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低頻度メガリスク型沿岸域災害の復興減災期における土地利用管理－カンタベリー地震, 

ハリケーン・サンディ, 東日本大震災を事例として－

Post-disaster land use management after mega coastal disasters: Case studies of Canterbury Earthquake, 

Hurricane Sandy and the Great East Japan Earthquake  
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This paper explains the characteristics of land use management after three mega coastal disasters: Canterbury 

Earthquake in Christchurch, Hurricane Sandy in New York and the Great East Japan Earthquake in Tohoku region. 

These three cases have led to spatial transformation after each disaster, thus, examined as mega-disaster. Three 

ability; sustainability, livability and resilience in the built environment were utilized to infer the expected outcomes 

and challenges in post-disaster land use management. Municipalities in each country combined and operated land use 

management tools in order to reduce coastal risks and assist survivors’ housing reconstruction, although several 

challenges were found such as 1) increased financial burden of insurance premium that may lead to displacement of 

the people from their communities, 2) equity and transparent process for buyout, 3) maintenance for vast stretches of 

the hazardous zone. 
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1. はじめに 

沿岸域を襲う災害リスクは台風や高潮などの外力、脆弱性、

曝露量の巨大化により、都市破壊の脅威となりつつある。2000 年

の世界人口上位 20 都市のうち、13 の都市が台風や洪水の影響

を受けやすい沿岸部に位置している[1]。本稿は発生頻度が低く、

巨大な被害を沿岸部にもたらす低頻度メガリスク型沿岸域災害

の復興減災期における土地利用管理に関する報告である。 

ここで復興を次のように定義する。復興とは居住環境の持続

性（S：Sustainability）、住みよさ（L：Livability）、レジリエンス

（R：Resilience）を回復・向上させるプロセスである。これら3

つの能力を向上させる「基盤」として位置づけているのが、土地

利用管理である。土地利用管理に含まれるのは、居住禁止・建築

制限、それと連動する不動産の買い上げや居住地移転促進事業、

災害保険におけるリスク評価・それに基づく保険料率・建築基準

の設定、グリーンインフラ整備による土地利用転換などである。

これらは被災者の生活回復や住宅再建と密接なかかわりをもつ。

居住環境概念の特徴は[2]は人間居住の集積が環境を形成し、その

環境が人間の生活の質に影響を与える双方向性にある。したがっ

て、居住環境の復興には被災者の生活回復と住宅再建が含まれる。 

本稿は低頻度メガリスク型沿岸域災害の復興減災期において

講じられた土地利用管理の事例を報告し、期待される効果と課題

を論じる。取り上げる事例はニュージーランドのカンタベリー地

震、米国のハリケーン・サンディ、東日本大震災である。地震や

ハリケーン（外力）が誘発した液状化、高潮、津波による沿岸被

災であり、外力、現象、特徴等は異なる（表-1）が、被災から8

～9年が経過し、復興と減災を連続的に進める「復興減災期」と

次の災害に向けての「災間」にあたる被災地である。土地利用規

制や建築制限がかかると共に、被災者が沿岸域から移転をするこ

とによって、都市の空間構造が変容するケースの復興研究である。 

【表-1】災害の概要 

カンタベリー 

地震 

ハリケーン・ 

サンディ 

東日本大震災 

発生年月 2010年9月 

2011年2月 

2012年10月 2011年3月 

外力と 

規模 

直下型地震 

M7.1, M.6.3 

ハリケーン 

カテゴリー1, 2 

海溝型地震 

M9.0 

現象 液状化、がけ崩れ 高潮 津波、火災、原

子力事故 

人的被害 185名[3] 233名[4] 22,252名[5] 

住家被害 全壊 16,000 戸, 居

住不可9,000戸[3] 

全壊119,000戸
[6]

全壊121,995戸
[5]

経済被害 400億NZドル[7] 535億 USドル
[8]

2280 億 US ド

ル[8]  

特徴 ・半年空けて発生し

た二度目の地震で

物的被害が拡大 

・GDPの約20％の

経済被害[9] 

・米国都市の沿

岸部の高潮や

海面上昇に対

する脆弱性を

露呈 

・巨大性・広域

性・複合性 

・人口減少高齢

社会の復興の

あり方 

著者らは合同で2017年に米国・ニューヨーク市、2018年にニ

ュージーランド・クライストチャーチ市を訪問して、基礎自治体

や住宅再建支援NPOなどの関係者に対する聞き取り調査と被災

市街地の視察を行った。本稿の内容はその調査と収集した関連文

献に基づいている。まずリスク低減を目的とした土地利用管理を
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表-2 に示す項目などで比較し、各々の特性を明らかにする。こ

れに続いて土地利用管理の特性が居住環境の持続性、住みやすさ、

レジリエンスにどのような影響を与えているか、その期待される

効果と課題を考察する。 

 

【表-2】 土地利用管理の特性を説明する項目 

居
住
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル 

（
居
住
禁
止
・
移
転
事
業
） 

居住禁止区域の指定の目的はなにか 

指定されなかった場合、その理由は何か 

居住禁止・制限の設定基準は何か 

居住禁止は面的に広がるのか、個別に点在するのか 

居住禁止区域をどのような土地利用に転換するのか 

その計画はどのようなプロセスで検討されたか 

居住禁止区域に対する居住地移転の促進と移転先の住宅

造成は行われるか 

不
動
産
の 

買
い
上
げ 

不動産の買い上げは居住禁止と連動しているか 

不動産買い上げ価格は災害前の査定か災害後か 

不動産買い上げの目的は財産の補償か住宅再建支援か 

災
害
保
険 

災害保険に減災機能があるか否か 

災害リスクと保険料率は連動するか 

減災対策を講じると保険料低減につながるか 

災害保険加入が住宅再建支援金の受給条件になるか 

グリーンインフラ整備による土地利用転換が進んだか 

 

2. 被災都市の特性と災害リスク評価 

3つの災害は外力や被災様相だけでなく、被災都市のコンテク

ストと地域が抱えるリスクが異なる。低頻度メガリスク型沿岸域

災害を経験した被災地はどのよう都市なのか。また、被災地のリ

スクは災害後にどのように評価されたのか。この2つは自治体が

土地利用管理を検討したり、研究者がそれを分析・評価したりす

る際の前提となる。 

 カンタベリー地震の被災地クライストチャーチ市（人口：40

万人）はニュージーランド南島の東海岸に位置し、都市と田園が

共存するガーデンシティとして名高い都市である。その市街地は

中心を蛇行するエイボン川流域の湿地帯を埋め立てて形成され

た[10]。この地盤特性と震源の浅さが液状化被害を大きくした原因

の1つだと言われている。震災後に創設されたカンタベリー地震

復興庁（Canterbury Earthquake Recovery Authority; CERA）は地質

工学調査によって今次災害の被災と将来の液状化リスク等を同

定した。それを基にしてクライストチャーチ市内を4地域に分類

し、住宅再建に対する指針と基準を設定した。その一つであるレ

ッドゾーンは住宅再建をすることが適切ではない居住禁止の土

地利用区分である。所有者が希望した場合に（Crown Offer）、災

害前の価格で不動産（土地と住宅）が国家によって買い上げられ、

土地は国有地に指定される。買い上げは強制ではなく任意であっ

たものの、区域内の不動産の98％が国有地となった[11]。 

ハリケーン・サンディで被災したニューヨーク市は、言わずと

知れたグローバルシティである。ハリケーンが米国東海岸を直接

襲った稀なケースであり、これは同外力に対するニューヨーク市

の脆弱性を露呈した。米国では洪水に対するリスク評価は洪水保

険制度（National Flood Insurance Program; NFIP）の枠組みの中で

行われる。その評価主体である連邦危機管理庁（FEMA）は被災

から3年が経過した2015年に、高い洪水リスクを抱える区域（100

年に1度発生する大規模な洪水の氾濫原）を指定する地図を公表

した。この区域内に立地する住宅の持主は洪水保険に加入し、洪

水リスクを低減する対策を講じることが義務付けられる。しかし、

ニューヨーク市当局は次の二点を理由として同指定に対する異

議申し立てを行い、災害から約8年が経過した現在でもこの地図

は作成中である。公表時期は2024年までずれ込む予定である。

このリスク評価が論争に発展した理由は、市当局によれば、第1

に満潮時潮位の設定に誤りがあり、熱帯暴風雨以外を洪水シナリ

オ構築の際に考慮していないこと、第2に区域指定が労働者階級

に対する高額な洪水保険金負担を強いること等である[12, 13]。 

 東日本大震災による津波被災を受けた東北地方の沿岸市町村

は、シュリンキングシティである。災害前から人口減少、過疎化、

高齢化、労働生産人口の流出などが課題となっていた。復興のキ

ーワードは津波リスクが低い場所への居住地移転と市街地のコ

ンパクト化である。同沿岸部は歴史的に津波が襲来する地域であ

り、今後も然りである。2011 年の津波を経験後、津波レベルに

応じた減災対策と土地利用規制による多重防御を進めている。こ

れらはより高い防潮堤の再建、広大な災害危険区域の指定、内陸

部・高台への大規模な公的移転事業などである。 

 

3. 土地利用管理の手法と特性 

本章では表-2の項目に沿って、各災害で展開された土地利用管

理の手法を比較し、それらの特性を説明する。 

1) 居住禁止と制限 

①居住禁止区域の設定有無と目的 

 日本における災害危険区域は建築基準法39条に定めがあり、

都道府県もしくは市町村の独自条例で指定される。その目的は

「災害防止」（39条2項）である。東日本大震災を受けて東北3

県の沿岸市町村では浸水域の約 3 割にあたる 15,848ha が災害危

険区域に指定された[14]。各自治体の条例で謳われている目的は、

災害対策基本法のそれと一致している。すなわち「国民の生命、

身体及び財産を災害から保護する」ことである。しかし、多くの

自治体では将来的な自然災害リスク軽減と被災者支援の両立を

図って災害危険区域指定を行っており[15]、その目的は災害防止に

留まらない。 

カンタベリー地震のレッドゾーン指定の目的[11]を集約すると

①液状化リスクを低減すること、②被災者の生活回復を進めるこ

と、③住宅再建に対する意思決定を助けることである。レッドゾ

ーン指定は総督による緊急的な立法措置である。エイボン川流域

の537ha[16]が居住禁止区域に指定された。これは同河川両岸に立

地する約5,000戸の住宅を含む[11]。 

ハリケーン・サンディで被災したニューヨーク市ではスタテン

島3地区の約223ha[17]が居住禁止区域に指定された。米国の土地

利用規制は同国の洪水保険制度と不動産買い上げと連動するた

め、これらの項目にて後述する。 

② 居住禁止・制限の段階性と設定基準 

 東日本大震災の災害危険区域は居住禁止（第1種指定）に加え
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て、段階的な区分を設けた例がある。居住は禁止しないものの、

建築物の構造、床面の高さ、居室の階数などの制限を設定して、

安全な住宅づくりを課した区域（第2種、第3種等）である。区

域指定の方法は多くが津波シミュ―レーションに依るため面的

指定となる。ただ、陸前高田市では被災者の意向に基づいた個別

指定が行われた結果、災害危険区域は点在している。 

クライストチャーチ市のエイボン川両岸の液状化エリアは、居

住禁止のレッドゾーンと居住は許可するが建築指針を与えるグ

リーンゾーンに二分される。グリーンゾーンは次の3つに区分さ

れた。それらは将来の土地被災や液状化の可能性が低い建築制限

を設定しないエリア（TC1）、中程度の液状化被災が予想される

ため、標準的な基礎木杭や強化コンクリート基礎を用いることを

推奨するエリア（TC2）、中程度から大規模な液状化が予想され

るため現地の地質工学調査と特別な基礎デザインが義務付けら

れるエリア（TC3）である[18]。 

③ 居住禁止区域の土地利用転換 

 東日本大震災で指定された広大な災害危険区域の代表的な土

地利用は産業・工場用地や都市公園等である。日本では区域指定

と不動産買い上げは独立した手続きであるため（後述）、災害危

険区域には公有地と民有地が混在する。これが土地利用転換のビ

ジョンを描きにくい原因となっている。 

クライストチャーチ市のレッドゾーン（写真-1）の土地利用に

関する計画策定は2016年のCERA解体後に中央政府と市当局に

よって設立されたクライストチャーチ再生機関（Regenerate 

Christchurch）によって行われているである。2019 年に公表した

エイボン川回廊再生計画では、レッドゾーンのかつての自然環境

を取り戻し、リクリエーションの場として再生する計画が示され

ている。同計画は資源管理法に基づいて地域自治体が策定する地

区計画（District Plan）やカンタベリー土地水資源広域計画

（Canterbury Land and Water Regional Plan 2015）の上位計画として

位置づけられる[19]。レッドゾーンの土地管理はニュージーランド

土地情報局（Land Information New Zealand LINZ）によって行わ

れる。このようにニュージーランドの復興減災は、国家の関与が

非常に大きく中央主導である[9, 20]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真-1】エイボン川周辺のレッドゾーン（筆者撮影2018年） 

 

 ハリケーン・サンディで甚大な被害を受けたスタテン島東部の

三地区で面的に買い上げられた土地（写真-2）は「Back to nature

（自然回帰）」[21]の方針が示されている。同エリアは1940年代頃

までバンガローが立地するリゾートであったが、1960 年代にニ

ューヨーク市ブルックリン区とつながる橋が完成した後に、住宅

地としての開発が進んだ[22]。東北やクライストチャーチ市と比較

するとその歴史は短い。また同地域は火災リスクも抱えている[23]。 

【写真-2】スタテン島の面的買い上げ地区（筆者撮影） 

 

④ 居住地移転促進事業 

 東日本大震災では災害危険区域からの移転が防災集団移転促

進事業（集団移転）とがけ地近接等危険住宅移転事業（個別移転）

などの公的事業によってすすめられる。集団移転事業には移転先

土地の買い上げ、移転補助、移転先の住宅地造成などが含まれる。 

このような居住地移転促進事業はクライストチャーチ市やニ

ューヨーク市には存在しない。CERAは建築物を移築することは

不可能ではないが、実現可能性は低いという見解を示した[11]。た

だ、市の土地利用復興計画[24]において民間セクターによる住宅地

開発が明記されており、ここが移転地の1つとして位置づけられ

ている。東北でも民間企業によって移転者を受け止める住宅地が

数多く造成されたが、これらは復興減災期の計画（復興計画や災

害後の都市マスタープラン等）には登場しない。 

米国で大規模な居住地移転と不動産買い上げが行われた事例

は1993年のミッドウェスト洪水の被災地（ミシシッピ川・ミズ

ーリ川流域）である。同災害を受けて、スタフォード災害救助・

緊急事態支援法が改正され、被害抑止補助プログラムを用いた居

住地移転が初めて実施された。ただし、米国では不動産買い上げ

はリスク回避（managed retreat）を目的にして実施されるものの、

この事例のように移転先の計画や造成等が公的補助金で行われ

ることは稀であり、それはサンディ後も同様である。 

2) 不動産の買い上げ 

 不動産の買い上げを論じるにあたっては、各国の土地・建物の

所有権の違いを理解する必要がある。米国では建物は土地と一体

として扱われるが、これは土地と建物を別々の不動産として扱う

日本と異なる。ニュージーランドでは土地分類による所有権の違

いで不動産のタイトルが分類される（自由保有物件：フリーホー

ルド、借地権付物件：リースホールド）。 

 東日本大震災における不動産買い取りの対象は住宅が立地し

ていた「宅地」である。同震災では多くの住宅が津波で流出した

2013年 

2014年 

2013年 

2017年 
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が、それを免れ「宅地等に定着する住宅等」[25]には移転料のみ

が支払われる。この土地の買い取り区画と災害危険区域はイコー

ルではない。防災集団移転促進事業に参加し、移転促進区域に指

定された場合に、被災宅地が公的に買い取られる。土地買い上げ

が集団的な居住地移転に組み込まれており、ある一定以上の面的

広がりのある地域のリスクを回避することが買い上げの目的で

ある。そのため個別移転のがけ地近接等危険住宅移転事業では住

宅の除却費、移転先の住宅・土地購入にかかる補助がされるが、

旧住宅・宅地の買い上げは行われない。移転促進区域における土

地買い上げ価格は「一定の基準宅地を定めて鑑定評価を行い、

個々の土地についてはその修正値を基準として定める扱いがと

られており、通常、震災前の価格の7割か8割とされている例が

多い」[26]。これらのことから日本における不動産買い上げは災害

で失われた住宅に対する補償ではなく、①被災者の住宅再建支援、

②減災を目的とした災害危険区域指定によって生じる土地利用

制限に対する補償であると言える。 

  クライストチャーチ市では災害「前」の価格で不動産（土地と

住宅）が買い取られる。CERAが所有者に代わって地震保険金を

請求し、「土地と住宅」を引き継ぐ場合と「土地」のみとする選

択肢がある[7]。後者の場合は所有者が保険金を活用して区域外

で住宅再建を行う。前述したようにレッドゾーン指定の目的はリ

スク軽減、被災者の生活回復や住宅再建を進めて後押しすること

である[11]が、これは金銭的な住宅再建支援ではない。 

米国では不動産の買い上げは被災「前」の不動産価格で行われ

る。買い上げは失われた財産（一体化した土地と住宅）に対する

補償である。前述したように住宅再建の資金は災害保険を優先的

に用いることを前提としているため、不動産買い上げの目的はニ

ュージーランドと同様に住宅再建に対する資金的支援ではない。

しかし、ハリケーン・サンディにおける不動産買い上げの目的は

次の通り複層的である。 

ニューヨーク市における不動産買い上げは州の NY Rising 

Buyout and Acquisitionプログラムの下で行われた。このプログラ

ムに基づく買い上げ対象は1/100年および1/500年洪水氾濫原に

おける甚大被災家屋（被災前価格の 50％以上の被災）、同市の

Build it Back Program受給者である[27, 28]。これには建築を禁ずる土

地（buyout）と新しい主体による開発を認める土地（acquisition）

の二種類がある。前者は災害「前」の価格、後者は災害「後」の

価格で買い取られる。後者の目的は洪水リスクの低減であるが、

二つの側面がある。第 1 に不動産の買い取り費用を従前居住者

に支給し、彼らの居住地移転を支援すること、第 2 に洪水リス

クを鑑みた減災対策を新たな建築事業者に課してリスク低減を

図ることである[21]。以上の買い上げは住宅・都市開発省（HUD）

のコミュニティ開発包括補助金―災害復興（CDBG-DR）が用い

られた。これに加えて地域住民の発意を受けて、それを州政府が

認可するという買い上げ（Enhanced Buyout）がある。通常の買

い上げは災害前の不動産価格（100％）で行われるが、Enhanced 

Buyout では110％で買い上げられ、郡内移転の場合は5％が上乗

せされる。州政府はサフォーク郡とニューヨーク市スタテン島の

三地区をEnhanced Buyoutを行うエリアに選定し、FEMAの被害

抑止補助プログラム（Hazard Mitigation Grant Program）を用いて、

サフォーク郡で613戸、スタテン島で420戸が買い上げられた[29]。

ただ、買い上げを希望する被災者が上記エリア以外にあったもの

の、対象に選定されず終わったケースが少なくない[28]。日本と比

べると米国では私有不動産の財産権の侵害に対する躊躇、不動産

価値を低下させる土地・建築規制による不動産税収を避けること
[30]を理由に土地利用規制が選択されない傾向にある。特に、ニュ

ーヨーク市内の土地の経済的価値により、土地・建築規制は市も

避けたい選択肢であった。 

3)災害保険 

 日本の災害保険には火災保険、地震保険、水災補償等があり、

後者二つが火災保険に附帯されている。これらの目的はリスクの

転嫁、すなわち住宅再建資金の事前確保である。地震保険の掛け

金はリスクに応じて設定されるが、これは水災補償には当てはま

らない。また地震保険加入は、被災後の住宅再建にかかる公的補

助金を受給する要件にはなっておらず、保険加入が加入者による

減災対策を促すインセンティブにはなっていない。 

 ニュージーランドにおける地震保険制度やカンタベリー地震

における実態と課題は豊田ほか[9]に詳しい。同国では強制加入の

公的地震保険（EQC）と民間会社の保険との二段方式で地震リ

スクに備えており、加入率は共に 9割と高い。EQC担当官によ

れば皆保険制度は「国民の連帯」（solidarity）によって支えられ

ているという。カンタベリー地震ではレッドゾーン区域内を除き

地震保険によってほぼ完全に修理や改築がなされた[9]。公的保険

料率は全国一律で設定されており、リスク評価に応じた保険料率

は設定されていない。 

これらの両国とは対照的に米国における災害保険はリスク低

減を促すツールとして制度設計がされている。日本とNZの例は

相互扶助による「共済」、米国はリスクに応じた料率設定がされ

る「保険」であり、それらの性質は大きく異なる[31]。洪水リス

ク評価と建築制限は洪水保険制度の中で行われる。FEMA によ

る氾濫原指定地域では保険に加入しなければならず、基礎や床を

上げるなどの減災対策が課される。大規模な水害が続く中で、被

災のたびに繰り返される洪水保険金の支払い（repetitive loss）の

増加が大きな課題となっており、それを抑えることが重要な政策

課題とされている[32]。米国では住宅再建の資金は災害保険を優先

的に用いることが原則であるが、ニュージーランドのように住宅

再建資金のほぼ全てを保険で賄える[9]ことは稀であるため住宅

再建支援金が支給されることが多い。ハリケーン・サンディでは

コミュニティ開発包括補助金（CDBG－DR）を財源とする住宅

再建支援プログラム（Build it Back Program）の下で住宅再建に対

して上限15万ドルが支給された。これは2005年のハリケーン・

カトリーナにおけるルイジアナ州の住宅再建支援プログラム

（Road Home Program）と同額である。原則的に保険加入が補助

金受給の要件であるが、両災害ともに特例措置が講じられている。

その理由は洪水氾濫原指定を超えた被害を受けたことであった。

このように米国では相次ぐ大規模な洪水において、不動産買い上

げや洪水保険制度の理念と基本原則が通用しない事例が続いて

いる。 
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4) グリーンインフラ 

グリーンインフラとは「自然環境が有する多様な機能（生物の

生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を

積極的に活用して、地域の魅力・居住環境の向上や防災・減災等

の多様な効果を得ようとする」取り組みやその考え方を指す[33]。

東日本大震災の被災沿岸部では全長約 431kmで総事業費約 1兆

円をかけた防潮堤の建設が進んでいる。このグレーインフラほど

大規模ではないものの、沿岸部では海岸林、緑の防潮堤、海岸砂

丘の再生が進みつつある。同震災では防潮林と砂丘が津波の直撃

を防ぎ、背後にある住宅地の被害が低減されるなど、海岸林によ

る被害軽減効果が確認されている[34]。 

ニュージーランドでは平時において環境保全に統合的・包括的 

に対処する資源管理法があり、同法は基礎自治体が土地利用規制

などを行う地区計画（district plan）を策定することを義務付け

ている。同法の特徴は「環境総体を人間活動と不可分のものとし

て把握し、両者を同時一体的に考慮する視点に立っていること」、

「行政が構築した環境保全の枠組みと土地情報を提供する仕組

みの中で、開発申請者が自主的に環境に対応した策を講じる余地

を大きくしている」[35]ことなどである。前述した民間による住宅

地開発を移転先として計画に明記したことは、この特徴と一致す

る。また、地震後に策定されたRegenerate Christchurch計画も同 

法の理念と原則を継承している。レッドゾーンの再生はグレーイ

ンフラによる洪水対策をブルーインフラやグリーンインフラへ

と転換する社会実験場である[19]と述べられている。カンタベリー

地震で経験した液状化だけでなく、河川流域の洪水リスクや海面

上昇を考慮したマルチハザードを考慮した再生計画である。 

ハリケーン・サンディを受けてニューヨーク市ではロックフ 

ェラー財団と連邦政府機関住宅・都市開発省（HUD）の連携に

よる国際コンペRebuild by Designが行われた。ここで提案された

復興減災デザインのキーワードは海岸線のレジリエンスを向上

させるグリーンインフラである[36]。入賞した各提案には湿地、砂

丘、島などをいかした自然型インフラとハイブリッド型（自然型

と人工的インフラ建造物の組み合わせ）のインフラ要素が含まれ

ている。HUD によるサンディ復興戦略（Hurricane Sandy 

Rebuilding Strategy）では全てのインフラ投資においてグリーンの

選択肢を考慮すること、グリーンの利点を評価する方法を開発し、

ツール、データ、優良事例を提供することが勧告されている[37]。 

 

4. 土地利用管理と居住環境復興 

図-1が示すのは居住環境のサステーナビリティ（持続性）、リ

バビリティ（住みよさ）、レジリエンス（復元力・適応力）を高

める居住環境復興モデル試案である。縦軸は居住環境の3つの能

力（S, L, R）、横軸は長期的な時間とプロセスを示す。 

居住環境の破壊度を小さく、回復速度・加速度を高めて生活機

能を早期に回復させるように灰色（左）に示す三角形を小さくし、

持続性・住みやすさ・レジリエンスを高める水色（右）で示す三

角形を大きくする土地利用管理のあり方を明らかにすることが

本研究の最終的な到達目標である。林（2016）は予防力向上によ

る防災から災害からの立ち直りのプロセスの研究が必要である

と述べ、レジリエンスを被害、人間活動、時間の関数として説明

している[38]。沿岸域災害を例にとると人間活動には被災者が自

主的な居住地移転が含まれる。三災害において進められた計画的

介入としての土地利用管理は、被災市街地の都市構造を大きく変

化させていると考えられる。それは被災都市の住みやすさ、持続

性、レジリエンスの変化や被災者の生活回復にどのようなインパ

クトを与えうるのか（図-2）。 

 

【図-1】居住環境復興モデル試案 文献 [38-43]を基に著者作成 

 

1)住みよさ（Livability） 

土地利用管理によるリスク評価、居住禁止・建築制限、居住地

移転等は、居住の場の変化を余儀なくさせる。それが生活者にと

っての、まちの住みよさを左右することは想像に難くない。毎年、

各機関によってリバブルシティのランキングが公表されている。

住みよさを測る共通の指標は安全性、保健医療・教育サービスの

充実やアクセシビリティ、生活コスト、政治経済的な安定性、公

共交通機関の整備などである[44-46]。しかし、生活者が求める住み

よさは都市のコンテクストによって異なる[47]。 

東日本大震災の被災沿岸部では居住地が内陸化し、震災前まで

生活の場であった沿岸部から人がいなくなった。このような環境

変化が起きた人口減少・高齢社会の東北沿岸都市では、自家用車

に依存せずに通院、買い物施設へアクセスできるだけに留まらず、

被災前の居住地域との行き来や前住民との交流を継続できるモ

ビリティの確保などが住みよさを回復する条件となる。 

ハリケーン・サンディの被災地では居住禁止や移転は東北と比

べると限定的であり、それによる居住環境変化を経験する市民は

比較的少ない。今後も進む気候変動や海面上昇によって沿岸部の

脆弱性が高まるニューヨーク市では、安心して居住することがで

きる場所で、アフォーダブルな住宅に居住できることがリバブル

シティの要件になるだろう。ただ、FEMAによる2015年の氾濫

原指定案や水害増加に伴う洪水保険料の値上がりが進めば、それ

を満たすことは容易ではないという大きな壁がある。 

かつてのクライストチャーチ市は、コンパクトなCBDの近傍

に居住域が広がっていたが、カンタベリー地震後に居住地は

CBD から遠ざかって郊外化し、商業・業務・観光機能がより縮

小したガーデンシティへと変容した。レッドゾーンに指定された

エリアは自然環境に戻し、都市のアメニティとして再生すること

が描かれている。クライストチャーチ市のレッドゾーンの土地利
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用転換と再生計画においては、過去、現在、将来の市民を包括す

るリバブルシティの再生が謳われている[19]。郊外化した居住の場

とかつての居住地（自然環境）をつなげるデザインがクライスト

チャーチ市のリバビリティを左右しそうである。 

2)持続性（Sustainability） 

 居住環境の持続性とは、いまを生きる人々だけでなく、将来の

市民に豊かで住みやすいまちを継承する能力である。土地利用管

理の中ではリスク評価、新居住地の立地・広がりと旧居住エリア

の関係、新旧の変化等が都市の持続性に影響を与えると考えられ

る。例えばアーバンフットプリントの拡張と縮小である。新居住

地が低密度に拡張すれば、環境負荷が大きくなると同時に、イン

フラの維持コストが高くなり、環境的かつ経済的な持続性は低下

する。これは人口減少高齢社会の東北沿岸部に当てはまる。ただ、

森林や農地などの居住地転換は環境負荷を高めるが、新居住域を

コンパクトかつ高密度に誘導することができればアーバンフッ

トプリントは縮小する。沿岸部を居住区域から産業・工場用の土

地利用とするのではなく、自然環境やグリーンインフラとして再

生すれば環境負荷が低減されそうである。経済的な持続性はイン

フラ整備・維持・回復のコストに左右される。居住域のスプロー

ルや低密度化は都市経営コストを引き上げる。グリーンインフラ

はグレーインフラと比べて設置や維持管理の費用を抑えること

が可能であり[48]、経済的な持続性にとっても有効だろう。 

ハリケーン・サンディで不動産の買い上げが行われたスタテン

島沿岸部は、気候変動に伴う海面上昇や沿岸部を襲う外力の巨大

化、火災リスクなどを考え合わせると居住地としての持続は難し

そうである。放置して自然に戻すという土地利用管理の戦略は理

に適っているかもしれない。カンタベリー地震のクライストチャ

ーチ市の持続性を左右しそうなのは、レッドゾーンの利活用と維

持管理の方法ではないか。居住機能を失った今、その場所を維持

管理する主体を地域住民に期待することはできない。訪れる人と

管理主を分離するのではなく、その場所の利活用やアクティビテ

ィが維持管理にもつながるような仕組みが必要かもしれない。 

3) レジリエンス（Resilience） 

居住環境のレジリエンスはどうか。レジリエンスには外力、逆

境、危機などに対して抵抗力で被害を抑え込み、発生した被害を

最小化する回復力という二つの側面がある。居住禁止・建築制

限・居住地移転によってリスクの回避が進み、抵抗力は高まる。

都市破壊の程度を抑えることによって、居住環境の回復時間は短

縮され、居住環境の質の低下は小さくなる。しかし、回復の加速

度（acceleration）が大きくなったわけではない（図-1）。この加速

度を高める土地利用管理のあり方を考えなければならない。 

抵抗力と回復力という単語だけではレジリエンスの広範な概

念を説明できない。世界の100都市（クライストチャーチ市とニ

ューヨーク市含む）を対象にレジリエンス向上への取り組みを支

援するプログラム（100 Resilient Cities）を創設・運営しているロ

ックフェラー財団は都市のレジリエンスに重要な特質を 7 つ挙

げている[43]。それらは①総合性（Integrated）:集合的機能,情報を

共有する力、②包括性（Inclusive）:連携性、調整能力、③省察力

（Reflective）：過去経験と証拠から熟考する力、④資源力

（Resourceful）：資源の豊かさ（ヒト、モノ、カネ）を活用・動

員する力（斜体は著者が加筆）、⑤頑強性（Robust）：災害や事故

に強い（しぶとさ）、⑥余剰性・代替性(Redundant)：予備の能力、

⑦柔軟性（Flexible）：臨機応変力[49]である。これらの力を高める

一つはグレーインフラとグリーンインフラを合わせたハイブリ

ッド型インフラ[48, 50]だと考えられる。なぜならハイブリット型は

いずれかに依存しない代替性を持ち、外力に対して自律的に回復

できるグリーンインフラの柔軟性と適応性、両者の集合と連携等

を備えている。グリーンインフラの活用は都市のアメニティを高

め、人間が環境と共生して両者のつながりを強めるというリスク

低減以外の機能を追加することにつながる。3章で述べたように

三事例共にグリーンインフラの活用が進みつつあり、これらの総

合的な効果について検証していくことが求められている。 

レジリエンスを構成する②包括性には、最も脆弱な人々を含め

た被災や生活復興に対する配慮が要請される。冒頭で述べたよう

に土地利用管理はリスク低減だけでなく、被災者の生活回復を左

右する。カンタベリー地震のレッドゾーンにおける不動産買い上

げに応じた被災者（N=2,500）に対するCERAの調査報告書によ

れば[51]、買い上げは生活を建て直すために必要であったと約 8

割（79％）が認めているが、買い上げのプロセスの明確性は68％、

意思決定に対する十分な情報提供は 61％と評価が低くなってい

る。ハリケーン・サンディのスタテン島沿岸部における参与型観

察調査[28]は、買い上げ地域選定基準の不明確さ、アフォーダブル

住宅取得の困難さ、行政の情報提供の不透明性と希薄な関与、買

い上げプロセスの長期化などの課題を指摘している。全米で買い

上げを行った自治体に対する調査[52]では税収の多い自治体のほ

うが買い上げを積極的に実施しているが、その対象は社会的に脆

弱な人々が居住する地域が多く、買い上げにおける社会的公正が

問われていると指摘している。 

 

5.おわりに 

 本稿では 3 つの災害の復興減災期における土地利用管理の仕

組みと実態を示し、それが都市の持続性、住みよさ、レジリエン

スの向上や被災者の生活回復にどのように貢献しうるか、課題は

何かについて考察した。保険料負担が住み続けることを困難にす

る可能性、不動産買い上げにおける社会的公正と透明なプロセス、

インフラや広大な居住禁止エリアの維持管理などが課題である。 

今後の研究課題は多い。第 1 に持続性（S）、住みやすさ（L）、

レジリエンス（R）を共に獲得できる計画・制度・政策の理論化

が未達である点である。本稿では土地利用管理とそれら3つをバ

ラバラに論じたに過ぎない。例えば沿岸部からの居住地移転や居

住禁止はリスク回避（R）に効果的であるが、居住域が拡大・低

密度化すると持続性や住みよさが低下する場合があり、S、L、R

のトレードオフに対する配慮が必要である。第2に複数のツール

を積み上げた土地利用管理としてではなく、一体的なシステムと

しての土地利用管理と居住環境＝f (S, L, R)の関係を分析するこ

とである。第3に居住環境のS、L、Rを土地利用管理だけでな

く、人間活動（図1）を合わせた居住環境復興メカニズムを明ら

かにしなければならない。 
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図-2  三災害における土地利用管理と復興との関係 

 

東日本大震災（日本）

リスクの回避 リスクの低減 リスクの転嫁 リスクの受容

土
地
利
用
管
理

災害危険区域

移転促進区域

居住地移転事業
土地の買い上げ

区
域
指
定
か
ら
買
い
上
げ

建築制限（2,3種）

減災住宅づくり

火災保険
・地震保険
・水災補償

海岸林, 海岸砂丘

• 土地の売却費用を新たな
住宅・土地購入に活用

• 行政による移転先造成
• 居住場所からの切り離し

より安全な居住 家財・住宅購入に
保険金を活用

巨
大
な
人
工
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

建築基準法39条、条例

防災集団移転促進事業

建築基準法39条、条例

巨大な人工型イン
フラ（防潮堤、地盤
嵩上げ）が中心で、
受容できるリスクレ
ベルの設定はなし

復
興

被災者の生活回復・住宅再建

居住環境ｆ（S, L, R）の回復・向上

住みよさ（L）
モビリティの確保
・通院、施設へのアクセス

・被災前の居住地域との行
き来や前住民との交流継続

持続性（S）
エコロジカルフットプリントの拡張と縮小
・スプロール・低密度化は都市経営コスト上昇
・森林・農地の宅地転用は環境負荷を高める
・広大な災害危険区域の維持管理

レジリエンス（R）

土地利用規制は居住環境の回復時間を
短縮したが、加速度を高めていない

カンタベリー地震（ニュージーランド）

リスクの回避 リスクの低減 リスクの転嫁 リスクの受容

被災者の生活回復・住宅再建

土
地
利
用
管
理

レッドゾーンの指定

住宅と土地の買い上げ
クラウンオファー

買
い
上
げ
か
ら
区
域
指
定

グリーンゾーン
TC1,TC2, TC3指定に
よる地盤改良と
減災住宅づくり

地震保険
・公的（EQC）
・民間

• 不動産（土地と家屋）の売
却費用を新たな住宅・土地
購入に活用

• 居住場所からの切り離し

より安全な居住 保険金による土地復旧・
住宅再建が可能

レッドゾーンを移転した被災者を

含めた市民にとってのレクリエー
ション空間にできるかどうか

人
工
イ
ン
フ
ラ
は
最
小
限
に

・洪水や海面上昇
を受容
・実験的バッファー
の計画・建設
・水際を自然化

エイボン川流域
再生計画

復
興

住みよさ（L）

レッドゾーン再生は過去、現在、
将来の市民を包括するリバブル
シティになりうるか

持続性（S）
• レッドゾーンの利活用と
維持管理の方法がSを左右するか

• 広大なレッドゾーンの維持管理

レジリエンス（R）

レッドゾーンのブルー・グリーンイン
フラ化はRの切り札となるか

居住環境ｆ（S, L, R）の回復・向上

ハリケーン・サンディ（米国）

リスクの回避 リスクの低減 リスクの転嫁 リスクの受容

被災者の生活回復・住宅再建

土
地
利
用
管
理

自然回帰

住宅と土地の買い上げ
（Buyout）

買
い
上
げ
か
ら
区
域
指
定

買上げ（Acquisition）

米国洪水保険（NFIP） Rebuild by Design
グリーンインフラ重視

自然型インフラ
人工型インフラ
ハイブリッド型インフラ

• 住宅と土地の売却費
用を新たな住宅・土地
購入に活用

• より安全な居住

• 保険料の上昇による居
住継続の困難

保険金を優先的に用
いて家財・住宅購入

居住地に隣接するウォーターフ
ロントを居住者と市民のアメニ
ティ空間にできるかどうか

居住禁止

減災住宅づくり

人
工
イ
ン
フ
ラ
は
最
小
限
に

氾濫源指定・減災住宅づくり 住宅再建資金の確保

自然型インフラは人工型と
比較して不確実性が大きい

復
興

住みよさ（L）

安心して住める場所でアフォー
ダブルな住宅に居住できるか

持続性（S）
放置して自然回帰

・気候変動に伴う海面上昇や沿岸部
を襲う外力の巨大化、火災リスク

レジリエンス（R）
• Rebuild by DesignはRを向上させるか

• 社会的公正・脆弱な人々に対する配慮
は十分か

居住環境ｆ（S, L, R）の回復・向上

- 11 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2020 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, May, 2020 

 

 

 

謝辞 

本研究は JSPS科研費17H02070 の助成を受けたものです。 

 

引用文献 

1. Freeman, P., et al., Disaster Risk Management: National Systems for the 

Comprehensive Management of Disaster Risk and Financial Strategies for Natural 

Disaster Reconstruction. 2003. 

2. Mcclure, W.R., Bartuska, T.J., The Built Environment: A Collaborative Inquiry 

Into Design and Planning. 2007. 

3. Goodyear, R., Housing in greater Christchurch after the earthquakes: Trends 

in  housing from the Census of Population and Dwellings 1991.2013   2014. 

4. Diakakis, M., et al., Hurricane Sandy mortality in the Caribbean and continental 

North America. Disaster Prevention and Management, 2015. 24(1): p. 132-148. 

5. Fire and Disaster Management Agency, Damage report of the Great East Japan 

Earthquake. 2019. 

6. U.S. Department of Housing and Urban Development's (HUD's) Office of 

Policy Development and Research (PD&R), Message From PD&R Senior 

Leadership: Hurricane Sandy Recovery. 

7. Insurance Council of New Zealand, Canterbury Earthquake. 

8. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters United Nations Office for 

Disaster Risk Reduction, Economic losses, poverty & disasters: 1998-2017. 2018. 

9. 豊田利久ほか,ニュージーランドにおける災害復興制度－現地調査を踏

まえて. 災害復興研究   2018. 10: p. 63-80. 

10. The Greater Christchurch Partnership, Resilient Greater Christchurch Plan. 

2016. 

11. Canterbury Earthquake Recovery Authority CERA, Land Zoning Policy and 

the Residential Red Zone: Responding to land damage and risk to life. 2016. 

12. Choi, A. et al., Flirting with disaster: Flood zones still uninsured zones still 

uninsured years after Sandy, in The City. 2019. 

13. Adriano, L., Many NYC residents still lack flood insurance years after 

Hurricane Sandy, in Insurance Business America  2019. 

14. 荒木裕子・北後明彦, 津波災害復興における安全性検討過程の課題考

察 , 日本災害復興学会論文集, 2018. 12: p. 1-11. 

15. 松本英里・姥浦道生., 東日本大震災後の災害危険区域の指定に関する

研究, 都市計画学会論文集, 2015. 50(3): p. 1273-1280. 

16. Regenerate Christchurch, Additional information on land in the residential red 

zone in Christchurch. 2019. 

17. O'Grady, J., After The Waves, Staten Island Homeowner Takes Sandy Buyout. 

2014, National Public Radio. 

18. Canterbury Earthquake Recovery Authority CERA, Green Zone Technical 

Category Information sheet 2011. 

19. Regenerate Christchurch, Ōtākaro Avon River Corridor Regeneration Plan. 

2019. 

20. Johnson, L.A. and L. Mamula-Seadon, Transforming Governance: How 

National Policies and Organizations for Managing Disaster Recovery Evolved 

Following the 4 September 2010 and 22 February 2011 Canterbury Earthquakes. 

Earthquake Spectra, 2014. 30(1): p. 577-605. 

21. New York Governor’s Office of Storm Recovery, NDR Action Plan for 

Community Development Block   Grant –Disaster Recovery. 2013. 

22. Durkovic, A., From Beach Resort to Bedroom Community  ：  Staten Island 

and the Impact 

of the Verrazano-Narrows Bridge. 2014, Ford ham University: New York. 

23. New York City Department of Parks & Recreation, Community Wildfire 

Protection Plan for the East Shore of Staten Island. 2012. 

24. Environmental Canterbury Regional Council, Land Use Recovery Plan. 2013. 

25. 国土交通省, 東日本大震災の被災地で行われる防災集団移転促進事業. 

2011. 

26. 岩手弁護士会ほか, 東日本大震災復興支援Ｑ＆Ａ（地震・津波被災者版）

住まいと暮らしの復興のために. 2012. 

27. New York State Governor’s Office of Storm Recovery, Rising Buyout and 

Acquisition Program Policy Manual. 2015. 

28. Binder, S.B. and A. Greer, The Devil Is in the Details: Linking Home Buyout 

Policy, Practice, and Experience After Hurricane Sandy. Politics and Governance, 

2016. 4(4): p. 97-106. 

29. New York State, Governor Cuomo Announces State to Extend Buyout Program 

for Staten Island Homeowners Affected by Superstorm Sandy. 2013. 

30. 近藤民代., 米国の巨大水害と住宅復興－ハリケーン・カトリーナ後の

政策と実践. 2020: 日本経済評論社. 

31. 国土交通省国土交通政策研究所, 水害に備えた社会システムに関する

研究. 2011, 国土交通政策研究. 

32. FEMA, National Flood Insurance Program Answers to Questions About the 

NFIP  FEMA F-084. 2011. 

33. 国土交通省, 第4次社会資本整備重点計画. 2015. 

34. 東日本大震災に係る海岸防災林の再生に関する検討会, 今後における

海岸防災林の再生について, 林野庁, Editor. 2012. 

35. 馬場美智子ほか, ニュージーランドの防災型土地利用規制に関する考

察, 都市計画論文集, 2004. 39.3: p. 601-606. 

36. Hurricane Sandy Rebuilding Task Force HUD, Hurricane Sandy Rebuilding 

Strategy. 2013. 

37. ウォウク カテリーナ, ハリケーン・サンディ復興戦略と海岸のレジリ

エンス, in  BIOCITY  61号 ,2015, ブックエンド. p. 22-29. 

38. 林春男, 災害レジリエンスと防災科学技術. 京都大学防災研究所年報, 

2016. 第59号  A    

39. Marchese, D., et al., Resilience and sustainability: Similarities and differences in 

environmental management applications. The Science of the total environment, 

2017. 613-614: p. 1275-1283. 

40. Bosher, L., Built-in resilience through disaster risk reduction: operational issues. 

Building Research and Information, 2014. 42(2): p. 240-254. 

41. Lizarralde, G., et al., A systems approach to resilience in the built environment: 

the case of Cuba. Disasters, 2015. 39: p. S76-S95. 

42. 河田惠昭, 日本水没. 2016: 朝日新聞出版. 

43. The Rockfeller Foundation and Arup, City Resilience Framework. 2015. 

44. The Economist Intelligence Unit, The Global Liveability Index 2019. 2019. 

45. Mercer, Mercer's   Global   Quality of Living   Survey 2019. 2019. 

46. Monocle, Quality of Life Survey, in Monocle. 2019. p. 41-65. 

47. Alderton, A., et al., What is the meaning of urban liveability for a city in a 

low-to-middle-income country? ,Globalization and Health, 2019. 15. 

48. 大沼あゆみ., 生態系インフラによる防災・減災（Eco-DRR）をどのよ

うに拡大していくべきか？, 環境経済・政策研究, 2018. 11(2): p. 61-64. 

49. 一般社団法人日本建築学会 建物のレジリエンスと BCP レベル指標検

討特別調査委員会, 建物のレジリエンスと BCP レベル指標検討特別調査

委員会報告書. 2020. 

50. 土木学会複合構造委員会, グリーンインフラとグレーインフラの融合

に関する研究:グレーインフラに携わる技術者の立場から 報告書. 2019. 

51. Canterbury Earthquake Recovery Authority CERA, Residential Red Zone 

Survey (of those who accepted the crown offer). 2016. 

52. Mach, K.J., et al., Managed retreat through voluntary buyouts of flood-prone 

properties. Science Advances, 2019. 5(10): p. eaax8995. 

 

- 12 -




