
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（１）GARVEE債の発行を可能に：市場を通じた資金調達

事例15 GARVEE債の導入
経済好循環を促す、市場を通じた資金調達と開発利益の還元

（１）GARVEE債の発行を可能に：市場を通じた資金調達

経済原則にもとづく運営を！：東北地方のみならず、わが国全体を考えた場合、経済学的な効率

性（社会的余剰）の 大化が不可欠である。政府の役割が再分配にあるとしても、財政制約がある

以上、資金は効率的に配分されるべきである。

たとえば、利用者の多い道路や空港は公共財ではなく、私的財の性質をもつため、その運営は原

則として民間に委託する。市場に信用度が低いと判断されれば、金利が上昇して資金調達コストが

上昇するため、国あるいは地方自治体が保有するという形態は変えないことが望ましい。他方、利

用者の少ない道路や空港は選択のうえ、公共財として国や地方自治体が運営する。

たとえば、広域団体（たとえば、宮城、岩手、福島）が債券を発行する。その際、将来の国からの補

助を担保とするGrant Anticipation Revenue Vehicles （GARVEE，ガービー）債の発行を可能にする

ような制度を整備する。こうした債券は、公募債の場合、市場で消化される。これは、地方自治体あ

るいは地方団体自らが使途を決定し 資金を返済するという地方分権の精神に沿った制度であるるいは地方団体自らが使途を決定し、資金を返済するという地方分権の精神に沿った制度である。

また、民間資金の導入によって、政府の限られた資金を純粋公共財の整備をはじめ、その他の対

策に回すことができる。

GARVEE債はアメリカでよく利用される手法で、道路計画が決定している場合には将来の国から

の交付金が確定するため、それを担保に債券を発行する。なお、この制度の前提には連邦道路信

託基金の存在があり、複数年におよぶ授権制度のもとで機動的かつ長期的な資金調達を可能にさ

せてきた。わが国全体の制度の見直しも必要で、これこそが真の復興のトリガーである。

【参考文献】
⑰加藤一誠：「効率と公正のはざまに揺れる「地方」空港」IATSS Review，Vol.36(1),3 （2011）

（２）開発利益の還元：復興需要による利益をとりこむ

これからの復興需要によ てインフラが整備されれば 周辺の収益性は改善する これに伴い路これからの復興需要によってインフラが整備されれば、周辺の収益性は改善する。これに伴い路

線価は上昇するから、地方自治体の収入である固定資産税収は増加する。こうした税収を新たな

開発の財源とする。人口減少社会のなかで、地方間の所得移転には限界があり、応益原則に基づ

く制度の再設計を考える時ではないだろうか。

仙台空港
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本プロジェクトの 大の特徴は、これからの震災危機管理と、安全・安心な地域社会の

本プロジェクトについて

あり方を学際的に検証した点にあり、その中でとくに重視する着眼点として、次の3つの

キーワードを掲げました。

●キーワード

「compact-connected」、 「redundancy」、 「resilience」

具体的には、以下の4つの「テーマ群」と、3つの「機能群」で構成され、各領域をクロスさ

せて多面的に検証することで、復旧・復興に求められる幅広い論点整理を行いました。

●テーマ群

「非常時の交通・地域マネジメント」

「非常時の人間・社会セキュリティ」

「都市の交通・環境インフラ復興」

「農山漁村の交通・環境インフラ復興」

●機能群

「危機管理・震災復興のための法・政策システム」

「危機管理・震災復興のための経済・流通システム」

「国際社会に向けた情報発信」

その中では、「交通」の問題が中核的テーマとなりますが、それだけに捕らわれず、復

旧・復興のあり方をより総合的に検証し、トータルな復興ビジョンの提示ならびに、多様な

観点からの提言と事例の提示を行いました観点からの提言と事例の提示を行いました。
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