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巻  頭  言
漁村の活力を取り戻す

水産庁漁港漁場整備部 部長　橋本 牧

新年明けましておめでとうございます。
本年も､宜しくお願いいたします。
我が国の漁村は、優れた自然や食文化などに代表され

る多彩な地域資源に恵まれており、観光の面からも大き
な可能性を有しています。
しかしながら、多くの漁村が高齢化等の影響により、

活力の低下に直面しています。統計でも、漁港背後集落
の変化をＨ15年度末とＨ21年度末とで比較したところ、
平均人口が536人から504人と6.0％減少し、高齢化率も
28.3％から32.2％と3.9％上昇しています。ま
た、小規模な集落ほど人口の減少率が大き
い傾向も見られることから、漁村地域への
若年層の定住を促し、世帯交代が進む、多
様で魅力的な地域を形成していくよう、一
層力を入れる必要があると思います。
若者の漁村への定住を推進するには、安

定収入が得られる、容易に居住できるなど、
地域に参入する基本的な条件を整えること
が必要です。また併せて、教育や文化的生活が得られる、
病気などに対しても安心な生活ができるなど、生活の基
本に関わる要素を確保していくことが大切です。このこ
とは、高齢者が都会に出ていかなくても生活を続けられ
るためにも、とても重要な要素だと思います。
前者の条件を整えるには、漁協などの積極的な取り組

みや地域コミュニティの相互支援等が大切だと思います。
若者に漁業参入の機会を与え、自立するまでサポートを
行うことや、集合住宅や借り上げ住宅等を準備して、漁

村に移住する障壁を低くすることで、更に門戸を開放す
べきではないでしょうか。
後者の生活の基本に関わる要素の確保には、インフラ
整備や公共サービスの充実と街づくりへの住民の協力等
が大切だと思います。例えば、学校、病院、金融機関、
店舗、ガソリンスタンド、お寺など日々の生活に必要な
様々な施設を維持するには一定規模の人口が必要ですが、
集落が小さな規模の場合には、全ての施設を維持するこ
とは困難です。でも、ある集落に学校、他の集落に郵便局、

病院などを立地させ、それらの集落を道路と
交通網でつなげば、多くの集落の住民が様々
なサービスを受けられ、住民全体で施設を維
持する、小都市と同程度に便利な地域が作れ
るのではないでしょうか。これを地域と住民
とで実現するのです。
震災の大きな被害を受けた地域は、水産業
の面でも観光の面でも、極めて高いポテン
シャルを持つ地域です。復興に当たっては、

安全性の向上と併せて、地域の産業やコミュニティーを
どのように再構築するかが重要課題ですが、生活しやす
い豊かな集落を作る点についても住民と一緒に検討する
べきではと思います。
また、これから全国的レベルで、地震・津波に対する
安全性の向上の検討が行われますが、漁村の活性化につ
いても住民と一緒に考え直すチャンスと捉えています。
本年も引き続き、ご支援・ご助言いただきますようお
願い申し上げます。
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中国の浙江省の省都杭州の近くに銭塘江という川があり
ます。この川は、毎年中秋（旧暦の八月十五日）の頃にな
ると、満潮が河川を遡る際、潮波の前面が垂直の高い壁状
になり、砕けながら川上に進む「海嘯」という現象が起き
ることで有名です。潮の高さは、かつて９メートルにも及
ぶこともあったようですが、近年は３～５メートルの高さ
で安定しているそうです（杭州市のHP）。その姿は「壮観
天下なし」と称えられ、この光景を見に来る人があとを絶
たないとのことです。
一方、わが国の三陸沖では、数十年に一度、
大地震が起き、大津波が発生し沿岸に打ち寄
せます。津波（戦前は「海嘯」とも呼ばれて
いました）は、甚大な被害をもたらし、数々
の悲劇を生んでいます。しかしながら、その
本質を見ると、三陸の津波も銭塘江の海嘯も
本来地球が周期的に繰り返している自然現象
に過ぎません。
この自然がもたらす二つのよく似た現象
が、片方は観光資源となり人々に恩恵をもたらしているの
に、片方は人々を絶望の淵に追いやるという両極端の現象
を引き起こしているのは何故でしょうか。発生原因が違う、
規模が違う、前者は短周期で発生し規則性が強く予測が可
能なのに対して、後者は長周期で発生し規則性が弱く予測
が不可能である等の違いはありますが、決定的な違いは、
この「海嘯」の侵入してくる場所に人々が住み、経済活動
が行われているかどうかにあると言えます。すなわち、単
なる自然現象である「海嘯」が災害となるのは、そこに人
間の活動があるからであり、逆に、「海嘯」の発生する場
所で活動するということは、常にその災害リスクと隣り合
わせであるということを忘れてはなりません。

津波のリスクから逃れる方法は簡単です。海から離れた
内陸部に住み、海に近づかないことです。しかし、この単
純なことが行われないのは何故でしょうか。それは、災害
リスクの存在を超える大きな恩恵を海が与えてくれるから
にほかなりません。三陸の海は世界で最も豊かな漁場の一
つですし、海は世界に通じる物流、交流の窓口ともなって
います。また、内陸部に平地の少ないわが国においては、
まとまった平地は海岸部に求めるしかありません。だとす
るならば、私たちは災害リスクがあることを十分認識した

上で、リスクの存在を踏まえた生活様式（ラ
イフスタイル）をつくっていくしかない、俗っ
ぽい表現をすると「津波とうまく付き合って
いく」しかないのではないかと思います。
思えば、日本という国はどこにいても何ら

かの災害リスクにさらされています。災害リ
スクは津波だけではありません。地震、洪水、
土砂崩れそして火山。安全な場所はどこを
さがしてもないと言っても過言ではありませ

ん。このような日本列島に住む以上、災害リスクと向き合
いながら生活していくほかありません。「正しい災害リスク
の認識に基づいた生業と暮らしの構築」（漁業地域復興支
援PT提言第一項目）は、全ての日本人に必要とされる重
要な課題であるとも言えます。そして、災害リスクを恐れ
ることなく、災害リスクを侮ることなく、たくましく生き
ていく日本人であり続けること、それが私たちに求められ
ている復興のあるべき姿なのだと思います。今回の津波で
大きな被害を受けた気仙沼市の震災復興計画の副題は「海
と生きる」であるとお聞きしました。海とともに再び生き
ていこうと決意された気仙沼市民のたくましさに私は深い
感銘を受けました。
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東日本大震災について

司会　今回３月11日に起きました太平洋沖地震津波災害に
ついてのお話を伺いたいと思います。まず、地震のとき、
先生はどちらにおられて、どういうことを思われたのかと
いう話から、お話しいただけたらと思います。
首藤　あの日は、僕、ものすごく運が良かったんですよ。
家内と２人で眼鏡屋に行ったんですよ。お医者さんにかか
るのは10時に予約を取ったのですが、その日に無理やり３
人その前に割り込みがあって、家内が終わったのがもう12
時過ぎました。うちから20分ぐらい離れたときに緊急地震
速報が鳴って、早速、帰ろうって、家に飛び帰りました。
同じマンションの方に「どうでした」って言ったら「いや
あ、宮城県沖のときよりもひどかった」っていうお話でし
た。宮城県沖のときは家の中が、倒れないものといったら
２つしかなかった。これは大変だろうなと思って家に入っ
たら、実は茶わんが壊れた程度であとは完全に大丈夫でし
た。
実は、日大から仙台に戻るときに改装をして、全部戸棚

やなんかを作りつけにしたのが、効きました。だから、やっ
ぱり、ああいうものはやっとくべきですね。
とにかくこれは津波が当然来るだろう、これだけひどい
地震なのだから、かなり大きなものがくるだろうと考えて

首藤 伸夫（しゅとう・のぶお）

東北大学大学院 工学研究科付属災害制御研究センター 津波工学研究分野 名誉教授。
1934年、大分生まれ。1957年、東京大学工学部土木工学卒業。1957年、建設省入省九州地方整備局 建設技官。1960年、建設省土木研究所 研究員。1966年、
中央大学 理工学部土木工学科 助教授。1971年、中央大学 理工学部土木工学科 教授。1977年、東北大学 工学部 教授。1998年、東北大学 名誉教授。2005年、
日本大学 大学院・総合科学研究科 教授。
最近の論文
A natural warning of tsunami arrival, Advances in Natural and Technological Hazards Research, Vol.9, 1997
Propagation of obliquely incident tsunamis on a step, Coastal Engineering Journal, vol.41, 1999.
Traffi  c hindrance after tsunamis, Advances in Natural and Technological Hazards Research, Vol.18 2002.
津波常襲地域における持続可能な防災教育に向けた防災知識の体系化に関する研究 海岸工学論文集 第50巻 2003.
著作
津波の事典／地が震え 海が怒る―自然災害はなくせるか／1960 チリ地震津波報告書／1896 明治三陸地震津波報告書他

特集01 座談会「津波研究今昔物語」
～首藤名誉教授を迎えて～

　津波研究の第一人者である首藤名誉教授を迎え、今回の津波災害への思い、これまで、苦労された点や失敗したことも含め、

津波研究について、さらには未来の津波研究を志す人たちへの心構えなどを総括していただきました。

●首藤 伸夫＜東北大学 名誉教授＞ ●藤間 功司＜防衛大学校 教授＞ ●加藤 広之＜（財）漁港漁場漁村技術研究所 研究主幹＞
【司会】影山 智将＜（財）漁港漁場漁村技術研究所 理事長＞

座談会出席者
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いましたので、起きた現象そのものはほとんど驚きません
でした。
ただ、今度の津波で驚いたことが２つだけあります。
１つは女川で６軒、宮古湾の湾奥の東赤前で２軒、鉄筋
コンクリートの建物が倒れたということです。しかも女川
の場合は、海側に倒れたもの、陸側に倒れたもの、くいを
一緒に引き抜いて倒れたもの、それから元あった場所から
50ｍぐらい流されたものと、さまざまでした。それまで、
鉄筋コンクリートの建物で倒れたっていうのは、1946年の
アリューシャンの津波のときに、ウニマク島の鉄筋コンク
リートの灯台が倒れたという例があるだけです。基礎とし
ては、あまりきちんとしていないような感じを、当時の写
真から見ると受けられます。だから、女川が起きるまでは、
ほとんどの鉄筋コンクリートの建物は完全に耐えて残った
から、鉄筋コンクリートの建物はそう簡単には倒れないと
思っていました。
女川も宮古も埋立地で、地震で何が起きて、そのあと津
波でどうなったか。そのプロセスはきちんと調べないとい
けない。それが１つ。
それから、もう１つ驚いたのは、仙台湾に上がってきた
津波が、あれだけ大量のヘドロを持ち込んだことです。砂
を持ち込んだのは、今までいくらでもある。だけど、ヘド
ロが来たっていうのは今回初めてです。これは、恐らくこ
の40年ぐらいの間、日本人が海をいじめていたことが原因
と思います。
特に震災後、自然エネルギーといって太陽光パネルが何

とか言っているけど、太陽光パネルなんていうのはたかが
太陽のエネルギーを電気に変えるぐらいのものでしょう。
だけど、農業こそエネルギー産業の最大のものだと思いま
す。昔は窒素・リン酸・カリを循環させていた。さらに、
人間の排せつしたものだって、三次処理したとか言うけど、
結局、海に流しています。一応、川の水なんかが汚れたら
大騒ぎするけれども、それが三次処理とかで目につかない
ようになったら、その物質がなくなったと勘違いして、結
局は海に後始末をさせていたせいだと思います。
あと、津波で驚いたっていうのは、防潮堤などの構造物
がばたばた壊れたことです。もともと明治の津波のときは、
構造物を造りましょうという考え方はまずなかった。構造
物を造りましょうという考え方が出てきたのは、1933年の
昭和の津波のときです。そのときに高地移転がほとんど主
でしたけど、土地がない場合、簡単に見つからない場合、
構造物を造りました。構造物を造って集落を守りましょう
というのは、昭和のときに５例だけ、釜石とか、山田とか、

田老などです。それ以上できなかった原因は、当時では工
事費がかかりすぎて無理でした。そして1934年、１年後に
室戸台風が来る。室戸台風の調査をやった土木学会の調査
団が、沿岸にそういう構造物を造って、それで守ったらと
いう提案をするのです。
実際に実現するのは、ジェーン台風（1950年）です。そ

のときには大阪の町の中には、川べりにこういう構造物を
つくりましょうというので、少し。それが第２室戸（1961
年）のときには、本当に効果を発揮して、構造物を造った
ら、それなりに効果がありますよということが分かってき
た。その次が恐らく昭和28年の13号台風のときに、知多半
島付近の干拓地がやられて、海岸に造る堤防は三面張りに
しなきゃいけませんということを、そのときに再確認しま
した。
そして13号台風が昭和28年ですから1953年ですね。それ
から２年後に「海岸法」ができました。海岸法ができた１、
２年後に「海岸構造物築造基準」ができ、そこで、海岸堤
防は三面張りにと書かれました。
それは、もうそのころは有義波を使って、天端は有義
波の遡上高さよりも高いものにしましょうということは決
まりましたが、有義波高で決まった天端を波浪は必ず乗り
越えます。だから、波に対して天端を決めて、造っても必
ず乗り越えられるのだから、三面張りにしましょうという
のが、そこで思想としては確実に決りました。ついでに裏
ののり面とかも保護しましょうと言ったけど、それをどう
いうものにするかという論拠はほとんどなかった。三面張
りの厚さとかも、力学的な根拠というのはほとんどなくて
やっていました。そこへ1959年の伊勢湾台風で、三面張り
じゃないとこが完全に破壊されたというので、三面張りの
必要性が再確認されました。
それで、伊勢湾台風（1959年）で海岸事業費がすごく増
加した。そしてその翌年にチリ津波が来たので、事業費を
さらに増やしました。
実は、チリ津波が来たときに、今まで造った防潮堤が本

当に効いたところは吉浜だけです。津波が結構大きくて、
本当に津波が海岸堤防で止められたなっていうのがはっき
り見えました。だけど、例えば田老はほんの堤防の根元ま
で津波が来ただけですから、本当は働いていなかったので
す。
そんなことだったけど、チリ津波が高いので６ｍ、普通
全国平均で３、４ｍだったから、これも堤防を造りましょ
うということになりました。そのときに、せいぜい高いと
ころで5.5ｍぐらいの堤防でした。従って、堤防を津波が
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特集01
座談会「津波研究今昔物語」～首藤名誉教授を迎えて～

乗り越えない高さということですから、堤防が今回のよう
に乗り越えるということを考えていません。普通の三面張
りで、のり尻のところの基礎などは、そんなにちゃんとし
ていませんでした。
ちょうど出来上がったのが1968年の３月だったんです。
その出来上がった直後に、十勝沖地震津波が来ました。例
えば、津波防波堤も効くし、いろいろなところに造った防
潮堤がほぼ100パーセント効ききました。だから、もうそ
れを見た人たちは、津波対策というのは構造物でいいと
思ったわけです。ところが、実はそのときに八戸港の防波
堤が１つ津波で壊れたけど、そのことの反省などがそのあ
との津波対策に生かされることはありませんでした。
それから1980年代になって、東海地震の問題が起きたと

きに水産庁と河川局から「見直しましょう」ということに
なり。そのとき、水産庁に梶浦さんが委員長の委員会がで
きた。それから、河川局は堀川先生の委員会ができて、僕
は両方の幹事長でした。そのときに決めたのが、とにかく
過去の津波の中で信頼できる資料が数多くある津波、それ
の最大のものを対象にしましょう。そんな大きな津波は構
造物だけでは止めることができませんから、大ざっぱに言
うと、30年から50年に１回ある津波を構造物で防ぎましょ
う。それ以上の大きなものが来たときに、人命を守り抜く
ためには、避難をとにかく一生懸命やってもらう。だから、
いわゆるソフトの対策で
す。構造物つまりハード
の対策と、逃げるという
ソフトの対策。そのほか
に大きな津波が来るのは
時間間隔が50年、70年あ
るから、津波に強い体質
になるようなまちづくり
計画をやりましょう。そ
ういう３つの方策でやり
ましょうと決めました。
そのときには、施設を
津波が超えることはあり
得ますということを、そ
こで確認したわけです。
にもかかわらず、津波が
超えたらどうなるという
ことをちゃんと研究しま
しょうというのを、そこ
で言い忘れてしまった。

普通の風波なら大丈夫だけど、津波だったら本当に大丈夫
かどうかと、そこのチェックが1980年代以降ずっとされて
いなかった。だから、今回の津波で壊れても当然と考えて
います。
小さな川のところに津波水門があり、水門は残ったのに、

隣の堤防は壊れたということを、かなり多くの場所で見ま
した。なぜ水門が壊れなかったかというと、水門はチリ津
波のあとに初めて出てきたものです。それまで津波水門の
例はなかったから、結局これは水理実験をやって決めま
しょうということになりました。とにかく津波がゲートを
乗り越える、あるいは、門柱を乗り越えるとか、いろいろ
な場合を想定して、働く力をきちんと実験した。水門の下
流側も上流側もかなりきちんとつくった。だから、恐らく
そのおかげで今回乗り越えられても、それで残ったと思い
ます。しかし、それに隣接している防潮堤というのは、乗
り越えられることを予想していないから、裏から壊れたと
ころも多かったようです。
それから、防潮堤が壊れたもう１つの原因というのは、
やっぱり維持補修が行き届いていないものが結構多かっ
たんじゃないかと思います。というのは、大きな構造物を
造ることはいろいろな意味であとの維持管理が必要なんで
す。大きな構造物を大体、地盤のそれほど良くないところ
に造ってしまう。相当大きくて重量のあるもの、これは不
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等沈下などの影響を受けやすいです。また、大きなものに
市町村が本当にそういう維持補修をできるかというと、ま
ず不可能だと思うんです。だから、田老町の壊れた野原の
防潮堤だって、現場で現地の人に、この防潮堤は海面から
10ｍの津波には効くけれど、たとえば明治の津波が来たら、
これは、堤防より５ｍ高いのだから必ず乗り越えます。乗
り越えたら、この亀裂の入った堤防は壊れますと何回も申
し上げた。で、そのとおりでした。だから、今、恐らく皆
さんが、大きいものがあると何となく安心だというので、
大きいものをと望んでおられるけど、それ造るにはいくつ
か条件があります。１つは、100年後、150年後に堤防が効
くものです。その間、本当に強度と機能を維持していくと
いう努力を、続けてちゃんとやる体制をつくれますかとい
うこと。
それがなければ、逆効果になります。見た目には丈夫に
見えますから、「あんなものがあるから、大丈夫だろう」っ
ていって逃げない可能性がある。
それは今回の津波でも、一番端的に出たのが唐丹本郷と

いうところで、明治の津波でもほとんど全滅しました。生
き残った人がこの場所ではいけないから高い所へ行きま
しょうといって、切り開いたんだけど、数年でみんな下に
もどりました。そして昭和で、また全滅に近い状態になり、
山を切り開いてそっちに移ったんです。おかげでチリ津波
のときはほとんど被害がなかった。チリ津波の後に、そこ
に５ｍ程度の堤防ができた。そして、その後、12ｍぐらい
の堤防ができた。今回の津波はそれを乗り越えました。そ
の堤防ができたおかげで、元の低い所へ、大きい堤防があ
るから大丈夫だろうと下へ下りてきて、被害を受けました。
今回、あの大地震のあと、昭和の津波を体験したおばあ

さんは「私はとにかく逃げる」と言って逃げた。娘さんは
ずっと家で話をされていたから「私も逃げます」と逃げた。
だけど、お孫さんはちょっと本家から分家していたけど、
「なに、大丈夫だよ」といって逃げずにいて、津波が来た
ときに車で逃げて、津波につかまりました。お孫さんは怪
我だけですみましたが。お孫さんにさえ、こうなったら逃
げるというのが伝わらなかった。大きなものができると、
そういうふうに人間の心が安心してしまいます。それを本
当に150年「やっぱり、逃げなきゃいかんのだよ」という
ことをつなげていけるのならいいですが。
そういうことをきちんとつないでいけるという保証がな

い限り、あんまり大きいのを造っても逆効果になります。
逆効果になった例が、例えば大槌町の吉里吉里です。こ

れは県が出した津波想定浸水地図というのがあって、昭和

の津波のときに低い所から上に上がった人がいる。その人
たちは、その想定浸水域の外でしたから、今回は逃げ遅れ
ました。町内で、昭和で高所に上がった人たちのところが
一番死傷率が大きかった。つまり、安心したわけで逃げ遅
れました。
だから、高い所に上がったから、もう未来永劫、安心と

はならないということ。要するに、自然というものは我々
は何も知らないというのが前提にならないといけないとい
うことです。
なぜかというと、大体人間の一生が50年、地球は50億年
ですから、人間の１秒というのは地球の2.5年ぐらいに大
体相当します。だから、測定期間、25年、30年測りました
と、人間の一生に換算すると10秒程度にしかならない。10
秒の検査では、よくわからない。だから、やっぱり地球と
いうものを我々が30年測ったって、まだほとんどわからな
い、何が起こるか知らない。じゃあ、測ったって無駄かと
いうと、恐らく400年測り続ければ、かなり分かると思い
ます。それこそ、ほかの国の人に「日本人が400年、500年やっ
てくれたおかげで、僕たちは今度の地震と津波でも命を失
わないで助かった」と、400年後には感謝されます。何回
もやったけど無駄じゃないかというと、そんなことはない。
やれば、やっぱり役に立つ、僕はそう思います。「はやぶさ」
を遠い所まで飛ばして、それが戻ってきたんで喜んでいる。
それが何の役に立つのかって、今は役に立たないけど、あ
れを続けていれば、そのうち役に立つことも出てくる。
というのはつまり、地震津波災害について、地球を相手
に生きているときは分かった気持ちにならないでというこ
とです。財産を失っても取り返しはつくのだから。だけど、
やっぱり何か危ないと思ったら、とにかく安全なところを
見て、それと自分で自然を見るということを忘れちゃいけ
ないということです。
今回、釜石の奇跡と、鵜住居町の小中学校の生徒が全

員助かったといわれています。ところが、鵜住居町の死者
は、ほとんどの死者は想定浸水域のすぐ外の人が86パーセ
ント。つまり、その人たちは「俺たちは大丈夫」と思って
自然を見なかった。ところが小中学校の生徒さんは、小中
学校そのものも想定浸水域の外にあるにもかかわらず、海
を見ていて、「先生、危ないよ、逃げよう」と言って逃げた。
そういう自然を見ながら自分で判断するというのを、今の
大人が失ったのです。それが死者の増えた原因だと思いま
す。
構造物ができて、洪水も少なくなる、津波が遡上してく

るのも少なくなったから、もうそれで大丈夫と思いこむ。
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特集01
座談会「津波研究今昔物語」～首藤名誉教授を迎えて～

ちょうど十勝沖地震のあとで構造物が働いたから、もう津
波なんて構造物で防げるから大丈夫と思い込んだのと同じ
です。あの辺から自分で自然を見てどう思うかを自分で決
めるという、それがほとんどなくなっていますから。
藤間　水門の実験は段波の実験だったのですか。
首藤　段波です。
藤間　なぜ、水門だけ段波なのかって。たぶん、砕波段波
で選んだのだろうとおもいますが。
首藤　やっぱり、特に川の中などは段波になりやすいとい
うことは分かっていたからでしょう。
藤間　ただ、要するに段波で動圧が全部、外力としてかか
りますということ、ここまでやれば安心という感じの印象
があります
首藤　それと、あのときは津波を完全にそこで止めてしま
うのではなく、乗り越えるんでしょうと考えたから、それ
の手当て、背後などの跳水の対策がある。
加藤　結構、あの背後の対策は長い延長の構造ですが。
首藤　長いのでやっています。それは普通の川の水門や
堰でも、そういう構造物の上流側・下流側が次第に流れを
自然に河川のものになるようにしていきましょうというの
で、結構長く取ります。1950年代には農業用の取水堰がで
き、そうすると、堰の下流はこうやって、跳水するとか、
あるいはそれを早く跳水を起こさせるためには、壁を建て
るとかなどを考えた構造にした知恵がいきています。
だから、そういうことを、津波が防潮堤を乗り越えます

ということを1983年に日本海中部地震が起きる直前に、そ
れを水産庁と建設省でつくりました。
そのときに「乗り越えますよ」と自覚したわけだから、
対策をやればよかった。ところが、そのときは「乗り越え
ますよ」というのを書くというのは大変だった。「設計津
波が構造物の上を乗り越えますなんていう、そんなことは、
おまえ、書けるか」と。それがものすごく大変でした。そ
のときは。結局、堀川さんと梶浦さんが委員長で、それで
通しました。

ハザードマップについて

司会　自然をよく見ることだとおっしゃいました。ハザー
ドマップなどそういう予測と、それの限界、その活用につ
いて話をおねがいいたします。
首藤　ハザードマップというのは、それなりのひとつの考
え方です。ハザードマップの中にいるということは当然い
つも危険を意識する、しかし、ハザードマップの外側にい

るから、100パーセント安心ということはないということ
です。ですから、何をするにしても、万一のときは自然を
よく見て行動するということです。そういう危険に近いと
ころに住むのなら、それだけの心構えと投資をする必要が
あります。とにかく、津波の場合にやっぱり鉄筋コンクリー
トの建物にしておくこと。明治の津波の調査でも、当時の
建築雑誌もとにかく鉄筋コンクリートの建物は大丈夫とし
ています。昭和の津波ときも建築雑誌あたりに、当時の鉄
筋コンクリートの例がいっぱい出ています。
そういう意味で女川の例というのは、かなりのショック

なのです。あれをきちんと解明できれば、生き残れる鉄筋
コンクリートの建物の条件が分かるから、想定浸水域ある
いはそれの近くに住む人は、財産もやられたくなかったら、
鉄筋コンクリートにしましょうということがいえる。
藤間　ハザードマップに関していうと、結構あれが安心
マップというか、逆に危険になる。
首藤　逆になることをどうするかが一番問題です。
加藤　先ほどの話にあったように、浸水エリア際の外側の
人が一番亡くなっているとういことですね。
首藤　一番亡くなっています。
加藤　その安心マップになっていますね。
首藤　安心マップですね。逆転しているんです。
加藤　そこはこれから考えなければいけないのかなと思う
のですが。
首藤　結局、いろいろな意味での防災教育しかないでしょ
うね。
藤間　ハザードマップという考え方だと、やはり限界みた
いなものがありそうです。やっぱり、どこか現実的なもの
としてあり得るものを想定せざるを得ないので、そういう
ものでつくる。だから、これは完全なものではなく、次に
起きる津波がこれというわけでもないけれども、目安とし
てつくってあるのですという、教育の中の入り口として使
うものです。玄関に張っておけば津波が来ないというお札
ではないのだから、その辺の教育の教材としてどういうふ
うに使っていくかということだと思います。
首藤　１つのやり方は、明治の津波ならこうですとか、固
有名詞を付ける。明治より大きいものは来ないという保証
はありません。あるいは、平成の津波の浸水域はこれです
と。だけど、慶長の津波が来たら、これより大きいことは
あり得ますという、そういうようなのだったら良いと思い
ます。
藤間　自然を見るというのは本当にそのとおりだと思うの
ですが、今の学校教育というのは全く逆の方向ですね。



9漁港漁場漁村研報 Vol. 31

首藤　片田※１さんが釜石でやったのは、最初に、子供た
ちにハザードマップを見せる。中学生ぐらいになると地図
が読めますから。そうすると、家が浸水域の外にある、いや、
どうも中らしいという反応が分かります。そこで、そうい
う想定にとらわれてはいけませんというのを、まずたたき
込みます。その次に、状況に従うこと、つまり、自分の目
で見て判断しろ。３番目には、人が逃げたから逃げようじゃ
なくて、自分から率先して避難するという逃げ方、その３
つをたたき込んで、釜石の奇跡が起きた。
地震があったときにとにかく自分たちの中学校は浸水域

の外だったけど、そこで子供たちが海を見ていて、さらに
逃げようと呼び掛けた。先生ではなくて子供たち。子供が
逃げ始めたら、小学校の子供たちが「ああ、お兄ちゃんた
ちが逃げているから、私たちも逃げよう」と言って全員逃
げた。そういうような、たった３つのことを実践させた。
それからもう１つあるのは、岩手県はその当時、小中学
校にいた子供たちは100パーセント助かっている。ところ
が高校にいた人たちは、そういう教育を受けたはずなのに
全員は助かっていないといっていた。これはやっぱり、経
験だろう、そういう知恵が働く。
藤間　やはり自分の中の経験の積み重ねがあって、そっち
が大事になってしまうんだと思います。

中央防災会議の
津波に対する考え方について

司会　中央防災会議の防潮堤設計の考え方は、これまで既
往最大の津波を対象にするようにしており、その考えに従
えば、今後は東日本大震災による津波を対象にするという
ことになると思うのですが、今回レベル１、レベル２の２
つの津波を考え、レベル１の津波を対象とすることとなり
ました。これは防潮堤の設計の思想が変わったということ
なのでしょうか。
首藤　中央防災会議では、2006年にそのようにしている
と思います。既往最大を使うということは、それ以前の考
え方と違っています。1998年に津波対策を７省庁で出した
ときは、過去最大のものと、地震地体構造論のような学問
で想定される最大の地震で起きる津波、この２つを比べて
大きいほうを対象にすることになっていました。ところが
2006年の中央防災会議で過去の大きいものだけを取り上げ
ています。中央防災会議の事務局には津波関連、７省庁の
人たちだっていたはずなのに、どうして、その７～８年の
間に大きい方を使うという考え方がなくなったか。問題は、

要するに前にそうやって作ったものが、どうして次の段階
では削除されたのかということです。それをきちんと引き
継いでいく必要があります。
今回だって防災担当者は前の話の抜けたところを追加

し、意見交換やって、あとはソフトやハードでやるんでしょ
う。自分たちの責任はどこにあると言いたくなる。
加藤　もともと、さっき先生がおっしゃられたように、最
初の80年代のハードとソフト、まちづくりっていうのは、
今と全く同じような話だと思いますが。
首藤　そうだ。それが出来上がったのは1983年だから。そ
のときに、その３つを組み合わせました。それを受けて
1998年です。それは、初めは水産庁と建設省、河川局だけ
ど、奥尻の津波があったから、国土庁とか気象庁とかを巻
き込んで、そして農林省と水産庁、構造改善局だったかな。
そういうところは、みんな巻き込んで。それで共通の考え
方を示した。そのときは施設とソフト対策とまちづくりと
３つ組み合わせましょう。それに関係のある省庁みんなで
つくりましたが。それが結局は、やっぱりつながらない。
司会　今回の中央防災会議で示されているレベル１とか、
レベル２という考え方についてはどうでしょうか。
首藤　そういう捉え方もありますねっていう程度です。
加藤　そういう捉え方ですか。
首藤　レベル１として数十年から百数十年に一回、昔は、
30～50年に１回起こる程度の津波について、こういう言い
方をしただけです。それはほとんど変わらないでしょう。
藤間　そのとおりです。あれを提案した１人として。要は、
全く同じだという話です。そう言われると。
堤防を越えることもあるということをはっきりと打ち出

しただけです。本当はあったはずですが、認識されてなかっ
たから、強く出そうという言葉だけなんです。
首藤　それともう１つは50年といったときに、構造物はあ
んまり大きくはしないという認識がありました。維持が大
変だから、直高が10ｍ、それは以上は良くないという雰囲
気はありました。
藤間　先生からすると、今回の岩手、宮城の堤防の高さ、
14ｍは高すぎると。
首藤　あとで困るぞと思っています。それを建設するのに
10年ぐらい待ってからやればいい。なぜなら、今までの防
潮堤の位置でやるんだったら、海の中になっているところ
がいっぱいあります。それを急ぐからって、水中工事をす
るのですか。
法線を変えて、陸地に新しい用地を買収するのですかっ

て言ったら、それは不可能だそうです。今、用地の獲得の
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方が金が掛かるぐらいの時代ですから。
藤間　堤防の高さは僕もちょっと心配していて、12～3ｍ
はちょっと高いとおもいます。
首藤　あれ、ちょっと心配ですね。
加藤　今は確かに記憶が鮮明だから高くしたいけど、１年
たつと、いや、やっぱり高すぎるという話になると思いま
す。１年か少し待てば、だいぶ話が変わってくるのでない
でしょうか。
首藤　それはそう思います。堤防を造るにしても地盤が悪
いところが多いですから。
藤間　この間、宮古湾の東側の堤防を見て、東側は全然決
壊してないんです。これの築造プレートを見ると、ちゃん
と60年代の前半の造りだから、ほぼ同時期に造っているは
ずですけど、切れてないのです。そのときの記憶をたどる
と、たぶん壊れたところはもっとだいぶ老朽化しているイ
メージがあって、なぜこんなに違うのかなって思いました。
首藤　やっぱり、地盤でしょう。東側は地盤がそう悪くは
ない。それから、あそこはどっちかっていうと、壁みたい
な構造になっているでしょう。
藤間　はい。湾の入り口のほう。だんだん、奥側になって
くると、ずっと幅広のやつになってくるので。
加藤　確かに地盤もあると思います。防潮堤じゃないんで
すけど漁港の防波堤なんかも岩着はもっていますが、方塊
積みになって倒壊している。同じ延長の中で。やっぱり、
残っているところというのは、下もしっかりしているって
いうか、一体になっているっていうのはなかなか壊れにく
いのかなという感じがします。基礎の強さって結構いろい
ろなところに効いてくるのかなという気がするのです。
津波が来る前に、もともと河川堤防とか海岸堤防とかの

老朽化がいわれていて、中がもう空洞化しているという話
はいっぱいありました。
首藤　阪神淡路の後に一生懸命調査しましたけど。
藤間　構造的な印象は裏のりや天端が破壊されている。こ
れが本当に思いのほか多いですね。老朽化による剥離みた
いなことがあったりするかもしれないですけど、案外、裏
のりや天端が飛んでいる例が、思っていたより多いと思い
ます。
加藤　天端と裏のりの間は埋めていないようです。ここが
開いていると破壊されますし、それからのり尻、これが開
いていてもやられています。やっぱり弱いところ、つながっ
ていないところをやられているようです。
首藤　そこのところは射流になって流速が早く、やっぱり、
負圧が働いたのでしょう。

津波事始めについて

司会　先生のこれまでの歩みみたいなことをお伺いしたい
のですが。
首藤　日本で生まれて５歳のときに中国へ行って、11歳の
ときに戦争が終わった。それから１年間、中国にいました。
司会　中国はどちらの方に。
首藤　満州っていうところ、満州の鞍山っていう製鋼所で
す。だから、戦争のあとの１年間はかなり大変でした。ガス、
水道、電気はもちろんないし、だから、水道のない水洗便
所を１年間使いました。向こうに行ったのは、５歳、昭和
13年、14年、そのぐらいです。
司会　戦争が始まるちょっと前に行かれたのですか。
首藤　向こうで戦争が始まりました。１年生のときでした
か。
司会　向こうでの思い出話を１つだけ聞かせてください。
首藤　１つだけっていうと、殺され損ねた話です。人民軍
が負けて逃げていくときに、３階建てのベランダの上で見
てたら、向こうの道に２人がこっちを向いて、銃を構えた
と思ったら、風がピーンと当たりました。あーって言った
ら、狙撃されたんだよと教えられました。あと10センチこっ
ちだったら、今、生きていません。
今までに４回ぐらい死に損ねていますよ。一番最初は５

歳のときに自動車にひかれた。２度目がその事件。それか
ら、３度目が満州から帰ってきて、栄養失調の状態で土地
を開墾なんかしたから、夜中に引きつけを起こして、おふ
くろが自分の手を突っ込んだから、助かりました。それが
３回目。４回目は91年の11月５日という日に、朝起きたら
目が見えなかった。ところが５日の日は、JIFICとの仕事
があるから、東京に来たんですが、今日はそれキャンセル
になりましたっていうから、すぐ帰りました。次の日の朝、
眼科に飛び込みました。目医者が「あなた、よかったです
ね」って言うんですよ。左の目が見えないのになぜと聞き
ました。そうしたら、「寝ている間に毛細血管が切れたん
です。目でよかったけど、もし、脳だったら、あなた、い
ません。地上に残っていてもこれから一生不自由になりま
す。」って言われました。それで全て仕事をキャンセルし
ました。
司会　出身は大分ですか。
首藤　大分市の外れ。昔は大分市じゃなかったけど。
大分側の田舎です。１年に２、３回は洪水に見舞われて
浸水する場所でした。昭和28年の筑後川の災害なんか、実
に凄かったですよ。28災と呼ばれて居ましたが。大学でい
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るときにはそういう災害を少しでもなくすような職業に就
きたいと考えました。最初に建設省の遠賀川工事事務所っ
ていうところに入りました。そこへ１年半。そうしたら、
その28災の後始末で筑後川の上流にダムを造るっていう話
になりました。そっちに動いて、１つは重力式ダム、１つ
はアーチダムの仕事をやっていたところに伊勢湾台風が起
きたものだから、建設省の海岸やる人が欲しいからって、
土研に上がってきました。
途端にチリ津波の現地調査に行って、釜石の両石という

ところで、後片づけをしているおばあさんに「大変でした
ね」って言ったら「あんた、こんなもん、津波じゃないで
すよ。明治と昭和の津波に比べたら、こんなもん、津波っ
ていえますか」って言った。それが、その家は１階がめちゃ
くちゃになって、２階もちょっとやられていた。高さが２ｍ
か、２ｍ50cmぐらいの水位でした。それが津波じゃないよっ
て言うから、津波って一体なんだろうと思いました。そこ
で、明治や昭和の津波を知りたいなと思って調べ始めまし
た。中身が分かってきたら、こういう津波をどうやって防
いだらいいんだろうと考え出しました。1960年ごろからずっ
と。だから、1983年にできた水産庁の海岸の手引を作ると
きに、大きなものは構造物ではとても防げませんよという
のは、そのおばあさんの一言で始まったような気がします。
それと同時にもう１つ、チリ津波の報告書を書いたとき

に、吉川秀夫さんが河川研究室の室長でした。私は海岸研
究室だったのですが、吉川さんが報告書を見て、「おまえ、
ここの１行を削れ。それを削らん限り、報告書は受け取ら
ない」と言われました。「今後、津波の研究をすることが
必要である」と書いた一行です。「必要であるかどうかは
お前の決める事ではない。上層部の決めることだ」と云う
のです。しゃくに障ったけど削りました。それで津波研究
をする必要はないといったって、俺は自分の時間を使って
研究すればいいと思いました。それから土研の寮に住んで
いたけど、早起きをして、仕事が始まる前の１時間と、仕
事が終わってからの時間、これは俺の時間に使っていいん
だろういうことで始めました。何もないから、とにかくあ
るのは自分の時間と紙と鉛筆だけ。理論からやるかって理
論をやったけど、それが津波研究の始まりです。そういっ
たところが海岸研究室もいざ津波をやるといって、すぐ、
鹿島の水理試験所をつくるといって、今の鹿島港ところに、
実験所を造りました。
それで津波をやっていて、中央大に移ったのは昭和41年

です。そのころ昭和43年に十勝沖地震津波が起きて、堤防
が100パーセント働いたから、堤防、津波なんか研究する

のは終わった、研究する必要はないというわけです。だけ
ど、あのおばあさんが「昭和や明治の津波に比べたら、こ
んなもん津波って言えませんよ」って言ったのを、これが
頭にあったわけだから研究を続けました。そうしたら、あ
る日、話がありました。「おまえのあの論文が土木学会奨
励賞の受賞作品の候補論文で、最後の審査に残った。もう
１人の人と、２人で競争になった。最後の審査にその論文
が候補なっているから別刷りを35部よこせ」。「おまえ知ら
んかもしれんけど、吉川さんが応募した」って。津波研究
を削れといった吉川さんが言い出して、俺が何をするかっ
て見ていて応募してくれていたのです。それで、奨励賞を
もらったのだと知りました。遠くにいる大先生が「ああ、
価値がある論文だ」と。それでやる気になりました。
そのころ、やっと計算機が出始めた。計算機で何かやろ

うと思ったけど、始めたころは計算機代の方が、水理実験
をやる費用より高かった。そうこうしているうちに、後藤※２

君が来たんだよ。全然大学に出て来ない。後で後藤君に聞
いたら、防衛大卒業して、俺の話を聞いたら、さっぱり分
からない。これはいかんといって、初めから自分でやり直
そうと思って、その３、４カ月は、４、５、６、７、８か、
その間、自分で全部やり直して、で、「９月に出てきて話
を聞いたら、やっと分かるようになりましたから、これか
らやります」と言っていました。どうせやるなら、数値計
算をやろうということになりました。
1968年の十勝沖から1983年に日本海中部地震が起きるま

での15年間は、津波の研究費は、ものすごく少なかった。
もう津波対策なんかいいだろうっていうことで。そのころ
は、私と梶浦さんと岩崎さんと２、３人が集まったぐらい
で、年間30万ぐらいの金を分け合っていました。アメリカ
はもっとひどい。もう、津波の金はNOAAの予報だけ。やっ
ぱり我々がやって人をつないでいた。
当時は、津波の論文を出しても質問も出ない状況でした。
今の津波研究では、海岸工学の論文集の５分の１ぐらい津
波だもの。当時の状況は想像できないでしょう。
藤間　すごいものですね。
首藤　そこで、アメリカと確実に差がつきました。確実に
差がついたと同時に、マンシンハ・スマイリィの方法で初
期波形を決めるっていうのができたから。初期波形が分か
るということでやりましたから、数値計算しました。この
計算法でいったら、誤差をどうやって整理するだとか、そ
ういう条件だとかをほとんど決めたときに、日本海中部が
起きました。どんどん改造して、1987年には熱海の計算を
やって、それをアニメーションにしたんです。それを1989
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年にノヴォシビルスクの会議のときに、あのシミュレー
ションを見せました。そのシミュレーションをみんな欲し
がるようになりましたよ。1989年のノヴォシビルスクのあ
とで、日本とモロッコの共同提案で国連の総会で、1990年
代を「国際防災の10年」にするという決議が通った。それ
では津波のグループでも何か国際事業をやりましょう。日
本で開発した技術を世界各国にただで移転しましょうと
いうTIME計画を提案して、それが通った。TIME計画っ
ていうのは、Ｔは津波（Tsunami）、Ｉは浸水するという
意味（Inundate）、Ｍはモデル（Model）、Ｅは交換という
Exchangeの略です。
これには、条件が３つあった。１つはお金もうけに使う
のはだめ、２番目はそれで何か成果が出たら、TIMEプロ
ジェクトの成果であるということを、ちゃんと書くこと。
３つ目は計算をしているときに何か問題が起きたら、自分
たちだけで解決するのではなくて、東北大と一緒になって
解決しましょう。彼らが使っているときに起こしたトラブ
ル、それをどうやって解決するかというのは、我々にとっ
てもノウハウの蓄積になるから、その３つの条件を承諾し
たらプログラムを渡しましょう。それでやったんです。確
か、アメリカに一番最初、韓国、トルコだったかな、その
ぐらいで渡していって、今は確か24カ国の48機関に渡って
います。
ユ ネ ス コ のIOC（Intergovernmental Oceanographic 
Commission）っていう組織とTIMEプロジェクトをやって
いました。ユネスコで特別講演をやってくれといって、パ
リで講演しました。そうしたら、そのときに２つの事柄が
おきました。
１つは５時を過ぎても同時通訳者が１人も帰らなかっ
た。つまり、スライドとか何とかが面白かったから、帰ら
なかった。
もう１つは講演が終わったら、１人の男がパッと立ち上
がって、スペイン語で何かしゃべり出した。それはコロンビ
アかペルーの人で「おまえらのおかげで、俺はこのハザード
マップを造るができた」と言って、作ったハザードマップを
持ってきていた。男は「これで、この町は何かあったときに
助かる。これはもう本当に日本人のおかげだ」といってまし
た。これで、やっただけの価値があったなと思いました。

津波研究者への提言

司会　今後の若手研究者に伝えたいことは何ですか。
首藤　コンピューターを信ずるなと言うことです。コン

ピューターは必ず答えが出てくる。それでいいと思い込み
すぎるから。やっぱり、現場を見なきゃ駄目です。現場を
見て、そこで自分の考えを発見するというぐらいまで見な
ければ駄目です。コンピューターで出てきて信用していい
のは、せいぜい２けただと思う。それを４けたぐらい細か
く計算して出す。それで、自分の思考の幅を狭めているん
じゃないかな。だから、コンピューターをやる人は、現地
観測と一緒にやっていくとか、水理実験と一緒にやるとか、
両方やらないとだめですね。まず使った方程式ということ
で、制限を受けている。使った方程式が本当に自然を完璧
に表しているっていう保証はない。しかも、その方程式を
そのまま、そこに当てて、いろんな仮定の下に省略して解
いている。その省略された現象は何かと言うことは分から
ないで、コンピューターを使っている。コンピューターに
出てくるものが本物だと思い込んでいる。
橋は30年ごとに落ちるといわれている、要するに大きな

新しいタイプの橋を造ろうとする。そうすると理論を開発
する。そのときに、全ての外力を取り込むわけにいかない
から、ある程度大きな主要な外力を取り込んで造る。開発
した人は、「俺はこの外力をネグレクトしているんだ」と
いう意識があるから、理論で必要なもの以外にいろんな余
裕でいろんなものを付ける。その苦労を見ていたお弟子さ
んたちは、理論には必要ないが、先生はやっぱりこういう
のを付ける間に苦労していたなといって付ける。ところが、
その苦労を知らない人、その理論でできた見事な橋を見た
人は、「あ、あの理論を使うとこうなる」と。で、理論で
やると、そのうちに、ちょっとしたものを付けておくとい
う制限を乗り越える。だから、橋が壊れる。
霞ヶ関ビル。あれは、初めて揺れに対応しているといっ

て造ったけど。設計者が落成式の日にものすごく面白い行
動に出たという話です。大先生がビルに体当たりする。開
発するときに先生とディスカッションした人が「揺れでし
のぐということはできても、そのおかげでいつも揺れてい
て、中で仕事ができないような船揺れみたいな揺れがある
のじゃないか」と。それが心配で、ああしている。お弟子
さんたちは分かっていた。ほかの人はみんな、施工業者さ
ん含め「いくら揺れるからって、そんなことはないでしょ
う」って笑って言った。しかし、そういうものだって30年
ぐらいすると、世代が代わって、つながらなくなってしま
う。
だから、そういうことをきちんと考えたら、津波のとき

に、ものが流されて、射流という現象が大きな力を発揮し
ましたとかいうことになる。自由表面を持った流れである
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のに、ドライビングフォースがなくなった途端に、すぐジャ
ンプして常流に戻ることはわかっている。射流が長く続く
はずがない。それは下り坂があるときは、ちゃんと重力が
引っ張ってくれるから、射流は続くけど、なくなった途端
にちゃんとジャンプする。そういう状態をいくら津波が段
波になったからといって、この先端に長く続くはずがない。
そうすると、またマスコミが飛びついて、新聞記者が飛び
ついて、何人かが射流があったとかなんとか、大きな声で
２人も３人もそれに追随して。自分の頭で考えればすぐわ
かる。そういう射流の状態、本当に多発するものですか。
そんな状況を見るんだったら、水理実験だって見ることが
できる。一言でいうなら、コンピューターを信用するな。
だけど、コンピューターは使いなさい。現場を見て。現場
を見るときに、みんな、今度の高いデータを測ろうと一生
懸命見る。それはそれでひとつ価値はある。だけど、ちょっ
とおさまったら、どんな形で被害が起きたのか、それが津
波のどんなものと関係しているんだろうかっていうのを見
るような目で見ていったら、もっと成果があったはずです。
藤間　僕は委員会とかの数が多過ぎて、なかなかおさまっ
た後、現場に行っている時間がありませんでした。
コンピューターを信じるなというのは、省略しているか

らということとは逆に、他分野というか、海岸工学じゃな
い人が、N‒S方程式※３を用いて解いているからいいでしょ
うということが多い。
でも、N‒S方程式で解いたからって、どうなるものでも

ないでしょう。でも、彼らはそれで解いているなら、文句
はないでしょうという感覚以上のものはないですね。
首藤　計算は誰でもできるようになった。だから、その誤
差をおさめる条件として、どういうことを考えて、メッシュ
サイズを決めているとか、そういうことをきちんと書いて
くる報告書は信用している。それと同時に、例えば国がや
るから県はやる必要がないとか、県がやってくれるんだか
ら市町村はやる必要がないとかいうのがあるけど、やれる
んなら、どこでもやりなさい。答えが合わなくたってかま
わん。答えの違うものが出てきたら、考えるデータが増え
たと思えばいいのです。
それからもう１つは、要するに計算したときの途中の数

字データも全部納入しなさい。場合によってはそれでアニ
メーションを作って、住民の説明のときには非常に役に立
つものができるかもしれない。田老だって「明治津波が来
たら困りますよ。こうやって乗り越えられますよ。もし、
堤防が壊れなかったら、今度は６ｍぐらいの水深の大海水
プールができますよ。だけど、堤防はこうやってひび割れ
ていますから、だから今度は壊れるでしょう。」と説明し
ながらアニメーションを見せてきた。人は、やっぱり危な
いから何かあったら、避難訓練をちゃんとしようとか考え
ます。
司会　新聞情報ですけど、そのアニメーションを見ていた
ので、逃げましたっていう方がおられたようです。
藤間先生、最後に津波研究を未来に引き継いでいく立場

としてのお考えをお聞かせいただけますか。
藤間　津波研究の方向性みたいなところでいうと、細かく
はいっぱいあると思います。やらなければいけないことは。
津波の数値計算ひとつ取っても、現在では、細かい格子を
使って計算するようになったので、徐々にそれが顕在化し
だしています。昔は気にする必要はなかったようなところ
だけど、今は細かく計算できるようになったので、実はそ
れに適応できなくなっているところがいくつかある。そう
いう新しいデータにマッチしたようなものに、どんどん変
えていかないといけないということがひとつ。
あと、研究の使い方ということで、防災に生かすのにど

ういう使い方をするのかというのが大事な視点で、研究と
しての最先端と、本当に役に立つものって、どっか違うと
ころがあると思います。最先端の研究は最先端で必要です
けど、でもやっぱり現場にどんどん使うようなところに、
研究の成果を持ってくる努力というのは必要ですが、この
努力がちょっと欠けていたかなというふうな反省がありま
す。これからは、もっとどんどん最先端は伸ばしていくこ
とと、どんどん防災の現場のところに結びつけて、ダイレ
クトにそれがつながっていくような格好にする。そういう
ふうにやって再構築していきたいなと思っています。うま
くできるかどうかは分かりませんが。
司会　本日は、長時間にわたり、どうもありがとうござい
ました。

（注）　※1：片田 敏孝［群馬大学大学院工学研究科社会環境デザイン工学専攻 教授］
　　　※2：後藤 智明（故人）［1998～2001年 東海大学工学部 教授］
　　　※3：ナビエ─ストークス方程式
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復旧と復興

日本は程度の差はなく、どこでも災害は避けられない、だ
からこそ、火山国で温泉もあるということです。そして、漁
業資源に恵まれている。一方で恵まれながら安全であると
いうことは、これは無理なわけです。どこかでリスクを考え
ながら生きていくという、リスクの度合いの問題です。それ
はその地域、また国全体の経済状況と、これからの成長あ
るいはどうなるかということを考えながら、どこかで自然な
バランスがあるだろうと思っております。とはいいながらも、
日本は決して豊かな国ではなかったわけで、しかも世界中で
欧米列強のような植民地を持って、そこの富を収奪するとい
うことは日本はしておりません。ごくわずか短期間だけ植民
地は持っておりましたが、むしろ台湾を豊かにしていったと
か、そういう国でした。実際は、国内の社会資本整備はか
なりレベルが悪かったというのが事実です。明治のときもコ
レラ対策とか含めて、まだその時代でした。ですから、どう
しても災害で都市が破壊された場合に、以前よりは何とか

はじめに

越澤でございます。本日はこのようなシンポジウムにお招
きいただきまして、ありがとうございました。経歴にもあり
ますが、私は国土交通省の都市行政と住宅行政に関わりが
深く、農林水産省や水産庁とのお付き合いは全くございま
せんでした。今回はご縁があり、６月に研究所から「現地
へ行くので、同行しませんか」との誘いがあり、普段、私と
しては行きにくい漁業地域を見させていただいて、大変勉
強になりました。そのとき、私なりに頭の中で考えていたこ
とと、それほど大きな乖離はなかったという感じがしました。
当時、議論されていた復興・復旧のいろいろな議論について、
私は違和感を持っていましたので、現地を見させていただ
いて、それほど私の考えたことが外れていなかったなと。ま
た、気仙沼市の菅原市長さんとも面会させていただいたとき、
名刺に「海がある限り、気仙沼は不滅」と書かれておりまし
た。これは「海がある限り、三陸は不滅」ということであり、
私は意を強くしました。

特集02 基調講演
「漁業地域の復旧・復興を考える」

シンポジウムより
平成23年12月2日に当研究所主催による「漁業地域の復旧・復興を考える ～復旧・復興のあるべき姿とは～」と題したシ

ンポジウムより、都市計画や復興計画に関する研究の第一人者である越澤先生と、東日本大震災の被災地である気仙沼市の

佐藤監理官による講演の要旨を紹介します。（シンポジウムの詳細はP28～35参照）

過去の災害復興の教訓を生かした
漁業地域の復旧・復興

越澤 明　■北海道大学大学院工学研究院 教授
1952年生まれ。1976年東京大学工学部都市工学科卒業。1978年、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士課程修了。1982年、東
京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程修了。神奈川県庁などを経て、1998年より現職。専門は都市計画、都市政策、住宅政策。

1989年に後藤新平の帝都復興計画原図を66年ぶりに発見し、東京の都市計画、震災・大火など大災害の復興計画に関する研究の第一人者である。日本
都市計画学会、土木学会、環境情報科学センターなど受賞多数。2001年～2011年、国土交通省の社会資本整備審議会委員、2005年より住宅宅地分科会長、
都市計画・歴史的風土分科会長などに就任し、国の住宅政策、都市計画、古都保存行政に関する審議会の長を務め、都市再生特別措置法、景観法、歴史
まちづくり法、高齢者住まい法などの制定に関わる。
主な著書等
『東京の都市計画』（岩波新書1991年）、『東京都市計画物語』（日本経済評論社1991年、ちくま学芸文庫2001年）は20年前の出版以来、東京の都市形成・帝
都復興・まちづくりの歴史、後藤新平研究に関する基本図書として、今なお広く読み続けられている。2011年11月に、『後藤新平 大震災と帝都復興』（ちくま
新書2011年）を出版。『大災害と復旧・復興計画』（岩波書店2012年3月刊行）。

プロ
フィール
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よくしようということで取り組みが行われてきました。特に
関東大震災のときには、復旧と復興を明確に分けましたが、
実はこの境目というのはあまり厳密に考えなくてもいいこと
であります。復旧であっても、当然ながら以前よりはレベル
を上げています。関東大震災の場合には、江戸時代の城下
町をどうしても変えなきゃいけないという、明治政府が長年
できていなかったことをどうしてもやらなきゃいけないと言
いたくて「復旧ではなく復興を」という言い方をした訳です。
それから、もう１つは日本政府は敗戦後、「戦災復興」と

いう言葉を使いました。これはアメリカ軍の爆撃で115都市
が破壊されたあと、東京以外の都市はこのときに城下町を
近代都市に変えております。仙台が典型例です。ですから、
これはやはり復興という言い方が当時は正しかったと。た
だ、現実には「復旧」という言葉。ある程度のレベルの都
市、生活ができていれば、元に戻すことで十分なわけです。
ですから、復旧することがあたかも必要な仕事をさぼってい
るかのような印象を持つようなことがあれば、それは大きな
間違いであります。災害のあと「復旧」で済むということが
実は日本の町が、日本の社会がある程度のレベルに達した
ということの証拠であります。意気込みとしての「復興」を
言うのはいいのですが、厳密には行政の施策としての「復旧」
なのか、あるいはそれ以外の「復興」をするのか、またそ
れに対応する新しい法律制度が要るのかということは、きち
んとそれは分けて考えなければいけない。要するに、ムード
として使用する言葉と、現実の政策の問題についてはきちん
と明確に分ける必要があるということは、これは政治家であ
れ、国の官僚であれ、また専門家と自ら思うのであれば、そ
ういう専門家の方々も、その点はきちんと言葉を使い分けて
いくことが必要なのであり、今回はいつの間にかある時期か
ら「復旧・復興」という、点を入れて５文字の言い方に徐々
に変わってきたと私は思っております。

後藤新平

東京について、実は多くのマスコミの方、政治家の方々は
私の『復興計画』という中公新書の本を読んで議論してい
ました。ほとんど、そうです。というのは、私の書いた文章
どおり書いているので、それが分かるのです。私は後藤新
平の文章のとおり書いていません。それから、私がちょっと
それを変えています。そのとおりでほとんど全員読んだ人が
書いていましたので、ああ、私の本を読んでいるなとすぐ分
かるのです。実はその『復興計画』という本は、過去の私
の本がありましたので、いきなり震災から始まります。４日

後に後藤新平がつくった、これは事実なのです。その前段は、
中公新書には書いていないのです、その前の岩波新書に書
いてあったので。それと今の政治家が指導力を発揮すると
いうことが勘違いされて、あたかもトップダウンで何か大き
なことを言うかのように勘違いされたという、大変その点は
私、じくじたる思いがあったのです。実は６年間、準備期
間があったのです。というのは、大正期というのは、日本の
最初の大都市が、人口100万都市ができていく時代でありま
す。東京、大阪、名古屋、京都、横浜、神戸の六大都市が
発展した中で、深刻な環境衛生問題が発生しておりました。
水道の不備、下水道はまだありません。スラムが大変多い。
工場についても排水・廃液の問題がひどいということで、当
時の開明的な官僚たち、有識者が集まりまして、内務省の
中に外郭団体、日本でも非常に歴史の古い外郭団体ですが、
都市問題を考えるという組織をつくって、そのトップに後藤
新平をいただいたと。もともと本人は、こういうことについ
ての関心と実績があった方です。
ですから、こういう議論をしていたということなのです。

この結果、内務省の都市計画ができるということでした。で
すから、関東大震災の復興は実は震災前に議論していない
ことはやっておりません。事前に議論していたことを復興計
画にしました。それを一部着手しようとして、なかなかうま
くいかないという中で、この機会にこれをやらないと、将来
に禍根を残すということで必死になって頑張ったということ
であります。そのあと、ちょうど東京市長になりますが、こ
れは本人直筆ですし、何度もそういうグループで政策議論
をしていたという、この部分が全く忘れ去られたということ
でありますので、今回、私自身はやはり事前に議論していた
ことは、当然実行のためにいろいろやって議論していいとは
思いますが、あたかも突如降ってくるような議論というのは、
これはやはり、ともかく特にこの大災害のあとの大変な時期
にやることは控えるべきだと。これはどんな政策でもそうだ
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と思います。そういうことだと、私は思っています。

三陸地域

まずはともかく、この三陸地域は明治の津波、それから昭
和の津波とチリ地震、それで今回４度目です。その中で、な
おかつこの地域を再建してきた方々が住んでいるわけです
から、現地のことは分かっているわけです。ただ、確かにそ
れよりも規模の大きい津波が来たかもしれませんが、現地を
どうするかについては、まず地域できちんと考えていただい
て。ただ、そのやりたいことが現在の国の財政事情で許す
のかどうかと、法律制度の中にそれがあるのかどうかという
ことは別で冷静に議論すればいいということで、私は考えて
おります。それは戦災復興を含めて少しでも勉強すれば分
かることなのです。
ましてや、2000年に地方分権をしておりますので、ともか

く今回は確かに被害が甚大で、首長さんも亡くなられ、大変
な自治体が多いことは事実ですが、分権した以上はともかく
苦しくても地元の首長さんと、それから地方議会の議員さん
が頑張るべきです。そういえば、地方議会の議員さんの声
が今回非常に希薄ですね。これはおかしいと思っています。
それと地元は、農業をやっている宮城県の地は別として、三
陸は水産業ですから、基本的には地方議員と水産業界の方々
がもっと声を上げて、私は声が小さすぎたと。これはぜひ、
そういう関係の方はここに多いと思いますので、もっと声を
出すべきなのに、なぜこんなに小さいのですかというのが不
思議でしょうがないというのが、大変私は疑問に思っていた
次第でございます。地方自治制度からも市町村が責任を持っ
て、提案をしなければいけないという責務があるわけです。

浸水市街地をどう使うのか

阪神・淡路大震災の後に実は東京と大阪の密集市街地で
大変防災上危ないと、どうしたらいいのだということで、新
しい制度が１個できました。これは東京の区や大阪の市、兵
庫県の市という自治体で、工場跡地を買ったりして、そう
いう場所に公園をつくるというのは到底無理ですというのが
実態だったのです。お金の問題と技術職員がいないのです。
手を出せない。用地交渉をやるノウハウがないというのが残
念ながら実態なのです。では、どうしようかということで、
当時できた制度が、今まで工場が外に出ると単にデベロッ
パーが買ってマンションができるだけというのを指をくわえ
て見ていましたので、これはまずいということで、行政が買

えるようにしましょうと。ただし、自分は買えない。代わり
に都市再生機構の出番です。国がいったん買って肩代わり
です。住宅部分は造成した後、今度は民間に売るわけです。
基盤整備をちゃんとやった上で売る。公園は市町村に売りま
すが、長期分譲です。ですから、自治体の負担をできる限
り軽減する。ただ、この事業に伴ういろいろな仕事の経費は、
実際は国と機構が相当みているのですが、みそは、あくまで
自治体の公園で、本当に使うのですよねと。
使えない土地を公園にするという三陸で今起きているか

のような議論は、大きな間違いです。私は長年、公園行政
の審議会の会長でしたので、今の三陸の復興公園の考え方
は全部間違いですね、はっきり言うと。公園はあくまで使う
ための公園なのです。使わない場所は荒れ地にするのです
か、どうするのですかという話をしないといけないというこ
とで、大変その点では私は危機感を持っています。公園と
いうのは、実は維持管理にものすごく金がかかるのです。そ
のことをよく三陸の方々は認識してほしいなと。たまたま、
ある自治体、つい先週に訪問したときに、分かってしまうか
もしれませんが。その方と「本気で被災した市街地を全部
公園にするのですか。公園といったら、金がかかるのですよ。
維持管理も防災問題もかかるのですよ」と。「いや、当所は
運動公園以外に公園がなかったので」と。本当ですかねと、
私は大変疑問に思いました。公園は荒れ地ではないというこ
とで、その辺はきちんと考えてほしい。
市街地の被災した部分、浸水市街地は少なくとも１階２

階については人は住まずに、３階に介護の相談拠点を置い
て、４階以上に住むというような民間住宅の民間の敷地を
使って、そこの立派な建築物に補助金を出すというやり方を
した方が、よほど良いと思っています。都心居住になります

特集02
基調講演「漁業地域の復旧・復興を考える」シンポジウムより
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し、都心居住が復活すれば、また商店も戻ってくる。その
辺の政策がどうもちぐはぐしているなということです。
こういう動きが待ったなしで出てきたのです。これは潮谷
さんという熊本県の前知事さんですが、自分の意志で、ま
だ国土交通省の住宅局の制度がなかった時代に、県営住宅
建て替えのときに必ず１階にぜひ介護福祉を入れてほしい
と。知事さんの命令で国交省は頭を抱えたのですが、法律
にないのです。ないけれども、やはり要るということで、何
とか法律を読み切ってやったのですが、これを今回高齢者
住まい法の法律改正で、大々的に進めようとしています。し
かもここは開放型で、地域に見えるようにしている。子育て
と介護のセットです。それでさびれた商店街も、お年寄りが
大体お客さんになってくれるわけです。こういう古びた家屋
の建て替えの際に、真ん中に介護施設を入れる。大変きれ
いで快適な施設です。今回情けないのは、おととい、政府
の工程表、つまり手順が発表された。特に朝日新聞を見る
と、住宅はまだ何も見えずと。一番必要な住宅が出ていな
いのです。住むのが全部基本ですから、仕事をするにせよ、
何にせよ。これはどう見てもおかしいと私は思っております。
２階まで住まなければいいのですから、と、私は思うのです
が、暴論ですかね。仮に高台造成した場合には、今度、土
砂災害とか、山を崩して風景が崩れたと。今度、堤防を高
くすると、こんなはずではなかったという意見が必ず出ると
思います。多大な国庫支出と増税の下に、高い防潮堤を造っ
た結果、三陸の地元で「こんなはずじゃなかった」といった
ときに、どうなるのかということで、私は大変それを危惧し
ております。防潮堤・防波堤も私は現状復旧でいいと思って
います。暴論ですかね。なぜかというと、意志決定が明快
なのです。現在ある防波堤、海岸・護岸を低くするというこ
との議論はあり得ないです。現状はまず復旧しようというの
は、明らかに合意形成が取れるのです。復旧は、やらなきゃ
いけないのです。あと、どうしても必要だったら、天端をゆっ
くり、かさ上げすればいいではないですか。そういうことを
私は思うのですが、そうすると単純明快な話が出てきまして、
それで浸水想定の中でどう市街地をつくるのかと。技術的
にも、行政的にも、非常に分かりやすい話だと思うのですが、
今もってまだそれが不明解となっております。

高台移転

昭和三陸津波の高台移転といってはちょっと語弊がある
のですけれども、高地移転をしたある集落の公民館へ案内
されて、「集落の集約などを考えたことがありますか」と聞

くと、みんな、きょとんとしています。考えたことすらない
ので、なぜそんな質問が出るのか不思議だという顔をされ
ていました。それはそうだろうと。私自身は都会出身ですけ
れども理解できます。浜ごとにそこで漁をして、生活があっ
て、お寺があって、地縁血縁があるわけですから。そうい
う社会の中で、しかも水産業というのはある程度危険を伴う
仕事ですので、そこでそういう仕事をあえて選択して地域
に残っている方々ですから、集落を移動するかは、その地
域の中で解決してくれればいいと。しかも土地所有は地域
で全部分かっているわけです。ほとんどこういう場所で、例
えば中国系資本が土地を買い占めているというのはまずない
と思います。ですから、その中で土地を貸し借りとか、こう
いう条件だったら売却していいとか、こういう条件だったら
貸してもいいとか、要は地域の中で相談してもらって、まと
まったら、どんどん国交省へ申請を出しますよと。しかも造
成工事は全部地域の人たちがやると、漁村では半分土方が
できる人はいるはずです。ですから、ともかく小規模な、な
るべく造成を伴わない工事で、早期に住宅を再建するという
ことは可能だったはずなのですが、そういう方向に県が誘導
していないので、たぶんそういう意欲は抑えられているのだ
と思うのです。もっと皆さん、声を出したほうがいいと思い
ます。少ない費用で、地域にしかも造成工事の利益も全部
落ちて、地域がハッピーなのが一番いいわけです。

復興は漁業から

これまで耳障りな発言もあったかもしれません。何でもか
んでも、ともかく年内に本設の家が一棟でも増えてほしいと
いうのを繰り返し言っていたのですが、残念ながらそういう
動きが出てこなかったということです。また、私自身はどうし
ても国土交通省側の仕事を中心で今まできましたので、今回、
研究所に声を掛けていただきまして、地域の実情を初めて知
ることができました。その点は大変ありがたく思っておりま
す。ですので、逆に、どうしても復旧・復興の全体の計画が
都市中心に議論されがちなので、ぜひ声を上げてほしいので
す。もともと三陸の都市が成り立っているのは、漁業なのです。
この都市の経済的な基盤は漁村です。漁村があってこその都
市なので、つまり東京のベッドタウンとは違います。ですから、
ここにいらっしゃる方々が大いに声を出してものを言ってい
くことが、ひいては都市の復旧・復興に対しても大変大きな
支えになるということで、ぜひ、従来はあまり国土交通省系
のほうにそれほどご縁は、声を出すということはされていな
いかもしれませんが、ぜひ、されるとよろしいかと思います。
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おわりに

２時15分になりまして、予定時間どんぴしゃなのですが、
質問の時間の分を少し食い込んだかもしれませんが、終え
ると共に、ご清聴と共に、それから多少、耳障りになる発言
もしようかと思っていましたので、少しその点はご容赦いた
だきたいと思いますが、真意としては本当に現地が早期に、
暮らしと雇用と職が再建してほしいという願いからの発言で
ございます。三陸津波の昭和のときの復興の話は本日はあ
まりできませんでしたが、現在言われている高台移転とは違

います。移転先は、港が見える位置、南斜面、水が取れる
ところ、行き来しやすいところということで、主に山腹移転
です。しかも造成が容易なところ。当時の移転のやり方が、
私は今でも一番いいと思っています。ですので、そういうこ
とはあくまで私の個人的な意見ですけれども、何か今後、い
らっしゃる方々が地域でいろいろ活動されたり、また支援す
るときにちょっとでも刺激になればということで、ご清聴ど
うもありがとうございました。以上、終わりにしたいと思い
ます。

の漁港が６港、特三漁港が１港あります。東北地方太平洋
沖地震は、３月11日、金華山沖で起こりました。ここから、
次々と連動し地震が広がって言ったわけです。最初の発表
ではマグニチュード7.9でしたが、最終的には9.0、しかし、
マグニチュード9.0のわりには揺れがそんなに大きくなかっ
た。地震の被害は少なかったという地震です。恐らく、明
治の三陸タイプの津波地震といったような感でした。この
とき、私は３月の議会中で、予算委員会の最中でした。そ
こで、予算委員会をやって、大体市の幹部、それから市議
会議員が全員集まっていたところに地震が襲ってきたわけ
です。まず、宮城県沖地震が起きたというようなところが、
正直な気持ちでした。しかしながら、その揺れはあまりに
も長い。ちょうど３分ぐらい続きましたが、 ２分はほぼ身
動きが全くできないような状況でした。その中で地震があ
る程度、ちょっと揺れが小さくなった段階で、危機管理の
部屋に駆けつけ、災害対応、災害対策本部を設置というこ
とで行動に移ったわけです。電源が切れ、全く情報が入ら

はじめに

ただいま紹介いただきました気仙沼市の佐藤です。本日
は、皆さん、このようなシンポジウムにお招きいただきま
して、大変感謝しております。ここに「気仙沼市役所にお
ける津波被害との戦い」と載っておりますけれども、気仙
沼市というよりも気仙沼市民全員が、今、戦っているとい
うような状況です。そして、お話しさせていただく前に、
本日の主催者の方々、本会場にいらっしゃる皆さん、それ
から全国の皆さんに、心のこもった多くのご支援をいただ
いておりますことに関し、この場をお借りして改めて感謝
申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。
では、内容をお話しさせていただきたいと思います。気
仙沼市の概要についてです。気仙沼市は、宮城県の最北端
に位置する水産業と観光が中心の町です。被災前の人口は
74,247人ということでしたが、現在、７万を切らんとして
いるところです。漁港は一種の漁港が31港、それから二種

気仙沼市役所における津波災害との戦い

佐藤 健一　■気仙沼市 危機管理監
1953年生まれ。1976年3月東海大学海洋学部海洋土木工学科卒業。民間建設会社を経て、77年4月に気仙沼市役所奉職。産業部水産課、
建設部開発対策課、秘書広報室、総務部総務課危機管理室、総務部危機管理課を経て、本年10月から現職。

1991年3月に遠隔監視型の「潮位・津波観測システム」を自主開発（製作）・設置、水産庁「漁業地域防災対策検討委員会」委員、国土交通省「沿岸部
と背後地の連携による総合的な津波災害軽減方策検討委員会」委員、「漁業地域の減災モデリング検討委員会」委員等を歴任し、現在、国土交通省東北整
備局「東北における津波防災情報連絡協議会」委員等を務める。
水産課時代の22年間では、漁港・海岸施設等の計画・建設のハード対策を担当し、近年では危機管理面でのソフト対策、特に、住民の災害時のイメージ
づくりを中心に地域の防災力の向上を目指した施策展開を図る。震災以降、災害対策本部を中心とする災害対応に従事。

プロ
フィール
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ず、情報も一部しか出せないという状況が続きます。電気
がないものですから、これはホワイトボードに書き込んで、
それをカメラで撮っていくというようなことで記録してい
きました。
現在のところ、死者・行方不明者は1,350人を少し超し

たぐらいに下がってきています。被災世帯は9,500世帯で
全世帯の約35.7%。そして、浸水面積ですが、都市計画区
域の20パーセントを超すぐらいが浸水しています。消失は
2.48km2ですが、市街地化した産業の中心部が消失していま
す。そして、3,314の事業所が被災しました。これは、気仙
沼市の全事業所の80%を超し、気仙沼市の産業基盤は完全
に失われた状況です。漁港は、一種から特三漁港、全て全
港が地盤沈下、それから津波による流出というような状況
で、全港が被害を受けています。被災した漁船は90%を超
しますが、市内の漁船登録数に対して3,050隻ぐらいが流出・
損壊という状況です。地盤沈下は、平均70cmを少し超した
ぐらいで、余効変動で若干は戻ってきているという情報も
ありますが、１cmぐらいは戻っているかなという状況です。
ここが地震直後の災害対策本部室、普段、私たちがいる
危機管理の部屋です。停電し電気がなくなってしまったた
め、真っ暗な中で作業をせざるを得ないということでした。
市役所も孤立して外部との連絡が閉ざされ、本部機能も初
動段階では取れないというのが正直なところです。15時36
分、津波ががれきと共にやってきました。家屋、自動車が
どんどん流れてきている。まさに2004年のインド洋の津波
のバンダアチェというような状況でした。

初期の対応

このとき、我々が最初にしなければならないことは、情
報の収集、それら情報の咀嚼、判断、伝達ということです。
初動段階で入ってくるのは、携帯メールで気象庁から入っ
てくる情報と県から衛星無線で入ってくるファクスの情報
でした。しかし、県からの情報はかなり遅れて入ってくる、
一番はラジオ、メールで入ってくる情報で、それらをもとに、
住民に伝達する。伝達手段は防災行政無線、Twitter。こ
の当時、予定していた伝達手段は、防災行政無線とエリア
メール、Twitter、ホームページでしたが、電源がダウンし
たために、防災行政無線とTwitterが手段でした。これらも
時間的な限界はありましたが、これしかなかったというこ
とです。それから、津波の状況を知るための手段は、気象
庁の発表以外なかった。我々が自主的に情報を得るために
設置した津波計は、地震と共に電源がダウンし情報は全く

入りませんでした。使える資機材が停電により限られてし
まったということです。

気仙沼魚市場と火災

気仙沼漁港にある気仙沼魚市場の屋上は、高さ約11.5m
あります。この市場は人工地盤タイプで建設されており、
当初から避難を想定した建物です。しかし、干潮時であっ
たことが幸いしたということもありますが、場合によって
は市場の屋上にも津波が襲ってきたということも考えられ
ます。
そして、15時35分に火災が発生し、海面も火の海になり

ます。さらに、背後の土地も火の海に囲まれ、避難所になっ
ている一時避難場所のほとんども火に囲まれているという
状況でした。しかし、その状況が我々には分からない。ど
こで、どのような規模の火災が、どういう方々が避難して
いるかなどの情報は全く入りませんでした。入手できた情
報は、市場の屋上いる職員から約1,000人が避難しているが、
前も後ろも火の海、何とか助けてほしいと、そういう情報
です。しかし、我々は助けに行けなかった。非常にじくじ
たる思いをしておりました。そして、火災が拡大するにと
もない、消防職員、消防団員が火災現場へ向かおうとしま
したが、消防車両は入れない、がれきに拒まれて徒歩でも
火災現場には行けないという状況でした。倒壊家屋は少な
かったが、その後、津波が襲ってきて、陸上に打ち上げら
れた船舶によって残った家屋が倒され、また、火災によっ
て焼失しました。
火災が鎮火したのは３月25日になります。港湾にオイル

タンクがあり、貯蔵されているものは重油、軽油、灯油、
ガソリンです。23基あったタンクのうち22基が流されまし
た。第一波でタンクは簡単に流され、油が流出・拡散し、
油を含んだがれき、それから海水が陸を覆い火が付き、消
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したと思うと、また次々に火災が発生するということで、
長期間の消火活動を余儀なくされました。

震災翌日

翌日の避難所は、雪も降り寒かったものですから、ストー
ブを用意しました。しかし、現在のストーブは電気を必要
とするものです。電気を必要としないストーブがないとい
うことで、東京都目黒区と防災協定を結んでいる関係から、
目黒区にお願いをして、緊急に電気の要らないストーブを
集めていただき、届けていただきました。
気仙沼市では防災教育に取り組んでおり、その広がりを

もっていたところです。「家族を心配した子供たちが家に
戻って被災して亡くなった。」、「家族が学校に子供を迎えに
来て、連れ帰って、家族も一緒に被災した。」などの例があ
ります。子供を連れ帰る、自分は大丈夫だということで連
れ帰るわけでしょうけれども、「正常化の偏見」「共助の偏
見」というものの解消に努める、その周知に努める必要も
あるだろうと。三陸沿岸には「津波てんでんこ」という言
葉があります。特に岩手県では「津波てんでんこ」の徹底
ということで進められています。それぞれが逃げる、そして、
家族も一緒に逃げているとの思いを共有し多くの人が助か
るというような考え方を、徹底した形で進める必要がある
だろうと。その場合、正しい災害のイメージを持って避難
につなげていくことを痛感しているところです。
14時46分の発災、津波については50分ぐらいに警報が

出され、そのあと本吉地区で15時を少し過ぎたときに、引
き波を観測というような情報が入ってきています。その中
で最初に我々が行ったことは、避難の放送と同時に自衛隊
への派遣要請をしております。県を通じてですが、県と同
時に気仙沼市を管轄する陸上自衛隊に派遣要請したのです
が、結果的には22普通科連隊が多賀城にあり被災している
のですが、15時17分には出発準備ができ、「今から出発しま
す」という連絡をいただいています。そして、21時すぎには、
陸上自衛隊がやってきて救出活動の準備に入ったのです。

津波計

そして、気仙沼市で用意している目となり、耳となる津
波計ですが、３カ所ありました。前述のとおり、電源も失い、
情報ラインが寸断され情報は入りませんでした。12月中か
らNPOの協力を得て復旧を予定しています。さらに、設置
箇所を５ヵ所に増やし、電源はソーラー、情報は衛星通信

という形で復旧させる予定です。
当日の津波計のデータをどうにか取り出して見てみると、
湾奥で46分位からデータに変化があります。その30数分前
からは湾口でもデータに変化が見られます。湾奥では15時
を少し過ぎたときから、引き波を観測し始めています。また、
沖合に国交省が沖合津波計。気仙沼沖20kmのところに国
交省が沖合津波計を設置しており、即時浸水予測システム
と言う津波防災支援システムを開発途中でした。試験運用
はしていましたが、このデータがもし入っていれば、この
データも情報ラインの寸断で入らなかったことにはなるの
ですが、この情報がもし得られていれば、恐らく避難の伝
え方は違っていただろうと考えております。これまでのデー
タの蓄積から、沖合津波計の記録の４～５倍くらいの値が
気仙沼地域の最大の津波高、遡上高も含めてということに
なります。後の解析から約６mの高さになっていますが、
そうしますと24～30m位の津波だったということが、この
観測データから分かれば、これをもっての避難ということ
も可能であったと考えています。

避難ビル

気仙沼市は15カ所の避難ビルを設定していますが、約
3,000名が避難ビルによって助かっています。一方、湾の入
り口に、地区の方々と一緒に決めました避難高台があり、
ここに逃げられた方が被災しています。ここの高さ約15m
の場所ですが、ここを襲った津波は約17mでした。さらに、
明治や昭和の津波にも残った箇所も高台としては不足の高
さであった。また、高所移転集落も今回の津波では被災し
ている。ここにある一時避難ビルとなっている宮城県立向
洋高校では、４階まで津波が入っています。屋上にも49名
ほど避難していましたが、その人たちの話では「この建物
よりも高い津波が来た。しかし、ちょうど建物の前で分か
れてくれた。それで私たちは助かった」という話を聞いて
おります。

海底地形の変化

我々が震災後に最初に行った仕事を紹介させていただき
ます。気仙沼港、気仙沼漁港が利用できるか海底の状況を
調査しました。震災前に最も深いところ、ここが大きく変
化しているのですが、－9.5mの海底であったところが、震
災後には－19mになっています。約10m深くなっている。
そして、漁港の岸壁や桟橋も約３m深くなっている。非常
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に不安定な状態で、そのまま地盤沈下に併せた嵩上げは難
しい状況です。また、湾の入り口では、砂連、砂ではない
かもしれませんが、砂連が見られます。高さ１～1.8m、周
期約12～20mの凹凸です。津波によるこのような現象の報
告というのは今回が初めてかと思います。

BCP

我々は地域防災計画（BCP）を策定していました。しかし、
今回、BCPは機能しませんでした。機能しなかった理由は
多々ありますが、やはり、周知・訓練というものがなされ
ていなかったことと思っています。地域防災計画（BCP）は、
ある想定をもとにしたリスクマネジメントという観点で策
定されます。しかし、ある程度、別な観点を含めて考える「ク
ライシス」という部分のマネジメントも必要ということが、
今回のことで一番大きな課題であると。そして、これは震
災前から行っていたのですが、クライシスに近づけようと
いう努力のひとつと我々は考えていますが、過去の津波の
痕跡を探して、その頻度や確率的なもの、それから規模を
想定できないかということで、堆積物をボーリングしなが
ら、いろいろ調べていました。ここでいきますと、約3,500
～3,600年前、約4,900年、約5,400年前、津波の痕跡を見つ
けることができました、三陸では貞観地震の話があります。
金華山以北で貞観地震の痕跡が見つかっているのは、大槌
の海底の堆積物からだけです。他はありませんでした。こ
れから、500～600年間隔で津波が起きているということが
分かってきています。また、今回の津波により護岸が崩壊
し、背後が露出したところから津波の堆積層が6層ぐらい見
られると言う新聞報道があり、我々も行って探したのです
が、上部の２層は見つけることはできず、慶長・貞観に相
当するものは見つかりませんでした。

アウトライズ地震

今、我々が進めていまして、市民に呼びかけているのは、
アウトライズ地震の危険性です。これにつきましては、今
回のあまりにも大きい断層のずれのために、その沖合のア
ウトライズ地震の発生が非常に危惧されているということ
で、これを市民に呼びかける。それが起きるとどうなのだ
という話で、いろいろシミュレーションもしていただいて
います。これが起きた場合ですが、地震発生後の時間40分
ぐらいで、気仙沼の先端のところに津波が到達いたします。
そして、これは現在地盤が75センチ下がったという条件で、

護岸もない、防護するものもないという条件で浸水はどう
なのだというものを出しています。このような、同じよう
な形で津波がやってくる。津波の規模とすれば、昭和8年の
三陸津波の状況に非常に近いかと思います。

おわりに

防災教育に取り組んできた学校においても震災当日、卒
業式の前日ということで午前中に卒業生は帰りました。帰っ
た子供たちの３人がなくなりました。１人は家族を助けに
行ってということです。やはり、「津波てんでんこ」の徹底、
共助というものをきちんと伝えていかなければならないと
思います。
そして、今、このような生活の中で、一昨日、発表にな

りました河北新報の詩のコンクール、“こころのうた” で特
別賞というか、特選をいただきました子供さんの詩です。
いろいろな「ありがとう」です。市民の気持ちがみんな、
この「ありがとう」です。初動段階から今もですが、いろ
いろ関係する機関の方が遺体捜索を続けてきていただいて
います。その中で、このお子さんは「おじいちゃんを見つ
けてくれてありがとう」と。「さよならすることができまし
た」、こういう人たちが地域には非常に多いということで、
皆さんに最後に感謝しまして、お話を終わらせていただき
たいと思います。

※基調講演の要旨は、基調講演の中から一部を抜粋し、要約したも
のであり、基調講演すべてを要約したものではありません。基調
講演の全内容は、当研究所のホームページ（http://www.jifi c.
or.jp）に掲載しております。

（編集担当：第１調査研究部　林 浩志）
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01 第 1調査研究部

BCPを策定し運用する目的は、緊急時においても事業
を継続できるように準備しておくことで、信用、雇用、
地域経済の3つを守ることにあります。
そして、その特徴は、①優先して継続・復旧すべき中
核事業を特定する、②緊急時における中核事業の目標復
旧時間を定めておく、③緊急時に提供できるサービスの
レベルについて顧客と予め協議しておく、④事業拠点や
生産設備、仕入品調達等の代替策を用意しておく、⑤
全ての従業員と事業継続についてコミュニケーションを
図っておくことです。
企業が大地震などの緊急事態に遭遇すると操業率が大

きく落ち、何も備えを行っていない企業では、事業の復
旧が大きく遅れて事業の縮小を余儀なくされたり、復旧
できずに廃業に追い込まれたりする恐れがあります。一
方、BCPを導入している企業は、緊急時でも中核事業を
維持・早期復旧することができます。

水産物生産・流通拠点でのBCP

一般的なBCPについては、前述したとおりですが、こ
れらを水産物の生産・流通拠点漁港での事業継続計画と

はじめに

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と
大津波は、これら沿岸に位置する漁業地域においては、
漁船の流出や損壊、養殖施設等の流出や損壊、岸壁の沈
下や倒壊、そして、荷捌き所・市場、製氷・貯氷、冷凍・
冷蔵、水産加工等の施設が一瞬のうちに壊滅し、水産物
の生産・流通機能が完全に停止しました。現在では、仮
設テントや冷凍・冷蔵コンテナ等の利用により漁業活動
の一部が再開されたところもありますが、そのほとんど
が鮮魚中心で本格的な復旧には程遠い状況です。
これまで「水産物産地市場の減災計画策定マニュアル」

（平成22年度3月 水産庁漁港漁場整備部）（以下、マニュ
アルという。）では、産地市場の機能として、水産物流
通の面から被害の最小化を図り、水産物の生産・流通業
務の継続性を確保する（業務継続計画：BCP Business 
Continuity Plan）考え方は示されてはいました。しかし、
東日本大震災が未曾有の大地震であったことを踏まえて
も生産・流通拠点漁港においてBCPの考え方が浸透して
いたとは言い難い状況です。
このようなことから、東日本大震災の被災状況と復旧
へ向けた問題点・課題を整理するとともに、これまでの
マニュアルを踏まえ、水産物の生産・流通拠点漁港で
のBCPの策定のあり方について検討を行っておりますの
で、ここに、その考え方の一部を紹介します。

事業継続計画（BCP）とは
　
BCPとは、企業が自然災害、大火災などの緊急事態に
遭遇した場合に、事業資産の損害を最小限にとどめ、中
核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするため
に、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続の
ための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

じじじじじめにめにめにめにめにめにめに

続続続計画計画計画計画計画計画画（B（BB（B（B（B（（（ CPCPCPCPPCPCP）と））と）と）と）と）と）と）） はははははは

産産産 流通流通流通流通流通流通流通通通通拠点拠点拠点拠点拠拠点拠点拠点点でのでのでのでのでのでのでので BCBCBCBCBCBCBCPPPP

▲図1：BCPの概念図
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して整理すると、その目的は、①消費者への安全・安心
な水産物供給を守る、②生産から加工・流通まで携わる
人々の雇用を守る、③地域経済の活力を守ることとなり
ます。そして、具体的な策定と運用については、以下の
とおりです。
⑴中核事業、重要業務、資源
まず始めに、中核事業を特定することとなります。こ

こで、漁港における「中核事業」とは、「生産から加工・
流通まで係わる企業の存続に関わる最も重要性（または
緊急性）の高い漁業」と捉えることができます。しかし、
漁業は季節に応じて漁獲される魚種が異なることから、
それぞれの季節ごとに重要と思われる漁業をいくつかあ
げて、その中で様々な要素から、優先順位を付けていく
こととなります。
次に、これらの漁業に営むために必要な業務（油、水、
氷、餌等の提供）、陸揚げから出荷までの作業、支払い
や決済といった中核事業に付随する業務を把握すること
となります。この業務のことを「重要業務」と呼びます。
そして、これら中核事業及び重要業務を継続するため

に必要な資源（人、物、金、情報等）には何があります
整理します。これらの資源は「ボトルネック資源」と呼
ばれます。
また、中核事業を復旧させるまでの目安となる目標復
旧時間も決めておく必要があります。目標復旧時間を決
めるにあたっては、前述したとおり、漁業は季節に応じ
て主要となる魚種が異なることから、それらを踏まえた
決定が必要となります。さらに、関連企業との「中核事
業に関わる取引先と事前に調整して決める」、もしくは
「中核事業の停止による収入途絶等の損害に、あなたの
会社が耐えられる期間にもとづいて決める」を考慮する
必要があります。
⑵BCPの準備、事前対策
中核事業を継続・復旧させるために、準備と事前対策

も必要となります。具体的には、「緊急事態発生時に中

核事業に必要な資源をどのように確保するか」、「災害等
が発生しても大きな被害を受けないように、大きな影響
を与える災害及び資源に対して事前の対策を行う」です。
前者については、事業継続のための代替策を検討してお
くこと、後者については「ソフトウェア対策」と「ハー
ドウェア対策」となります。
⑶BCPの発動
そして、それを、いつ（BCP 発動基準）、どのような
体制（BCP 発動時の体制）で行うか明確にします。また、
これら事業継続に関連する情報は整理し、文書化してお
きます。
以上が基礎的なBCPの策定にあたっての概要です。

おわりに

東日本大震災では、荷捌き所・市場が壊滅し、水・氷
等の供給ができず流通機能がストップしてしまいまし
た。このような状況の中、カツオやサケの漁期を目標と
して仮設テントや冷凍冷蔵コンテナ等を利用した応急復
旧が図られているところもあります。さらに、これらの
復旧過程を整理し、より良い生産・流通拠点漁港での
BCPの策定の考え方を検討しております。これらがまと
まりましたら、また、ご報告いたします。

（第1調査研究部　林 浩志）

わわわわわわりにりにりにりにりにりにりに

▲図2：BCPの目的

▲図3：
　代替を必要とする資源

▲

代替としての
　冷凍冷蔵コンテナ
　（志津川漁港）

▲図4：事前対策

A情報の拠点となる場所
B被災した重要施設・
　設備
C臨時従業員（「被災生
活支援」と「事業復旧」
D資金
E通信手段・各種インフ
ラ（電気、ガス、水道等）
F情報類（バックアップ
の方針）

ソフトウェア対策
A避難計画の作成
B従業員連絡リストの作成
C従業員の防災教育の実施…

ハードウェア対策
A施設の耐震化、耐津波化
B電気機器や設備等の
　 浸水対策
C防災用具の購入…
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資することを目的に、平成22年度より湧昇流漁場整備
の造成を実施されています（図1）。
湧昇流漁場（マウンド礁）整備の目的は、底層の水
塊を上昇させ、プランクトンを発生させて浮魚の増殖
を図ることで、五島西方沖においては水深約150ｍに漁
場を整備しています（図2）。
湧昇流漁場（マウンド礁）を整備することにより、
以下の効果を期待しております（図3）。

⑴保護育成効果：評価対象魚種
①資源増大効果

湧昇流による基礎生産量の増加に伴い保護水域
内で増加した資源（魚体重増加効果）は、将来的
に不特定海域（以降、系外）で漁獲される。
②保護水域設定による資源保護効果

保護水域に蝟集している魚類は、滞留期間中は
漁獲圧がかからず保護され、水産資源を効果的に
保護する効果となる。

はじめに

本稿では、第2調査研究部のトピックの紹介というこ
とで、水産庁直轄の漁場整備として実施中のフロンティ
ア漁場整備事業の推進に向けた調査研究について紹介
いたします。
前回の研報（No.30）にて、日本海西部におけるアカ

ガレイ・ズワイガニを対象とした漁場整備事業（H19
～26）について紹介しました。今回は、もう一つのフ
ロンティア漁場整備事業である「五島西方沖における
マアジ・マサバ等を対象とした漁場整備事業（H22～
26）」の取組について紹介いたします。

五島西方沖海域における取り組み

五島西方沖の排他的経済水域においては、マアジ・
マサバ等の資源の回復を促進し、その生産力を向上さ
せることにより、国民への水産物の安定供給の確保に

じじじじじじめにめにめにめにめにめにめにめにめにに

沖海沖海沖海海海海域に域に域に域に域に域に域に域におけおけおけおおけおけおけおけおけおける取る取る取る取る取る取る取る取る取る取る取取 組り組り組り組組り組り組り組り組り組組みみみみみみみ

02
（（（（（（そそそそそそののののののの２２２２２２））））））

第 2調査研究部

▲図1：対象海域

▲図2：湧昇流漁場のイメージ
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⑵生産量増大効果
保護水域周辺に蝟集する魚類は漁獲され直接

的に生産量の増大に寄与する。

⑶漁業経費削減効果
保護水域周辺を漁場とすることによる天然漁

場との魚群探索経費削減分が効果となる。

⑷地域振興効果：評価対象魚種（全魚種）
保護水域周辺で漁獲された魚類が生産・流通

過程で以下の効果をもたらす。
①水産加工による増加効果
②流通付加価値効果
ここで、「①資源増大効果」については、湧昇

流により増加した植物プランクトンが図4に示
すような流れに基づき効果（便益額）が発現さ
れています。

第2調査研究部では、このような湧昇流漁場（マウン
ド礁）整備の推進に当たり、漁場適地選定のため、水
質、流況、水温・塩分について候補海域で鉛直観測調
査を実施し、地形・水深条件、流況特性、クロロフィ
ルａ濃度の条件の設定を行い、湧昇流漁場（マウンド礁）
適地選定手法の検討が行われてきました。
また、当研究所では、上述した効果の具体的な発現

状況や湧昇流漁場（マウンド礁）整備による効果範囲
を検討するため、漁獲調査、ROV調査、産卵調査、胃
内容物調査、底生生物調査、底質調査、水温分布調査、
計量魚探調査、バイオテレメトリー調査等、様々な調

査項目、調査手法を用いて検討し効果の解明のための
調査・研究を行っています。

おわりに

これまでの湧昇流漁場（マウンド礁）効果検証のた
めの現地調査は、長崎県や鹿児島県で実施している漁
場（水深65～90m程度）を対象に行ってきました。
今後、五島西方沖の湧昇流漁場（マウンド礁）整備
の進展に伴い、既往技術、新たな技術を活用した大水
深（150ｍ）での調査研究を実施し、湧昇流漁場の効果
を明らかにしていきたいと考えております。

（第2調査研究部　松本 卓也）

▲図3：湧昇流漁場（マウンド礁）整備による効果

▲図4：湧昇流による基礎生産量の増加に伴う便益

わわわわわわわりにりにりにりにりにりにりにりにりにりに
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03 総務部

はじめに

水産庁と財団法人漁港漁場漁村技術研究所の共催で、
昭和58年度から国（北海道開発局、沖縄総合事務局）都
道府県及び市町村の漁港漁場整備関係事業に従事する職
員を対象とした技術者育成研修会を毎年実施しておりま
す。

開催概要

【目 的】
この研修会は、新たな漁港漁場整備法に対応した事業制
度、地域整備計画手法、波や土に関する技術的な基礎知
識に加え、漁場整備に関する技術的な基礎知識など、遂
行上必要な知識及び技術の研修を行うことにより、技術
者の育成並びに技術水準の向上を図るとともに、漁港漁
場整備技術に関する専門的な知識を習得し、漁港漁場整
備事業の効率的かつ円滑な実施に資することを目的とし
て毎年実施しております。

【主 催】
水産庁・（財）漁港漁場漁村技術研究所

【開催日時】
平成23年9月26日（月）から9月30日（金）までの5日間

【研修場所】
国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都内）

【研修生数】
北海道開発局、都道府県及び市町村から漁港漁場整備事
業関係技術担当者62名

じじじじじじめにめにめにめにめにめにめに

催開催開催催催催催概要概要概要概要概要概要概要概要概要

▲水産庁高吉晋吾整備課長挨拶

▲受講風景
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平成23年度研究助成事業について

財団法人漁港漁場漁村技術研究所は、新しい時代
における多様な要請に対応した漁港漁場漁村の整備
等に関する調査研究及び成果の普及等の活動を行っ
ている法人であり、その研究活動の一環として、漁
港漁村地域の振興、生活環境改善、漁場の整備等に
かかる創造的な調査研究に対して助成を行っており
ます。
この研究助成は平成2年度から実施しており、平成

23年度は募集の結果、継続1件、新規6件の応募があ
りました。応募された研究内容については、審査委
員会の審査を経て、継続1件、新規1件を決定致しま
した。
また、平成23年度においては、上の研究助成事業

に加え、東日本大震災特別研究助成事業として、漁
業地域の復旧・復興に関する新規4件について審査委
員会の審査を経て、決定致しました。

平成23年度に決定した調査研究助成事業の採択研
究題目及び研究者（敬称略）は、以下のとおりです。

⒈平成22年度継続研究題目…1件（申込件数1件）
［研究題目］
海水井戸による取水手法の高度化に関する調査研究
［研究者名］
（株）アルファ水工コンサルタンツ
東京本部 技術部長　丸山 治

⒉平成23年度新規研究題目…1件（申込件数6件）
［研究題目］
漁村振興における防災と景観形成
［研究者名］
広島国際学院大学 准教授　池本 良教

⒊平成23年度東日本大震災特別研究題目…4件
［研究題目］
東日本大震災被災漁村における再生像の提示
［研究者名］
早稲田大学 教授　後藤 春彦

［研究題目］
漁港漁村災害の緊急応急復旧工事における情報化
に関する調査研究
［研究者名］
公立はこだて未来大学 名誉教授　長野 章

［研究題目］
津波避難ビルの有効性の検証
［研究者名］
防衛大学校 教授　藤間 功司

［研究題目］
震災前後における高齢漁業者の漁業継続意思の変
化と漁港漁村整備
［研究者名］
明海大学 教授　山下 東子

【講義題目】
①特別講義
②漁港漁場漁村概論（漁港漁場の調査・計画）
③波と流れの基本的性質
④構造物への波の作用
⑤漂砂対策について
⑥演習ー波の変形等
⑦水産基盤整備における環境への配慮
⑧漁場造成の設計論
⑨品質・衛生管理型漁港について

⑩漁場造成の計画論
⑪演習－漁場造成の設計
⑫水産基盤整備事業費用対効果分析について
⑬漁業地域の減災について
⑭アセットマネジメントについて
⑮施設の基礎について
⑯演習ー防波堤等の設計
⑰漁業集落排水施設等の整備手法について
　（計画から維持管理まで、ノロウイルス等について）
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はじめに

開催概要

当研究所では、水産業、漁港、津波・防災、地域づ
くりの各分野における高い見識と経験を有する大学及
び研究機関所属の有識者から構成される「漁業地域復興
支援プロジェクトチーム」を設置し、今後被災漁業地域
の復興を図っていく際に考慮されるべき視点や考え方
について提言を行いました。漁業地域の一日も早い復
興と中日本～西日本の太平洋沿岸における今後の津波
防災・減災対策の推進のため、この提言を踏まえながら、
関係者が一緒に「漁業地域の復旧・復興」を考える契機
としてシンポジウムを開催しました。

◉開催概要
テーマ：「漁業地域の復旧・復興を考える
　　　　～復旧・復興のあるべき姿とは～」
日時：平成23年12月2日（金）13：00～17：00
場所：都市センターホテル　コスモスホール
主催：（財）漁港漁場漁村技術研究所、
　　　（社）全国漁港漁場協会
後援：水産庁、内閣府

◉プログラム
■開　会
■第一部　基調講演
　①「過去の災害復興の歴史を生かした
　　　漁業地域の復旧・復興」

　②「気仙沼市役所における津波被害との戦い」
■第二部　提言報告
　「漁業地域の復旧・復興に向けて」
　（漁業地域復興支援プロジェクトチーム提言）
■第三部　パネルディスカッション
　「漁業地域の復旧・復興を考える
　～復旧・復興のあるべき姿とは～」

影山 智将　●（財）漁港漁場漁村技術研究所 理事長
本日はお忙しい中、当シンポジウムにご参加いただ
きまして、どうもありがとうございます。はじめに、
このたびの大震災で亡くなられた方々、また被災され
た方々に心よりお悔やみとお見舞い申し上げますとと
もに、このシンポジウムが被災地の復興・復旧にいく
らかでも貢献できることを切に願うものであります。
私どもは私どもと一緒に常日頃、漁業地域の調査・
研究に取り組んでくださっている、さまざまな分野の
先生方にお集まりいただき、５月に漁業地域復興支援
プロジェクトチームを立ち上げ、さる9月11日の震災半
年後を期しまして、「正しい災害リスクの認識に基づい
た生業と暮らしの構築」など、4項目からなる提言とし
て発表いたしました。「生業と暮らし」という言葉の中
には、都市部と異なり沿岸漁村においては生産・産業
と生活・住居のあり方を一体的に解決しなければ、真
の問題解決には結び付かないとの気持ちが込められて
おります。
シンポジウムに
参加した皆さまに
とりまして、漁業
地域に対する理解
を深める一助とな
り、また有意義な
ものとなりますこ
とを祈念いたしま
す。

主催者挨拶
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来賓挨拶

橋本 牧 氏　●水産庁漁港漁場整備部長
漁業や漁村を復活させるにはどのくらいのスピード感

が必要なのか。非常に時間が足りないということがある
と思いますが、この観点がひとつ。それから、現在の漁
業や漁村の状況をどう判断して、それを改善していく必
要があるのかないのかという、この2つの課題は大事な
ことだと思うのですが、これらに対するそれぞれの分析、
思いの違いがこれらの答えにつながっているのではない
かと思っています。
我々は一刻も早い現場の復興・復旧のために、現場の

実態によく即しな
がら、この2つの観
点をよくバランス
が取れてできるよ
うにということで、
肝に銘じて復旧・
復興に努めていき
たいと思っている
ところです。

① 「過去の災害復興の歴史を生かした漁業地域の復旧・
 復興」
 講師：越澤 明氏　●北海道大学大学院工学研究院 教授
② 「気仙沼市役所における津波被害との戦い」
 講師：佐藤 健一氏　●気仙沼市 危機管理監

※基調講演の内容はP14～21に掲載しています。

 「漁業地域の復旧・復興に向けて」
 （漁業地域復興支援プロジェクトチーム提言）
 中村 隆
 ●財団法人 漁港漁場漁村技術研究所 第1調査研究部 部長

 「漁業地域の復旧・復興を考える
 ～復旧・復興のあるべき姿とは～」

【座長】
 長野 章 氏 ●公立はこだて未来大学 名誉教授

【パネラー】
 合瀬 宏毅 氏 ●日本放送協会 解説主幹

 佐藤 健一 氏 ●気仙沼市 危機管理監

 藤間 功司 氏 ●防衛大学校 システム工学群 教授 
 本田 直久 氏 ●水産庁 漁港漁場整備部 防災漁村課長 
 森部 慎之助 氏 ●高知県 危機管理部 部長 

 山下 東子 氏 ●明海大学 経済学部 教授

復旧・復興に際して

長野：今回の震災を踏まえて漁業地域の復旧・復興に
際しての問題点および必要な施策、取り組み、今後津
波被害の危険性が高い地域の津波防災、災害対策の課
題および必要な施策、取り組みについて話題を提供し
ていただき、今後起こる東海・東南海・南海地震への
備えと早急に取り組むべきことは何かということを話
してもらおうと思っています。

［想定外］
藤間：3月11日の津波の規模はとにかく大きかった。縦
方向400～500km、幅200kmという大変大きなもので
す。M9なのですが、M9の地震が世界でどのくらいあっ
たかというと、20世紀の間に4回ありました。21世紀
に入ってから、2004年のスマトラ沖地震と今回の地震
で2つ目です。さて、3月11日以降、「想定外」という
言葉が有名になってしまいましたが、そもそも何が想

シンポジウムの内容

第一部 基調講演

第二部 提言報告

第三部 パネルディスカッション

1.
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定外だったのかという、一番の出発点が宮城沖はM7.5
程度の地震が向こう30年の間に99%の確率で起こるで
しょうと。1つ沖側にある小さいセグメントと連動で起
こったとしたら、M8ぐらいになるでしょうというのが、
地震調査委員会の予測だったわけです。それ以上の連
動はないという。ですから、宮城沖で津波の評価、地
震の評価をやるときに、基本はM7.5を基本にして、い
わゆる想定外を想定しようというときにもM8ぐらいま
で考えておけばいいだろうというのが、3月11日以前の
認識です。これが実際には、6個か7個程度のセグメン
トにまたがって連動して大きな地震が起きてしまった。
これがそもそもの想定外の始まりです。そして、地震
の規模です。M9という数百年から千年ぐらいに一度と
も言われるような低頻度の現象が起きたということで
す。さらに、もう1つ想定外があったと気が付かされま
した。現代社会での復興の難しさというのに、気が付
いていなかったこと。いざ被害を受けてようやく気が
付きました。それはインフラがなければ成り立たない
社会に今はなっている。もう1つ、現代がすごい高コス
ト社会だということを見落としていたと感じています。

［漁業が抱える問題］
山下：今からお話しすることについては個人的見解で
すので、その点ご承知おきいただきたいと思います。
漁業が抱える問題というのが、今回震災で顕在化し

たということです。1980年にいろいろな指標が100だっ
たと考えて、それがこの30年間でどのくらいになって
いるか、残念ながら100を超えているものはございま
せん。例えば漁業者に占める60歳以上の数は前年比で
40%以下になっています。漁業の国内生産量も30年の
間にやはり45%ぐらいまで落ち込んでいる。このよう

なに全てが右肩下がりです。それだったら復旧もある
けれども、もっといろいろ考えなければならないこと
があるのではないかとお考えになり始めた。その象徴
的な言葉が復興構想会議の五百旗頭議長の言葉かと思
います。復興しても担い手がいないようでは困る。漁
業が国際競争力を持った産業に変えていかなければな
らないとおっしゃいました。確かにそのとおりですが、
実はそれは震災を機にやることではなく、これらを知っ
ていた我々がもっと早くに取り組んでおかなければな
らなかったことです。
そして、我々、水産業界の人たちの反省についてです。

復興と復旧を今回ちょっと混同してしまったのではな
いかという点、それから産業クラスターとしての見方
の欠如。「産業クラスター」と言いますのは、魚をただ
取ってきて、そうしたらすぐに売れるかというと、そ
うではないという意味です。背後の漁業インフラがあっ
て初めて漁業が成り立っているということを、当たり
前なのですが、ここで気が付かされたことも欠如して
いたと思います。そして、責任主体の分断です。被災
地に伺うと、これは誰かがやってくれるからとか、予
算がまだ決まっていないからとか、みんな待っている
のです。誰かがやってくれるはずだという、その体制
がずっと続いて今日に至っているというところが問題
ではないかと思います。

［総合的な対策］
本田：水産庁としては、これまで、ハード・ソフトの
組み合わせた総合的な対策を行ってきました。ただ、
避難路が定められているとか、訓練している、ハザー
ドマップを作成しているということについて、半分前
後の実施ということです。これにつきましては、ガイ

▲長野 章 氏 ▲合瀬 宏毅 氏 ▲佐藤 健一 氏 ▲藤間 功司 氏
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ドラインを示して、さらにはそれのフォローアップを
具体的に地域で展開するためのマニュアル、こういっ
たものを水産庁としてつくっていて、普及に努めよう
としていた矢先の今回の被害だったのです。ですから、
中身の見直しを現在始めています。やはり先ほど言っ
たように、想定されるリスクは全部この中で踏まえた
上で、ソフト対策をどうするのかということに見直さ
れていくのだろうと考えております。
今言ったところの対応の方向としてまとめています。

今回の震災を踏まえて、減災の考え方に基づき、ハード・
ソフトの組み合わせによる災害に強い地域づくりを推
進しなければいけないということ。それから、漁港の
施設、海岸保全施設についても、津波の被害を受けて
もある程度耐えていれば、被害が軽減される効果があ
る、たとえ超えても。こういうことで粘り強い構造とい
うところも考えなければいけない。それから、地域住
民だけではなくて、就労者、来訪者も含めた安全の確
保ということで、避難路・避難施設の整備を推進。こ
れも従来の場所でいいのか、従来の高さでいいのかと、

当然こういった見直しも必要になってくるのです。そ
れから、災害発生時においても、水産物の供給の維持
が可能になるような市場前面の陸揚げ岸壁の補強とい
うものの推進。これらも含めて、在来との見直しをして、
復旧をしていくということ。それから、そういった支
援を通じて地域の取り組みの促進、最後には地域がしっ
かりと取り組んでいただくということで、そういった
地域の取り組みを促進しなければいけないのです。

［南海地震］
森部：高知県の南海地震対策について、少し説明させて
いただきたいと思います。高知県の南海地震の発生は
100～150年に1回必ず起こってきています。これは定
期的に起こっているという巨大な海溝型地震といわれ
ています。最近では昭和の南海地震、これは昭和21年
に起こった南海地震です。マグニチュード8という、南
海地震の中では小ぶりな地震でした。その前が1854年
の安政南海地震ということで、これは安政の東海・東
南海地震と32時間後で時間差発生をした地震です。そ
して1707年には宝永の地震ということで、東海・東南
海・南海地震が同時に発生したという地震が来ていま
した。これが最大の地震ではないかといわれています。
高知県では、南海地震に備える八策、坂本龍馬の「船
中八策」になぞらえまして、一から八までの方針を立て
ています。①被害想定の精度を一段と高める。②今す
ぐできること、また、抜本的な対策を2つの足で見直し
をきちんと推進していこうということです。③ハード・
ソフトを組み合わせて、二重、三重の対策を推進して
いこうと。④高台の移転とかいろいろありましたけれ
ども、やはり地域の特性を踏まえた対策を推進するこ
とが非常に重要です。同じ沿岸部でも地形や人口、年

齢構成、地域の経済
状況など、いろいろ
なことが違います。
地域特性に応じた津
波避難対策などを講
じていこうと考えて
います。⑤危機管理
部だけで南海地震対
策をしていくことは

▲本田 直久 氏 ▲森部 慎之助 氏 ▲山下 東子 氏
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非常に無理があります。全ての県の組織を挙げて、全
庁的な体制で総合的な対策を推進していこうというこ
とで取り組んでいます。⑥東日本大震災で勉強させて
いただきましたが、広域的な自治体が同時に被災を受
けることになりますと、広域的な災害にきちんと備え
て支援体制を組んでおくことが必要になります。⑦県
民の生命を最優先に考えながら、現実的な視線で対策
を推進していこうと。⑧東海・東南海・南海地震の3つ
の地震が発生すると、これはまさに国難になる、超広
域的な災害になると思っていますので、こういったこ
とについて全国に向けてきちんと発信をし、国の対応
につきましても動かしていきたいということで、政策
提言を実施していこうと、この8つの方針で今後取り組
んでいきたいと思っています。

［業務継続計画（BCP）］
佐藤：我々もいろいろな対策を取っていたつもりです
し、BCP（Business Continuity Plan）もつくっていま
した。しかしながら、BCPは今回機能しなかった、使
えなかったというのが正直なところです。これはなぜ
かというと、まず庁内的な周知が十分ではなかったこ
とと、想定外ということを話すと想定外でもすべきだ
という市民の声があります。まず、想定をはるかに超
えた災害であったために機能し得なかった。それから、
BCPに基づいた訓練をちょうど3月に行おうという矢先
でした。やはりBCPを実行力あるものにするには、訓
練をし、それを見直しする、周知も併せると。周知とい
うのは関係者への周知となりますが、そういうものが
絶対に必要だという感じでおります。震災後、今、取
り組んでいますのは防災教育で、子供たち、大人、住
民中心のものについては取り組んできたつもりですが、
やはり学校関係からもう少し広げることになると、先
生への周知や理解が必要です。現在、先生に対しての
周知ということで、11月半ばから始まりましたが、12
月中に市内の小中学校41校の全先生に対して周知、話
し合いをすることを教育委員会からお願いされて進め
ているところです。
もう1つ、今回電気がなかったため、いろいろな障

害が出ています。電源の確保というのは非常に大きい。
我々は、電源は恐らく3日ぐらいで回復するだろうと

思っていたのが、最終的には部分、部分で回復してきま
したけれども、まず今のがれきになっているところを
除いて回復したのは、5月30日までかかりました。　そ
の間、電気が全く行かない地区もあった。ということ
で、やはりある程度、最低限情報を伝える部分につい
て、それから必要なところの電源につきましては、油
も非常に困りましたから、ソーラーの電源、バッテリー
の問題もあるでしょうけれども、ソーラー化をすべき
ところも出てくるだろうということで、まずは、災害
復旧にあたりましてはソーラーを設置した防災行政無
線の復旧ということで国から認めていただいて、今そ
の設計に取りかかっているという段階です。

［復興は進んでいるか］
合瀬：東北地方の農業・漁業はどういう位置づけかと
いうと、基本的には米が主体の地域で、それから畜産、
さらにトマトなどの野菜栽培を農業ではしている。漁
業においては三陸沖という世界有数の漁業区域を抱え
ていますし、カキやワカメなどの養殖が盛んと、そう
いうところを襲った今回の津波だったのです。
そういう中で、東日本大震災復興構想会議というの
が立ち上がって、復興の基本方針を3カ月後ぐらいに出
したのです。そこに書いてあったことが、基本的には
東北地方は第1次産業にとって非常に重要なところであ
ると。この地域にとって第1次産業というのは非常に重
要なものであるということと、そこから日本全国のモ
デルとなるような取り組みを進めて、東北を新たな食
料供給基地として再生すると。つまり、復旧だけでは
なくて復興を目指してやっていこうということがいわ
れたわけです。漁業の戦略でいうと、主に3つ。いろい
ろ書かれていたのですが、ざっくり言うと、1つは協業
化による体質強化をしましょうと。6次産業化を進めて、
さらに特区制度の創設と書き込まれていました。単な
る復旧ではなく、復興を目指すと。実は漁業がかなり
いろいろな問題を抱えていまして、そういう意味では
私も関係者の1人なのかなと思います。
復興は進んでいるかということですが、私は漁業も
農業も両方とも見ていますので、今回対照的だったの
は漁業がわりと早く、皆さんはそうではないと思うか
もしれませんが、わりと早く漁などが始まったのかな
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で、バランスの取れた対策が必要なのだろうと思って
います。中小規模の津波に対しては確実に守りましょ
う。大きな津波に対しては被害軽減をしましょう。よ
り大きな津波に対しては被害を許容するのも仕方がな
い。しかし、生命を守り、社会・事業を継続できるよ
うに準備を整えましょうというような対策が必要なの
だろうと思っています。それを進めて、いろいろな住
まいの再建や漁港の再建などをやられているのですが、
今後すべきことの中で、とにかく今、次なる超巨大地震・
津波に対して人命を守ることを確実にやっていくこと
と、徐々に被害を受けない町につくり変えていくこと
が大事だろうと思っています。
それから、津波に対して強いまちづくりをしていき
ましょうということに関連しては、今度は東南海・南
海のエリアの町の方には、ぜひ自分の町と似た条件の
今回の被災地で被災状況を調べて、全く同じような被
災をしたと想定して、復旧・復興計画を策定してみた
らどうかと思っています。現状を出発点にしてしまい
ますと、現状よりは良くなっているからいいでしょう
と決めてしまうのです。ですから、一度もう完全に被
災したことを想定して、その上でどういうものを目指
すのか考えて、それに向けたまちづくりをしていくこ
とを勧めたいと思います。

［あらゆるリスクに対しての備え］
山下：我々は今どこにいるのか、応急復旧が終わって、
実はこれから復興を考えるべき時期なのだと思います。
しかし反省として復興計画を急いでつくりすぎたので
はないかと思うのです。そのメリットは、目標ができ
たり、それによって予算がつくれたりということはあ
りますが、やはりデメリットもあって、地域住民の方
を置いてきぼりにしたものになっていたり、あるいは
被災した地域の方々の過剰反応があって、今はリバウ
ンドといいましょうか、揺り戻しです。そういう時間
の流れで精神的、心理的なものも変わっていくことを
考えるならば、せっかくつくった復興計画をほごにす
るのではなくても、少しずつ計画を変更する余地を残
しながら、今後5年間ぐらいで最終的に固めていけるこ
とが望ましいのではないかと思いました。また、時間
をかけることのメリットは、余計な費用を掛けないで、

という気がしています。9月ですから、半年後ぐらい
ですが、港のほぼ半数は応急措置で使用可能になって
いましたし、もちろん十分ではありません。サンマ漁
や定置網、ワカメの種付けは一部再開されていました。
漁船は10パーセントですけれども、少なくとも漁は少
しずつ始まっていた。当時の日経新聞などは8月24日に
サンマの水揚げの復旧が急ピッチだという報道も出て。
報道機関というのはちょっと特殊というか、こういう考
え方をします。基本的にはもちろん、まず現状を知ら
せるということですが、次はある程度復興の取り組み
というか、「がんばろう、日本」ではありませんけれど
も、わりと頑張っている姿を伝えようと。先ほど、津
波のときの悲惨な映像ばかり流していると、どんどん
気持ちが被災地の人だけではなくて、日本全国どんど
ん気持ちが落ち込んでくるというのもあって、1カ月を
過ぎたぐらいから、どんどん明るいニュースを出すわ
けです。これもその1つだと思います。復興が急ピッチ
で進んできたと。農業というのは実を言いますと、今
回、漁業地域がすごくクローズアップされたわけです
けれども、農地にとどまらず、農業機械、水路、排水
機というのも全部やられてしまったのです。今の農業
というのは、かなり水路で全部つながっていますから、
最終的には排水路が壊れてしまうと、水が流れないよ
うな仕組みになっているのです。よくいろいろなこと
を考えると、漁業は確かに港が津波でものすごい被害
を受けたのですけれども、漁場そのものは多少やられ
たかもしれませんが、大きくはやられていなかったわ
けです。ところが農業は農地という生産基盤そのもの
がやられてしまったわけですから、米が作れなくても、
ほかのものを作るというわけにはなかなかいきません。
これは相当長くかかるだろうと思いました。

東海・東南海・南海地震について

長野：次に、東南海についてどういう対策をするかと
いうことも含めて、これからの復旧・復興についての
具体的な取り組みをお願いできればと思います。

［バランスの取れた対策］
藤間：やはり過大な対策というのは持続できませんの

2.
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なるべく最小費用で最大の効果が得られるようにとい
うところを、インセンティブとして私たちが模索する
こともできると思います。
次に、あらゆるリスクに対して備える必要があるの

ではないかということです。私たちも今回大津波があ
まりにも大きくて、地震のことを忘れていたり、いろ
いろ過剰反応があって、私たちの視点も少し軸足がず
れてしまっているところがあると思います。1000年に
一度の確率で来るものと、100年に一度というものを
分離する必要がある。このごろ私たちは長生きですの
で、100年に一度の備えというのは一生に1回あるいは
2回経験するものですから、頻繁にあるものとそうでな
いものとで分けなければならないのです。そして、ボ
ランティアで来ていただいた人たちと、より長期的な
関係を築くこと。あるいは漁業インフラのこれからは、
集中というのはコスト軽減になりますし、分散はリス
クの分散、リスクの軽減になるので、これの良い組み
合わせを探していくこと。最後に、この漁業地域には
高齢者65歳以上の方が3割以上おられることを前提に、
生涯現役社会を築いているいいモデルだったので、ぜ
ひそれがなくならないような復興計画にしていきたい
と思っています。

［陸閘（りっこう）］
本田：東海・東南海に向けてということですけれども、
堤防高については被災3県もリスクの見直しが済んでい
るということです。こうした見直しは当然、東海・東

イベント開催報告

南海の各県でも進められていますけれども、これは結
構急ぐ必要があるだろうと思います。その上で現在の
防災力を評価して、改善すべきところは早急に改善す
ることも必要だろうと思います。
もう1つ、実行上の話として、今回も水門を閉めに行っ

た消防団の方が随分亡くなられたという話もあります。
実際、港湾と漁港というのは陸閘（りっこう）がめちゃ
くちゃ多いのです。海岸堤防の中でも特異な形態です。
当然、港というのは海との接点なので、陸閘がないと話
にならない。あっちこっち当然開いているのです。ただ、
今後のリスクを考えたときに、今までどおり全部開け
ておくのか、それの操作をどうするのかということに
ついて、あらかじめきちっとルールを決めておく必要
があるだろうと思います。現場の消防団の判断任せと
いうのは絶対に良くないと思います。こういったこと
が今後の課題だろうと思っております。

［広域な支援ネットワーク］
森部：今回の震災を踏まえた問題点と課題です。高知
県でも大津波警報まで出たのです。避難指示・避難勧
告が出た区域で、避難率は5.9パーセントしかなかった
のです。いろいろな取り組みをしてきて、この数字か
という、非常にがっかりしたところもあります。南海
地震というのは強い揺れもありますけれども、すぐに
津波が来ます。防災行政無線やいろいろな情報を待た
ずに、揺れたらすぐに逃げるという対応をしてもらわ
なければならない。揺れたら逃げるという選択がきち
んとできるようなことを、本当にきちんと取り組んで
いかなければならないと思っています。
また、これまで市町村ごとに災害の支援協定等を結
んでいましたけれども、同時に複数の市町村が被災し
てしまうという状況があります。これは東南海・南海
地震においても、市町村だけではなく、県も同時に被
災をしてしまうという状況が起こります。こうした場
合にきちんと国全体といいますか、いろいろなところ
から支援の枠組みをあらかじめ構築しておかなければ
ならないと思っています。

［安全面の共有］
佐藤：BCPの必要性というのは皆さんのお話のとおり
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です。その場合、周知と訓練、訓練については絶対に起
きるのだというような観点からの訓練が必要だと思い
ます。いろいろな防災訓練が行われていますけれども、
火災訓練もそうですが、起きないかもしれないという
ような思いを持った訓練であってはならないというと
ころだと思います。それから、起きてしまったことに
対して、さてどうするかというような形があるかと思
います。気仙沼では産業基盤の80パーセント以上が失
われました。その産業基盤を復旧しないと、被災され
た方は収入がないわけです。目の前の問題です、明日、
あさっての問題というような産業の、就業の場の問題
があります。それと併せまして将来的に、安定して安
全を確保できる恒久的な場の確保も必要です。それは
かなり調整が必要だ。それをあらかじめ考えておく必
要もあります。オールジャパンという形で取り組むよ
うなBCPが恐らく求められると思いますし、それをあ
らかじめ考えておくことによって、早急なる効果的な
復旧というようなものがあると思います。
住民に、安全面では一緒にイメージ化をしていくこ

とが必要だと思います。今、起きる、例えば3分で来ます、
5分で来ますという場合は、そのイメージをひざ詰めで
やっていく。しかしながら、ひざ詰めで今までやって
きたつもりですが、多くの被災者を出しています。　
やはり、それは確実に同じイメージを持つのだという
ことが必要だと思います。

［正常性バイアス］
合瀬：震災の反省からいくと、あれだけNHKのテレビ・
ラジオで、もちろん電源がなくなったという問題もあ
るかもしれませんが、「とにかく避難してください、逃
げてください」と連呼したにもかかわらず、やはり家に
戻って被災した人たちがいると。先ほどの佐藤さんか
ら「正常化のバイアス」という言葉が出てきました。ど
うしても人間は「俺だけは大丈夫」とか「ここは大丈夫」
とか「今回は大丈夫」と思いたいのです。だから、どう
しても逃げるのが遅れてしまいますし、「うちはもう1
回戻っても大丈夫」と、人間はどうしても思いがちなの
で、そういうことはないのだと、きちんと学校などで
教えていくことが重要なのかなという気がしました。
これからの復興については、また漁業を続けたいと

いう人が6割いるというのは、僕はちょっと驚きだっ
たのです。あれだけ大変な被害を受けて、これからま
た、さらにいろいろな借金を抱えて、6割の人たちがま
たやっていくということに対して、これはやはりまだ
日本の漁業は大丈夫なのかなという気がしました。よ
く分析していかなければいけないと思うのは、その6割
の人たちは大体年齢構成がどういう人たちなのかとい
うことだろうと思うのです。町の復興計画のアンケー
トを採っても、もう一度、海のそばに暮らしたいとい
う人たちはお年寄りの人たちなのです。若い人たちは
もうどんどん山の方へ行って、別の仕事をしたいと言っ
ています。私の杞憂でなければ、今後漁業を背負って
いく人たちが、若い人がぜひ背負えるような漁業の復
興の仕方を、ぜひいろいろな考え方をしていってほし
いと思います。

まとめ

長野：ここで私がこのシンポジウムを取りまとめなく
てはいけないのですが、手短に。たぶん、3つあったと
いうことです。避難も含めて想定外への対応をどのよ
うにするかということ。それから、広域的な支援体制、
いろいろ被災後の支援体制、それについてちゃんと準
備し、あるいはそういうものを持っておかないといけ
ない。最後にこれが一番重要だと思うのですが、復旧
と復興というのは分けて考えて、スピード感を持った
復旧が一番望まれているのです。復興はその後いろい
ろ考えていかなければいけないということだったと思
います。
独断と偏見で3つの点にまとめさせていただきました

けれども、これをもってシンポジウム「漁業地域の復旧・
復興を考える～復旧・復興のあるべき姿とは～」を閉会し
たいと思います。パネリストの方々に拍手をもって終わ
りたいと思います。どうもありがとうございました。

3.

※パネルディスカッションの掲載記事は、ディスカッションの中
から発言の一部を抜粋し、要約したものであり、ディスカッショ
ンのすべてを要約したものではありません。パネルディスカッ
ションの全内容は、当研究所のホームページ（http://www.jifi c.
or.jp）に掲載しております。

（編集担当：第１調査研究部　林 浩志）
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宮城県南三陸町では「3.11 東日本大震災」により町全体
が甚大な被害を受けました。
「東日本大震災南三陸町震災復興策定会議」は町に設置
された東日本大震災南三陸町復興対策本部のもと、東日
本大震災からの復興に係る復興計画の策定に当たり意見
を述べるほか、復興事業に関する包括的審議を行うこと
とし、平成23年5月1日に立ち上がりました。
南三陸町は第2種漁港（県管理）が4漁港、第1種漁港（町
管理）が19漁港、それらの背後の37漁業集落で様々な形態
の水産業が営まれ、水産業が基幹産業となっており、漁業
地域の復興が町の復興の鍵を握っているとも言えます。
復興計画を策定するに当たっては中心市街地や経済波

及効果の大きい第2種志津川漁港に視点が集まりがちで
す。その一方で、浦々に点在する小規模漁港・集落の存在
も無視できません。これらの漁業地域の属地陸揚金額が町
全体の半数を占め、津々浦々に人々が住み、沿岸漁業（養
殖漁業）が営まれ、コミュニティが形成されているからです。
このような漁業地域・水産業復興の視点から意見を述
べる立場として当研究所から大塚が委員に就任しました。

■開催状況
◎第1回（平成23年6月10日）
→基調的情報提供
「東日本大震災における津波災害の分析と安全対策の
考え方」（越村委員）

→南三陸町震災復興基本方針（素案）について
→ゾーニングの基本的な考え方について

→津波に対応する町づくりの基本的な考え方（防災・減
災・命の確保）について

◎第2回（平成23年7月10日）
→基調的情報提供
「漁業地域の復興に向けて」（大塚）

→「なりわいと賑わいのまちづくり」について
→土地利用計画案について
→南三陸町震災復興計画（素案）について
○第3回（平成23年8月7日）
→基調的情報提供
「復興町づくりをどう進めるか」（中林副委員長）
→土地利用計画（案）について
→「自然と共生するまちづくり」について
→災害遺構（災害の伝承）の考え方について
→計画書目次立て（構成）の確定について
◎東日本大震災南三陸町震災復興計画策定に係る事務調
整会議（平成23年8月28日）
→南三陸町震災復興計画書について
◎第4回（平成23年9月18日）
→南三陸町震災復興計画書（素案）について
→復興に向けての震災復興計画策定会議意見について
◎第5回（平成24年2月12日）
→土地利用計画について
→震災復興計画実施計画（案）について
今後の予定
第4回委員会で復興計画書（素案）について審議するとと

もに、復興計画書に盛り込めなかった事項について「南三
陸町の復興に向けて～復興推進への付帯意見～」を復興対
策本部長（町長）に提出しました。その結果を受け、町で
は12月26日付けで「南三陸町震災復興計画」を策定・公表
しました。
今後は復興計画書に基づいて、実施計画について審議

し、平成25年3月までに取りまとめることとなっています。

活動紹介

委員名 所 属
大泉 一貫（委員長） 宮城大学 事業構想学部長

中林 一樹（副委員長）
阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センター 上級研究員
明治大学大学院 特任教授

大橋 英寿 東北大学 名誉教授

越村 俊一 東北大学大学院 工学研究科附属災害制
御研究センター 准教授

平野 勝也 東北大学大学院 情報科学研究科
准教授

宮脇 昭 ㈶地域環境戦略研究機関
国際生態学センター長

川崎 博巳 国土交通省 東北地方整備局
仙台河川国道事務所長

遠藤 信哉 宮城県土木部次長（技術担当）
大塚 浩二 ㈶漁港漁場漁村技術研究所 調査役

東日本大震災南三陸町震災復興計画策定会議

▲

委員名簿
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JICAでは日本・マレーシア経済連携協定に基づい
て日本・マレーシア経済連携研修（EPP：Economy 
Partnership Program）を行っています。その一貫として、
マレーシア漁業開発公社職員研修「漁港／漁業施設および
漁業組合管理」（平成23年10月12日（水）～26日（水））に講
師を派遣しました。
［研修名］ JICA平成23年度マレーシア国別（EPP）研修
 「漁港／漁業施設および漁業組合管理」
［年月日］ 平成23年10月17日（月）13：00～16：00
［講義名］ 漁港の機能と制度
 →Planning of Fishing Ports
 →Disaster Mitigation in Fishery Region

［講　師］ 大塚 浩二
［受講者］ マレーシア漁業開発公社（LKIM）職員15名
［場　所］ 全国漁業協同組合学校
本研修は平成21年度から3年継続しています。これま

では日本の漁港と機能・制度等の紹介をしていました。
マレーシアは地震のない国ですが、スマトラ島沖地震・
津波では津波により約300名もの犠牲者を出しました。
地震が発生しない国でも津波による被害の怖さ理解して
いただくために、今回は東日本大震災を受け、水産施設
の被害状況と減災対策の必要性についても講義しました。
研修終了

後、非常に
有意義な研
修であった
との評価を
頂きました。

JICAでは平成23年12月5日（月）～9日（金）の間、東
南アジア諸国の水産担当局長・部長クラスを対象として
「Seminor on Great East Japan Earthquake “Recovery 
and Reconstruction on Fishing Ports and Fishery 
Facilities”（東日本大震災セミナー「漁港・水産施設の復旧・
復興対策」）」を行いました。

研修の冒頭で当研究所の大塚が東日本大震災の水産被
害状況を講義するとともに、減災対策の必要性、生命と
くらしの確保、BCP・減災計画の必要性等について被災
事例を基に講義しました。
［年月日］ 平成23年12月5日（月）15：30～17：00
［講義名］ 水産業の被災状況
 →East Japan Great Earthquake & 
 　Tsunami 2011 in Fishery Region

［講　師］ 大塚 浩二
［受講者］ タイ、スリランカ、フィリピン、マレーシア、
 パプアニューギニア、ソロモン、ミクロネシア、
 ツバル各国の水産担当局長・部長　13名
［場　所］ JICA横浜センター
［研修目標］
我が国の水産業の被災状況及び復旧・復興の取り組み

の理解を通じて、我が国の再生・復興状況を伝えるとと
もに、当該研修参加国における水産業の災害対策に関す
る行政能力を向上させる。
本講義の後、研修生は水産庁表敬、岩手県内の被災地

を視察し、「水産業の復旧・復興に関する各国の取組み」
をまとめ、各研修生からは非常に有意義な研修であった
との評価を頂きました。

（調査役　大塚 浩二）

◎フラップゲ－ト式可動防波堤実海域試験検討委員会
　委員派遣マグロ荷捌作業改善研究会講師派遣
◎窪津地域都市漁村交流推進事業有識者委員会委員派遣
及び研修会講師派遣

◎平成23年度水産工学技士（水産土木部門）養成講習会
講師派遣

◎産地市場品質・衛生管理検討委員会委員派遣
◎三崎漁港（本港地区）衛生管理協議会の
　作業部会委員派遣
◎高度衛生管理型荷捌所における機器整備の
　事例研修講師派遣
◎JIFIC研修・東日本大震災セミナ－「漁港・水産施設の
復旧・復興対策」講師派遣

◎平成23年度積算技術情報検討委員会委員派遣
◎石巻市水産復興基盤整備推進検討委員会委員派遣

JICA平成23年度マレーシア国別（EPP）
漁業開発庁職員研修「漁港／漁業施設および
漁業組合管理」研修

JICA研修（漁港・水産施設の復旧・復興対策）

その他の活動報告（平成23年9月～12月）
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この「津浪と村」という著作は、昭和18年に発行された
本の復刊である。著者の山口弥一郎は、昭和8年に発生
した昭和三陸津波の被災地（集落）を2年余り後の昭和10
年からつぶさに回り始め、集落ごとの被害や復旧・復興
の様子を住民からの聞き取り書きを交えながら記録しま
とめた。その調査の集大成が本書である。交通事情の悪
かった時代のことであり、ほとんど徒歩旅行により調査
は行われたようであり、その記録は大変貴重な資料となっ
ている。本書の中には、明治29年の津波の後、高所に移
転し災害を免れた集落、一旦高所に移転したものの、生
活の利便性、火事などを原因として原地復帰し再び被災
した集落、高所に移転予定地らしい宅地が造成されてい
るものの人々は原地に住み続け再び被災してしまった集
落などの姿が生き生きと描かれている。山口は、津波の
発生を防ぐことができない以上、海岸から離れた高所に
住居を移すことが最善であるとしつつも、原地復帰の問
題があることを指摘し、「聚落は人の生活地であり、そこ
に占居するためには、古くより幾多の移動も行われ、漸
次落ち着いてきたであろうから、移動の可否、移動する
としてもその距離、高度に就いて詳細な考慮を必要とす
る。」と述べ、人々の生活の有様を考慮したきめ細かな対

応が必要であることを主張している。
本著の復刊の意義について、編集者の一人である石井

正己は次のように記している。「復興に向かって迅速に歩
みはじめなければならないが、計画は遅々として進んで
いない。復興が遅れれば遅れるほど人々の離散は進み、
共同体が解体してゆくことは目に見えている。そうした
状況の中で、浸水区域を国有化し、高台に移住させると
いう意見が出されている。しかし、被災地には高台の少
ない場所が多く、仮設住宅用地の確保も困難な状況にあ
る。昭和8年（1933）の津波の後、宮城・岩手両県は罹災
地域での集落再興を禁じたが、結局うまくゆかなかった
ことは、どう考えられているのだろうか。（中略）高台へ
の集団移住にしても、適地の選定・インフラの整備など
の前に、経済的基盤を確保し、民俗的感情を理解しなけ
れば失敗することは、山口の研究が証明している。被災
地の内発的な復興を考えるためにも、今、「津浪と村」は
忘れてはならない著作なのではないか。」と。
東日本大震災の復旧･復興を考える際に必読の一書で

ある。地名になじみのない方は三陸地方の地図を片手に
一読されることをお勧めする。

オススメのこの1冊

津浪と村

◎山口弥一郎 著／石井正己、川島秀一 編
　三弥井書店　1,800円 +税
　（ISBN978-4-8382-3211-6）

影山理事長のオススメ！
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◎小路淳・堀正和・山下洋編
　日本水産学会監修
　恒星社厚生閣　3,780円
　（ISBN978-4-7699-1244-6 C3362）

松本主任研究員のオススメ！

水産庁では、水産資源の回復・増大と豊かな生態系の
維持・回復が図られるよう、現行の整備手法を見直し、
新たな「水産環境整備」として、生態系全体の生産力の底
上げを目指し、水産生物の動態、生活史に対応した良好
な生息環境空間を創出する整備を推進していくこととし
ています。
また、2010年10月に名古屋で開催された、生物多様
性条約第10回締約国会議（COP10）では、生態系中でも
高い生産力と生物多様性をほこる浅海域の保全と、地球
環境変動の影響を長期的にモニタリングすることの緊急
性・重要性が強調されています。これまで生物多様性に
関する概念が水産資源や生息環境の保全に盛り込まれる
ことは少ない状況でしたが、近年、海洋保護区（MPA）の
設定などの取組が国や地域によっては盛んに行われてい
ます。しかし、我が国では浅海域の生物生産メカニズム
やその定量評価に関する包括的な先行研究例、解説書が
殆どない状況にあります。このようななか、私たちが生
態系から受けている全ての恩恵、即ち生態系サービスを
適切に把握していくことは、水産環境整備、沿岸、海洋
への深い理解を得る上で重要となります。
本書では、沿岸域の生態系サービスとして区分される、

調整サービス（ガス交換、水質浄化、消波など）、供給サー

ビス（食糧資源、医薬品など）、文化サービス（ダイビン
グ、釣りなど）、これらを支える基盤サービス（栄養塩循
環、生物生産、底質形成、光合成など）のうち、供給サー
ビスに相当する魚介類の生産過程と定量評価を主な対象
として取り扱っております。
本書は3部構成となっており、第Ⅰ部では、読者の理
解を深めるために生態系サービスの詳述と併せ、高い生
物生産力と生物多様性とのかかわり、水産資源の主要な
分類群である魚類と貝類・甲殻類の生産研究の歴史と手
法についてレビューしております。第Ⅱ部では、浅海域
を構成する代表的な生態系のうち、アマモ場、ガラモ場、
河口・干潟域、サンゴ礁の環境特性と生物生産機構を対
比させています。第Ⅲ部では、長期的視点からの生態系
サービスの解析、生態系サービスの経済学的価値、地球
環境変動と生態系サービス、人間活動の関連性を解説し
ています。
本書は、多様な分類群生息環境を網羅したうえ人文科

学分野とも関連づけることにより、浅海域の生態系サー
ビスに関する理解を可能な限り包括的視野から深めるこ
とを目的としております。
水産研究者だけでなく、水産関係者（行政、漁協、水産関
係団体等）にとっても一読する価値のある本だと思います。

浅海域の生態系サービス
─海の恵みと持続的利用
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当研究所は漁港・漁場・漁村に関するさまざまな要請に対して、研究・開発など、
幅広い活動を進めるため、農林水産大臣所管の“公益法人”として設立されました。
新しい技術の導入と実用化を図り、さらに、漁村の生活や環境問題についても
考察し、これらの成果を多くの漁港・漁村関係者に普及するなど、“みんなの
研究所” として新たな課題に取り組んでいます。

私達は、皆様と一緒に、漁港・漁場・漁村
の未来（豊かな沿岸域環境の創造）を考えたいと
思います。

The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成23年9月～12月）

編集後記

本年もよろしくお願いします。
本号（vol.31）は、前号（vol.30）において紹介いたしました「漁業地域復興支援プロジェクトチーム提言 漁業地域の復旧・
復興に向けて」を踏まえ、関係者と一緒となって「漁業地域の復旧・復興」を考える場として開催したシンポジウムと、長年
にわたって津波工学分野の研究に携われてこられた首藤伸夫名誉教授を迎えての座談会を中心に編集いたしました。
東日本大震災から一年が過ぎようとしています。未だに被災を受けた “まち” は復旧・復興への灯りは見えていないように思わ

れます。想定津波としてレベル１・２といったものが示され、堤防や防潮堤などの検討が行われていますが、現実的には防潮堤の
位置や高さが決まらず、これらが決まらないために “まち” づくりも進まないといった状況にあります。このような中、首藤名誉
教授のお話しは、これまでの津波防災、東日本大震災での津波被害、これからの津波防災について、研究者を始めとして、行政
の方など地域防災に携わっている多くの方々に、今後の津波防災に対する考えを示唆していただいたのではないでしょうか。
また、越澤明教授には、過去の災害復興の教訓を生かした漁業地域の復旧・復興について講演をいただき、復旧と復興、公園、

高台移転など、震災直後から使われてきた言葉の意味の説明がありました。少し落ち着きを取り戻した現在において、今一度、
考えてみる必要があると思われます。
さらに、長年、危機管理に携わり、そして、未曾有の規模の地震・津波において災害本部で中心的な立場にあった気仙沼市、
佐藤健一危機管理監のお話は、正しく “津波災害との戦い” であったと。これら東日本大震災との戦いを踏まえ、改めて、事
前準備、初期対応、応急対応、のあり方について示されたと思います。
未曾有の規模の地震・津波の被災から、どのように復旧・復興したか。現在、私どもが携わっている復旧、そして、復興計画は、

後世において必ず評価されることになります。今回の大震災の中でも先人達の教えを言い伝え、被害が少なかった地区もあり
ます。私どもも二度と人的な悲しみを繰り返さないよう、スピード感もった復旧・復興のお手伝いをしてまいりたいと考えて
おります。本年もよろしくお願いします。 （H.H）

第6回COASTAL STRUCTURE 2011論文発表
「DISASTER BY HIGH WAVES ON THE COAST OF NYUZEN FISHING PORT,
IN FEBRUARY, 2008」
日本地域学会「第48回年次大会」論文発表
「漁業地域の被災の実態と復興の考え方」

この印刷物は、環境に配慮した紙とインクを使用しています。
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