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The Great East Japan Earthquake (2011) implicated that it is important to consider not only complex disaster but 

also population change in long-range land use planning through the development pre-recovery plans. This study aims 
to contribute to the advancement of mitigation urban planning by developing spatial database containing information 
of complex disaster and population change and, consider its potential usage. 

The study presents the model to create long-range scenarios of urban area relocation from risk areas to safe areas in 
case municipalities as a foundation for pre-recovery planning. The model enables land use planners to understand the 
quantity of population transfer and urban area relocation by capacity calculation using the developed database. 
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1. 研究の背景と目的 

2011 年 3 月 11 日に三陸沖で発災した東北地方太平洋

沖地震は、地震、津波、土地の液状化などを伴う複合災

害であり、広域に甚大な被害を与えた。そして、被災し

た自治体で復興計画が策定される中で様々な課題が浮上

してきた。 
例えば、国土交通省の都市計画制度小委員会 1)は新た

な津波防災の考え方と土地利用上の問題点として、①安

全度をベースとした市街地区分の考え方（客観的な指標）、

②リスクに応じた建築物の用途・避難機能と立地誘導の

考え方、③将来の人口動態等に応じ、コンパクトで効率

的な市街地を形成していくための考え方を挙げている。 
また、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計（出

生中位（死亡中位）推計）2)により、2010年から2060年
までの50年間で、日本の人口は4,132万人（当初人口の

32.3％）の減少が見込まれると示されているように、現

代社会は、巨大災害だけでなく、人口減少の課題を抱え

ている。人口減少時代における都市計画としての対策に

関して、姥浦 3)は、「土地利用規制を選択的に行う必要性

に加えて可能性も生じてきている」と述べている。 
災害時の土地利用に関する対策手法の一つに、愛知県

震災復興都市計画の手引き(計画編)4)で推進されている

ような事前復興計画がある。Blanco5)は、事前復興計画に

ついて、地域に特化した詳細な研究が行われていないこ

とを課題として挙げる一方、それは土地利用計画の一つ

の要素として重要であると述べている。 
以上のように、日本の土地利用計画では災害を複合的

に捉えるだけでなく、人口増減も考慮する必要があり、

それを事前復興計画の策定を通じて検討することが重要

である。加えて、2012年8月に南海トラフ巨大地震の被

害想定見直しが行われ、被害が予想される各自治体では

こうした検討の機運が高まっている。 
そこで本研究では、人口増減と複合災害の情報を含む

空間データベースを構築し、それを用いた長期的土地利

用計画の検討例を示すことで、事前復興計画策定技術の

向上を図り、減災都市計画の展開に寄与することを目的

とする。 
 
2. 既往研究と研究の流れ 
人口と災害に関する研究として、米舛ら 6)は、人口減

少を前提にGISを用いて人口等をもとに神戸市の斜面市

街地の将来シナリオを複数作成し、それらを災害危険性

と環境保全性から評価している。 
将来シナリオ作成し、人口と災害を考慮したきめ細か

い土地利用に関する検討の有効性を明らかにしている一

方で、扱う災害は土砂災害が主で、水害は地区条件から

含まれず、また、地区レベルを対象としているため、広

域的な検討は行われていない。 
また、澤嵜ら 7)は、人口と災害を踏まえた計画事例と

して、ニューオーリンズ市復興計画（UNOP）を取り上

げ、戦略的な復興の枠組みとして人口回復率と将来の洪

水リスクをそれぞれ3段階で分類し、それらを掛け合わ

せたマトリクスを構築したこと、また、構築した枠組み

を用いて、土地のリスクを決定づけるものとして3段階

のポリシーエリアを設定し、3 つの復興シナリオを作成

し、住民参加の会議を通して 終的な復興計画の案を検

討したことを明らかにしている。 
このようなUNOPの計画策定技法は、日本における事
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前復興計画や復興計画の策定の際の参考となることを提

示している一方で、UNOPにおいて考慮されている災害

は洪水のみであり、また、UNOPは事前復興計画ではな

く、事後の復興計画である。 
以上のように、人口と災害に関する研究はなされては

いるが、巨大地震発生後の復興を支える複合災害や人口

増減の情報を踏まえた土地利用（事前復興）計画策定に

関する研究は非常に少ないのが現状である。よって、本

研究の独自性は、災害を複合的に捉えることに加え、災

害だけでなく、人口増減を指標として組み込んだ空間デ

ータベースを構築し、それを用いた長期的土地利用計画

の検討例を具体的に示し、事前復興計画策定技術の向上

に貢献することである。 
研究の流れを【図-1】に示す。南海トラフ巨大地震の

被害が想定される東海4県（愛知県・岐阜県・三重県・

静岡県）を対象に、人口増減と複合災害の情報を含む空

間データベースを構築し（3章）、そのデータベースを用

いて東海4県の人口増減と複合災害の関係性を明らかに

し（4章）、具体的な市町を対象に事前復興計画のベース

となる市街地の移転計画のシナリオを作成するモデルを

提示した（5章）。 
なお、5 章の活用方法に関して、本研究では独自の設

定条件でモデルを示しているが、計画の実現性を向上さ

せるためには、実際には、「計画フレームの設定」「シナ

リオの条件設定」「シナリオの評価」の段階で住民参加を

実施し、住民の意向を考慮することが重要である。 

1.
対象区域の設定

第 3章
空間データベースの構築

第 5章
空間データベースの活用方法

第 4章
東海 4県の人口増減と
複合災害の関係性

計画フレーム
の再設定

データベースへのフィードバック
住
民
参
加
・
意
向
反
映

2.
データの収集

4-1.
対象区域の現状把握

4-2.
対象区域の課題抽出3.

データの修正・結合

5.
計画フレームの設定

6.
シナリオの条件設定

7.
移転シナリオの作成

8.
シナリオの評価

望ましいシナリオの作成  
【図-1】研究の流れ 

 
3. 空間データベースの構築 
3-1. 各種災害リスク・人口増減データの作成 
人口増減と複合災害の情報を含む空間データベースの

構築方法(1)を述べる。GIS を用いて東海 4 県を対象とし

た100mメッシュ(2)に、まず【表-1】の津波、液状化、土

砂災害、洪水、人口増減（年平均人口増加率）、土地利用

データを結合した。津波、土砂災害、洪水、土地利用は

【表-1】のデータをそのまま用い、液状化は国土交通省

国土地理院が公表している簡便な評価手法 9)を用いた。

ただし、簡便な評価手法では土地条件図が用いられてい

るが、東海4県では全域で整備されてないため、代替的

に自然環境条件図を用いた。また、人口増減は平成 22
年と平成17年の2時点から算出した年平均人口増加率を

用いた。 

【表-1】使用したデータ一覧 

津波 名古屋大学川崎浩司准教授 作成 
「東海・東南海・南海三連動型地震津波データ」 

液状化 国土調査（国土交通省 国土政策局 国土情報課） 
「自然環境条件図」 

土砂災害 国土数値情報（国土交通省 国土政策局 国土情報課） 
「平成22年 土砂災害危険箇所データ」 

洪水 国土数値情報（国土交通省 国土政策局 国土情報課） 
「平成24年 浸水想定区域データ」 

人口 
e-Stat 政府の統計窓口（総務省 統計局） 
「平成22年国勢調査（小地域）2010/10/01」 
「平成17年国勢調査（小地域）2010/10/01」 

土地利用 国土数値情報（国土交通省 国土政策局 国土情報課） 
「平成21年度 都市地域土地利用細分メッシュデータ」 

 
3-2. 各種データの区分化 
土地利用以外の結合したデータは、活用を容易にする

ために、各種資料(3)を参考にしつつ、【表-2】のように区

分化した。なお、人口増減の区分については、一般的に

は、増加、停滞、減少の3区分が考えられるが、人口減

少社会では大部分が減少となる。そこで、本研究では東

海4県の中での相対的な人口増減を把握するため、年平

均人口増加率を結合した東海 4 県の 100m メッシュの総

数が3つに等量となるように分割した値を3区分の基準

として用いた。 
【表-2】データの区分 

無 小 中 大
0m 0-2m 2-6m 6m-

無 小 中 大 評価範囲外

5-22、25 4 1、2 3、23 24

無

0
無 小 中 大
0m 0-0.5m 0.5-2.0m 2.0m-

減少側 平均的 増加側

年平均人口増加率
＜-2.656142

-2.656142≦年平均人口増加率
＜-1.030775

-1.030775≦
年平均人口増加率

洪水（浸水深）

人口増減（平成22年-平成H17年の
年平均人口増加率）

有

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11

津波（津波浸水深）

液状化（自然環境条件図の区分
コード）

土砂災害（土砂災害危険箇所
データの区分コード）

 
以上の空間データベース構築の一連の作業工程をフロ

ー図としたものを【図-2】に示す。 

人口・災害・土地利用データの入手
各種データの入手

簡易評価

H22 人口
（小地域）

H17 人口
（小地域）

年平均人口
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津波
データ

自然環境
条件図

土砂災害
データ

洪水
データ

土地利用
データ

対象区域の設定（東海４県：愛知県・岐阜県・三重県・静岡県）

100mメッ
シュの作成

人口増減
データ

液状化
データ

人口区分
データ

津波区分
データ

液状化区分
データ

土砂区分
データ

洪水区分
データ

人口増減
区分
・増加側
・平均的
・減少側

津波区分
・無
・小
・中
・大

液状化区分
・無
・小
・中
・大

・評価範囲外

土砂災害
区分
・無
・有

洪水区分
・無
・小
・中
・大

各種データの
区分化

結合

人口増減と複合災害の情報を含む空間データベースの構築  

【図-2】空間データベース構築フロー 

 
4. 東海4県の人口増減と複合災害の関係性 
4-1. 災害別の特徴 
構築した空間データベースを用いて東海4県の人口増

減と複合災害の関係性を考察(4)した。災害が複合的とな

れば、対策も重層的に実施することが必要となると考え

られるため、まずメッシュごとに災害の危険性が単体も

しくは複合的なものかを判断し、複合的な場合に関して
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は、各災害に対し、他の災害との関連性を把握するため、

【図-3】のように災害別に単災害・複合災害の各組み合

わせの占める割合を求めた。 
各災害の単災害と複合災害の割合に着目し、複合災害

の割合が多い順に並べると、洪水（約 95％）、津波（約

80％）、液状化（約52％）、土砂災害（約8％）となった。 
また、各災害の複合災害のうち、 も高い割合の項目

は、津波は津波・液状化・洪水の約42％、液状化は液状

化・洪水の約24％、土砂災害は液状化・土砂災害の約6％、

洪水は液状化・洪水の約61％であり、 も割合の高い組

み合わせにはいずれも液状化が含まれることが分かった。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
土砂災害
津波・土砂災害
液状化・土砂災害

土砂災害・洪水
津波・液状化・土砂災害
津波・土砂災害・洪水

液状化・土砂災害・洪水
津波・液状化・土砂災害・洪水
液状化“評価範囲外”の除外分

単災害（約92％） 複合災害（約8％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
洪水
津波・洪水
液状化・洪水

土砂災害・洪水
津波・液状化・洪水
津波・土砂災害・洪水

液状化・土砂災害・洪水
津波・液状化・土砂災害・洪水
液状化“評価範囲外”の除外分

単災害（約5％） 複合災害（約95％）

土
砂
災
害
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液状化
津波・液状化
液状化・土砂災害

液状化・洪水
津波・液状化・土砂災害
津波・液状化・洪水

液状化・土砂災害・洪水
津波・液状化・土砂災害・洪水
液状化“評価範囲外”の除外分

単災害（約48％） 複合災害（52％）

液
状
化

洪
水
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津波・液状化
津波・土砂災害
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津波・液状化・土砂災害・洪水
液状化“評価範囲外”の除外分

単災害（約17％） 複合災害（約80％）

津
波

 

【図-3】東海4県の単災害・複合災害の状況 

4-2. 人口増減別の特徴 
災害復興に関して、加藤 10)は「災害復興の 6 法則」の

中で、「災害、そして復興は社会のトレンドを加速させる」、

「復興は従前の問題を深刻化させて噴出させる」ことを

挙げている。すなわち、平常時に人口減少が問題視され

ている地域にて災害が発生した場合、人口減少が顕著と

なって生じるということである。 
そこで、災害の複合性のみならず、人口増減によって

も対策の方針は異なることが考えられるため、構築した

空間データベースを用いて【図-4】のように人口増減別

に単災害・複合災害の各組み合わせの占める割合を求め、

東海4県の人口増減と災害との関係性を考察した。 
無被害の占める割合に着目すると、増加側が も少な

く約55%で、減少側が も多く約77%を占めた。従って、

東海4県では災害危険性の高いエリアで相対的に人口増

減が増加側に寄っていることが分かった。また、増加側

で も割合が高い項目は、単災害では津波、液状化、洪

水の3項目であり、複合災害では津波・液状化、津波・

洪水、液状化・洪水、土砂災害・洪水、津波・液状化・

洪水、液状化・土砂災害・洪水の6項目であった。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

増
加
側

平
均
的

減
少
側

計

無被害 単災害 津波 単災害 液状化

単災害 土砂災害 単災害 洪水 複合災害 津波・液状化

複合災害 津波・土砂災害 複合災害 津波・洪水 複合災害 液状化・土砂災害

複合災害 液状化・洪水 複合災害 土砂災害・洪水 複合災害 津波・液状化・土砂災害

複合災害 津波・液状化・洪水 複合災害 津波・土砂災害・洪水 複合災害 液状化・土砂災害・洪水

複合災害 津波・液状化・土砂災害・洪水 液状化“評価範囲外”の除外分

無被害(約55％)

無被害(約67％)

無被害(約77％)

無被害(約66％)

 
【図-4】東海4県の人口増減別の単災害・複合災害の状況 

 
5. 空間データベースの活用方法 
5-1. 移転計画（シナリオ）策定の準備 

復興計画の大きな課題の一つに、迅速性が挙げられる。

復興計画は、将来を見越した長期的な計画が望まれるが、

現実に被災した直後、日常の生活が破壊された従前の居

住者、権利者にとっては、現実的早急な居住回復と従前

の生活環境・機能の回復が重要であり、また、行政にと

っても、限られた時間で短期に復興計画を作成し、合意

形成を迅速にやらなければならないとすると、長期的、

総合的な検討をする余裕を見つけるのが困難である 11)。 
そのため、迅速な計画策定に向けて、具体的な被災後

のイメージができるような移転計画のシナリオを作成す

ることが重要となる。そこで、構築した空間データベー

スを活用して、長期的な土地利用計画のベースとなる市

街地の移転計画のシナリオを作成するケーススタディを

行い、データベース活用の一つのモデルを提示する。 
ケーススタディの対象地は静岡県吉田町と三重県尾鷲

市中心部(5)とした。この 2 つの対象地は、国土交通省中

部地方整備局の地震・津波災害に強いまちづくり検討委

員会における検討の対象地となっている 12)。また、地形

条件に関しても、吉田町が海岸平野、尾鷲市が半島・島

しょと異なる地域である。なお、山間部が大部分を占め

る尾鷲市に関しては、山や海を跨ぐような移転は考えに

くいことからも、中心部のみを対象にした検討を行った。

このように、全市を対象にした場合と、中心部を対象に

した場合の異なる空間レベルを扱うことで、様々なレベ

ルに対応できることも示唆できる。 
移転計画の策定は、将来を見据えた長期的な視点で検

討することが重要である。そこで、空間データベースの

人口を、将来人口である2040年の人口(6)を用いて検討し

た。なお、空間データベース構築時の人口は小地域区分

のデータを単にメッシュの面積按分で求めていることか

ら、土地利用による人口数の違いが生じないことなどの

課題が生じるためGIS上で補正(7)を行った。 
移転計画において、まず移転すべき場所（以下、Risk 

Area）と移転を受け入れる場所（以下、Safe Area）を人

口増減や複合災害を考慮しながら【図-5】のように設定

した。 
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【図-5】Risk Area（  ）とSafe Area（  ）の選定場所 

災害の危険性が高い地域は勿論であるが、人口減少時

代において、長期的に見た場合、安全性だけでなく持続

性の観点からも、人口減少が著しい地域の撤退も視野に

入れる必要がある。そこで、災害危険性があり、人口が

相対的に減少している場所は、他の場所に比べ、災害危

険性の程度が低くても移転すべき場所となるようにRisk 
Areaを設定した。加えて、複数の災害危険性が存在する

場所は、対策が複合的に求められるため、安全性だけで

なく、設備の維持管理や財政面などから考慮しても、撤

退も視野に入れる必要があるため、災害危険性の程度は

問わず、同様にRisk Areaとして設定した。一方で、移転

を受け入れる場所に関しては、程度によらず、災害危険

性のある場所に移転しては本末転倒であるため、人口増

減による違いは考慮せず、災害危険性の無い（災害の個

数が0個の）場所をSafe Areaとして設定した。 
なお、本研究ではRisk AreaやSafe Areaの設定を独自

に設定しているが、実際には、住民の意向や自治体の政

策、地域の実状などを踏まえて設定する必要がある。 
また、移転計画を検討する際の指標として、人口密度

と土地利用を用いる。すなわち、移転計画では、Risk Area
からSafe Areaに移転したときに、人口密度や土地利用が

どのように変化するかを図化し、把握することを目的と

した。 
ここで、都市計画にとって、市街地の密度は環境水準

を決める重要な基礎概念の一つであり、都市計画の現況

調査・計画立案・制度適用など、さまざまな過程で頻繁

に使用されるものである。また、密度といってもさまざ

まな密度指標があるが、人口密度は、特に人口と土地の

関係を示す指標として用いられる 13)ことからも、人口密

度を、都市の形態をイメージできる要素の一つとしてシ

ナリオ検討に活用することとした。 
以上を踏まえ、静岡県吉田町及び三重県尾鷲市中心部

のRisk AreaとSafe Areaの土地利用別の人口・面積・人

口密度を【表-3】に示す(8)。 
静岡県吉田町の Risk Area の土地利用は、Building が

29％と も占める割合が多く、Farm が 19％、Forest が
16％と同等の面積を占めている。一方、Safe Areaの土地

利用は、約7割がFarmである。BuildingもSafe Areaに
含まれてはいるが、割合としては20％程度である。また、 

【表-3】Risk Area とSafe Areaの土地利用別の人口・面積・ 

人口密度 
Farm Forest Building Others Water Total

人口[人] 606 222 2067 206 56 3158
面積[㎢] 0.51 0.41 0.77 0.34 0.62 2.65
人口密度[人/㎢] 1184.39 542.89 2668.72 610.35 90.78 1190.57

人口[人] 565 52 486 0 4 1106
面積[㎢] 0.78 0.03 0.22 0.00 0.09 1.13
人口密度[人/㎢] 726.77 1549.22 2170.88 0.00 43.79 979.84

Farm Forest Building Others Water Total
人口[人] 111 526 4831 148 47 5664
面積[㎢] 0.21 2.96 3.01 0.96 0.38 7.53
人口密度[人/㎢] 529.51 177.53 1602.67 154.08 123.22 751.91

人口[人] 67 174 136 15 1 393
面積[㎢] 0.38 5.53 0.10 0.12 0.01 6.14
人口密度[人/㎢] 176.63 31.37 1362.63 124.56 56.36 63.89

Risk
Area

Safe
Area

Risk
Area

Safe
Area

三重県尾鷲市中心部

静岡県吉田町

 
静岡県吉田町におけるRisk Areaの総面積は2.65㎢であ

るのに対して、Safe Areaの総面積は1.13㎢であることが

分かる。 
三重県尾鷲市中心部の Risk Area の土地利用は、

Building が 40％と も占める割合が多く、Forest が39％
とほぼ同等で、Farmが3％となっている。一方、Safe Area
の土地利用は、Forest が 90％と大部分を占めている。次

いでFarmが 6％で、Building はわずか 2％であり、面積

としては0.10㎢程度である。また、三重県尾鷲市中心部

におけるRisk Areaの総面積は7.53㎢であるのに対して、

Safe Areaの総面積は6.14㎢であることが分かる。 
5-2. 移転計画（シナリオ）の策定 
移転計画（シナリオ）策定の前提条件として、①移転

は全てSafe Area内で完結させること、②Risk Areaで移

転の対象とするのは土地利用がBuilding のみであること、

③土地利用がOthersとWaterは扱わないことの3点を設

定した。そのうえで、Risk Area及びSafe Areaの設定を

踏まえ、【表-4】に示す通り、次の極端な3つのシナリオ

を作成した。 
【表-4】3つの移転シナリオ 

1
旧来の市街地(Safe AreaのBuilding)の人口
密度を保持するために、Safe AreaのBuilding
には移転しない

2
Safe AreaのFarm/Forestを移転の受け入れ
場所として利用する

3
旧来の市街地(Risk AreaのBuilding)の人口
密度を保持しながらFarm/Forestへ移転し、
余剰のFarm/Forestは保全する

4
Farm/Forestへの移転は人口密度の高い場
所へ優先的に移転する

1
農地・森林を保全するため、Safe Areaの
Farm/Forestでは移転を受け入れない

2
Safe AreaのBuildingを移転の受け入れ場所
として利用する

3
Safe AreaのBuildingへの移転には人口密度
の上限を設定しない

4
Safe AreaのBuildingへの移転は人口密度の
低い場所から順に均しながら行う

1

目指すべき市街地の形態に誘導するために
Safe AreaのBuildingへの移転時に人口密度
の上限（吉田町：4,000人/㎢、尾鷲市：

15,000人/㎢）を設定する(9)

2
Safe AreaのBuildingへの移転は人口密度の
低い場所から順に均しながら行う

3
上限を超えた分は、人口密度の上限設定を
そのままにSafe AreaのFarm/Forestへ移転
し、余剰のFarm/Forestは保全する

4
Farm/Forestへの移転は人口密度の高い場
所へ優先的に移転する

※移転した箇所のSafe AreaのFarm/Forestと移転後のRisk AreaのBuildingの土地利用をそれぞれBuilding、Siteに変更する

①
農
地
・
森
林
開
発
型

　
シ
ナ
リ
オ

②
農
地
・
森
林
保
全
型

　
シ
ナ
リ
オ

③
人
口
密
度
誘
導
型

　
シ
ナ
リ
オ

農地・森林を保全するため、
移転を受け入れない

Safe Area の人口密度の上限を設
定せずに、人口密度の低い場所か
ら優先的に均しながら移転する

Risk Area
(Building)

Safe Area
(Building)

Safe Area
(Farm/
    Forest)

Safe Area
(Building)

Safe Area
(Farm/
    Forest)

上限を超えた分は、人口密度の高い
場所へ優先的に、同じ人口密度の上
限で移転する

Safe Area の人口密度の上限を
設定する
・吉田町：4,000 人 /㎢
・尾鷲市：15,000 人 / ㎢

4,000 人 /㎢ ⇒ 低密度戸建住宅地・計画密度
15,000 人 / ㎢ ⇒ 高密度戸建住宅地・近隣住区論

Risk Area
(Building)

旧来の市街地 (Risk Area) の人口密度を上限として、
人口密度の高い場所へ優先的に移転する

旧来の市街地 (Safe Area) の人口密度
を保持するため、移転を受け入れない

Risk Area
(Building)

Safe Area
(Building)

Safe Area
(Farm/
    Forest)

 
市街地の人口密度が変わるということは、市街地の形

態が変化するということであり、住民のライフスタイル

が変化するということである。そこで、①農地・森林開

発型シナリオは、移転前後で住民のライフスタイルを変

化させない（人口密度を変えない）ようにするため、農

地・森林の開発を行ったシナリオである。 
環境保全活動が盛んに行われるようになり、また、今

後人口が減少していき、コンパクトに市街地をまとめて
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いく方向性となった時代においては、できる限り緑の量

を確保するため、既存の農地・森林を保全する必要があ

る。そこで、②農地・森林保全型シナリオは、既存の農

地・森林を保全するため、移転前後で農地・森林の量を

変化させない（農地・森林の開発をせず、既存の災害危

険性の無い建物用地に移転を行う）シナリオである。 
人口密度は市街地の形態をイメージできる要素の一つ

であるため、移転後の人口密度を設定することが、移転

後の市街地のイメージを形づくることに繋がる。そこで、

③人口密度誘導型シナリオは、移転先の人口密度の上限

をあらかじめ設定したシナリオである。なお、移転の際、

開発が行いやすいことが想定される人口密度の低い場所

から優先的に均しながら移転を行う。また、上限内で収

まらない場合、農地・森林の中でも人口密度が高い場所

から開発して移転を行う。 
なお、本分析は、人口と土地の長期的な容量計算を行

い、移転人口の量を把握しているのであり、実際には玉

突きの移転が起こる。つまり、移転のシナリオは危険性

のある地域全ての人が同時に移転する集団移転を想定し

ているわけではない。 
5-3. 静岡県吉田町におけるケーススタディ 
静岡県吉田町の2040年の移転前の人口密度を【図-6】

に、3つのシナリオの人口密度を【図-7】【図-8】【図-9】
に示した。また、各シナリオの土地利用別の人口・面積

と移転前との差を【表-5】にまとめた。 
①農地・森林開発型シナリオでは、移転元の人口密度

は 2,668.71 人/㎢、移転後の移転先の人口密度は 3,312.27
人/㎢であり、移転元よりも値が大きく、Safe AreaのFarm
とForest の面積すべてを開発しても移転元の人口密度が

維持できないことが分かった。 
②農地・森林保全型シナリオでは、移転元の人口密度

は 2,668.71 人/㎢、移転前の移転先の人口密度は 2,226.54
人/㎢で、移転後の移転先の人口密度は 11,413.25 人/㎢で

あり、移転元や移転前の移転先よりもそれぞれ約4.28倍、

約5.26倍の人口密度となることが分かった。 
③人口密度誘導型シナリオでは、Safe AreaのBuilding

へ上限 4,000 人/㎢まで移転した場合、409 人は移転可能

であったが、残りの 1,658 人は Farm の 0.49 ㎢と Forest
の0.03㎢の開発で受け入れる必要があった。 
5-4. 三重県尾鷲市中心部におけるケーススタディ 
三重県尾鷲市中心部の 2040 年の移転前の人口密度を

【図-10】に、3 つのシナリオの人口密度を【図-11】【図

-12】【図-13】に示した。また、各シナリオの土地利用別

の人口・面積と移転前との差を【表-6】にまとめた。 
①農地・森林開発型シナリオでは、移転元の人口密度

は 1,602.67 人/㎢、移転後の移転先の人口密度は 857.75
人/㎢であり、移転元よりも値が小さく、移転元の人口密

度で開発した場合、Safe AreaのFarmとForestは一部の

開発で済むことが分かった。 

②農地・森林保全型シナリオでは、移転元の人口密度

は 1,602.67 人/㎢、移転前の移転先の人口密度は 1,362.63
人/㎢で、移転後の移転先の人口密度は49,671.95 人/㎢で

あり、移転元や移転前の移転先よりもそれぞれ約 30.99
倍、約36.45倍の人口密度となることが分かった。 
③人口密度誘導型シナリオでは、Safe AreaのBuilding

へ上限15,000人/㎢まで移転した場合、1,364人は移転可

能であったが、残りの 3,467 人は Farm の 0.06 ㎢と

Forestの0.18㎢で受け入れる必要があった。 
5-5. 移転跡地の活用 
移転計画において移転先の検討を行うことは重要なこ

とであるが、他に検討すべき点の一つに、移転した後の

移転跡地の活用方法がある。移転跡地は災害危険区域等

の指定がかけられるため、住宅の再建等の都市的土地利

用が困難になる。そのような土地を公園や農地として位

置付けることも考えられるが、公園の場合、整備費用は

国負担としても、莫大な維持管理費用は自治体負担にな

る。また、農地の場合も、その土地で誰が生産するかの

見通しは立っていない。このように、人口減少時代の中

で、都市的土地利用をどのように自然的土地利用に転換

していくかは大きな課題となっている 14)。 
その点に関して姥浦 15）は、プラスの土地利用を探るこ

とは重要であるが、そのために維持管理コストがかかり、

むしろマイナスになる土地利用となってはならず、従っ

て、場合によっては活用しない、放置する土地（震災後

の自然の植生遷移を示す土地）についても積極的に位置

づける必要があるとしている。 
そこで本研究では、静岡県吉田町および三重県尾鷲市

中心部について、各シナリオの移転操作後に、移転跡地

（Site）を一つの活用例として全てForestに転換する検討

を行った。 
跡地活用前後の Forest の量を検討した結果、【図-14】

のとおりとなった。 
静岡県吉田町は全域的に見ても森林の割合が少ない市

町村である。その中で、①農地・森林開発型シナリオと

③人口密度誘導型シナリオでは、農地・森林を開発し、

ともに森林の面積は0.03㎢減少していた。しかし、面積

が0.77㎢を占める移転跡地を森林に転換した場合、全て

のシナリオで移転前よりもForestの面積は増加した。 
また、三重県尾鷲市中心部は市の大部分が森林である。

その中で、②農地・森林保全型シナリオは農地・森林を

開発しないため、移転前後で森林の面積は変化していな

いが、①農地・森林開発型シナリオ、③人口密度誘導型

シナリオでは、農地・森林を開発し、それぞれ森林の面

積は2.79㎢、0.18㎢減少していた。しかし、面積が3.01
㎢を占める移転跡地を森林に転換した場合、全てのシナ

リオで移転前よりもForestの面積は増加した。 
このように、どちらの対象地においても、移転後に

Forestが減少する①農地・森林開発型シナリオや③人口 
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【図-6】吉田町の2040年における移転前の人口密度 

 

 
【図-7】吉田町①農地・森林開発型シナリオの人口密度 

 
【表-5】静岡県吉田町における土地利用別人口・面積と移転 

前との差 

Farm Forest Building Others Water Site Total
人口[人] 5850 435 21939 629 217 0 29070

面積[㎢] 6.00 0.82 8.67 0.93 3.36 0.77 20.55

人口密度[人/㎢] 975.19 533.00 2531.26 678.94 64.66 0.00 1414.90

移転前との人口差 -565 -52 616 0 0
移転前との面積差 -0.78 -0.03 0.04 0.00 0.00

人口[人] 6414 486 21323 629 217 0 29070

面積[㎢] 6.78 0.85 7.86 0.93 3.36 0.77 20.55

人口密度[人/㎢] 946.71 572.94 2713.83 678.94 64.66 0.00 1414.90

移転前との人口差 0 0 0 0 0
移転前との面積差 0.00 0.00 -0.77 0.00 0.00

人口[人] 6041 437 21746 629 217 0 29070

面積[㎢] 6.28 0.82 8.38 0.93 3.36 0.77 20.55

人口密度[人/㎢] 961.43 533.31 2595.25 678.94 64.66 0.00 1414.90

移転前との人口差 -373 -50 423 0 0
移転前との面積差 -0.49 -0.03 -0.25 0.00 0.00
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【図-8】吉田町②農地・森林保全型シナリオの人口密度 

 

 
【図-9】吉田町③人口密度誘導型シナリオの人口密度 

 
密度誘導型シナリオも含めて、全てのシナリオで移転前

よりもForest の面積が増加することが分かった。このこ

とは、森林を開発することで、緑の総量が減少した場合

に、跡地を森林として活用することで、開発前の緑の総

量を維持できるということである。 
 
6. 総括 
本研究では、人口増減と複合災害の情報を含む空間デ

ータベースを構築し、それを用いた長期的土地利用計画

の検討例を示した。事前復興計画のベースとなる移転計 
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【図-10】尾鷲市中心部の2040年における移転前の人口密度 

 

【図-11】尾鷲市中心部①農地・森林開発型シナリオの人口密度 

 
【表-6】三重県尾鷲市中心部における土地利用別の人口・面 

積と移転前との差 

Farm Forest Building Others Water Site Total
人口[人] 200 888 6794 193 48 0 8122

面積[㎢] 0.50 14.37 4.07 1.15 0.39 3.01 23.51

人口密度[人/㎢] 395.87 61.75 1670.92 167.65 121.30 0.00 345.55

移転前との人口差 -67 -170 237 0 0
移転前との面積差 -0.38 -2.79 0.15 0.00 0.00

人口[人] 267 1058 6557 193 48 0 8122

面積[㎢] 0.88 17.16 0.90 1.15 0.39 3.01 23.51

人口密度[人/㎢] 303.16 61.62 7285.33 167.65 121.30 0.00 345.55

移転前との人口差 0 0 0 0 0
移転前との面積差 0.00 0.00 -3.01 0.00 0.00

人口[人] 229 925 6727 193 48 0 8122

面積[㎢] 0.82 16.98 1.14 1.15 0.39 3.01 23.51

人口密度[人/㎢] 279.56 54.47 5886.54 167.65 121.30 0.00 345.55

移転前との人口差 -37 -133 170 0 0
移転前との面積差 -0.06 -0.18 -2.77 0.00 0.00
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【図-12】尾鷲市中心部②農地・森林保全型シナリオの人口密度 

 
【図-13】尾鷲市中心部③人口密度誘導型シナリオの人口密度 

 
画での活用においては、将来人口も考慮することで、長

期的な人口減少を見据えた結果を示すことができた。ま

た、都市の形態をイメージできる一つの要素として人口

密度を用いて、①農地・森林開発型シナリオ、②農地・

森林保全型シナリオ、③人口密度誘導型シナリオの3つ
のシナリオを作成し、検討を行うことができた。そして

シナリオの検討においては、移転先の議論だけでなく、

移転跡地の活用方法もあわせて検討できることが重要で

あり、空間データベースを活用する利点であった。 
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【図-14】各シナリオの移転前後おけるForestの変化量 

本研究は、各シナリオの移転の量の把握を主眼に置く

もので、課題・展望は以下の通りである。 
・移転計画では自治体内に限った検討を行っているため

農地・森林開発型のシナリオを作成しているが、「農

地・森林を開発して移転する人口＝隣接自治体へ移転

すべき人口」と考えることもでき、その場合、自治体

を超えた広域的な連携が求められる。 
・移転元や移転先の選定条件、シナリオ作成、シナリオ

評価は、本来、地域の実状や住民参加により得られた

住民意向に沿って注意深く検討する必要があり、空間

データベースはその意思決定支援ツールに過ぎない。 
・インフラ整備率や市街地維持コスト等のデータも含め

るとより総合的な検討が可能となる。 
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ミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造）「レ

ジリエントな都市圏創造を実現するプランニング技術の

提案と実装」及び文部科学省受託研究プロジェクト「南

海トラフ広域地震防災研究プロジェクト」の一部として

実施したものである。 
 
補注 
(1) 本研究は、澤嵜ら 8)の研究で構築された空間データベースを

基にしているため、詳細は参考文献を参照して頂きたい。 
(2) GIS上で結合に用いるベースデータとして小地域界が考えら

れるが、小地域界毎に面積の差異が著しく異なるため、不均

質になるだけでなく、面積の大きな地域ほど結合時の精度が

粗くなる。そこで、本研究ではベースデータとして、100m
メッシュを作成し、そのメッシュに結合することで、精度を

細かく、面積を均質にした。 
(3) 津波は、「東北大学災害制御研究センター 越村准教授提供資

料，東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関

する専門調査会 第８回会合」、液状化は、「自治体担当者の

ための防災地理情報利活用マニュアル（案）－土地条件図の

数値データを使用した簡便な災害危険性評価手法－，国土交

通省国土地理院，国土地理院技術資料 D･1-No.479，2007.3」、
洪水は、「洪水・内水ハザードマップの見方・使い方，名古

屋市消防局防災室，平成22年6月」を区分の根拠とした。 
(4) 澤嵜ら 8)の研究では本研究と同様の空間データベースを用

いて人口増減と複合災害を考慮した土地の類型化を行って

いるため、本研究の参考として頂きたい。 
(5) 三重県尾鷲市の地域区分である尾鷲北地域と尾鷲南地域を

含む都市計画区域を尾鷲市中心部の対象範囲とする。 
(6) 国立社会保障・人口問題研究所の市区町村別2040年人口推

計を指標として用いた。静岡県吉田町は 2010 年人口を 100

とすると2040年人口は97.5で、三重県尾鷲市は51.5となる。

そこで、将来の人口減少を考慮するために、静岡県吉田町は

人口×0.975を、三重県尾鷲市は人口×0.515を行い、その値

を移転計画のシナリオ検討に用いた。 
(7) 土地利用を考慮した人口の重みづけを行うために国土交通

省国土地理院の基盤地図情報の建築物データを用いて、人口

データの境界単位である小地域毎の土地利用別建築物棟数

割合を算出し、その割合で人口数を振り分け、再度、人口密

度と人口を計算させた。 
 (8) 土地利用細分メッシュデータの凡例を分かりやすくするた

め、田/その他の農用地を Farm、森林/荒地を Forest、建物用

地をBuilding、道路/鉄道/その他の用地/ゴルフ場をOthers、河
川地及び湖沼/海浜/海水域をWaterとまとめた。また、移転跡

地を便宜上Siteと設定した。 
(9) シナリオの人口密度の上限設定の根拠として、「谷口守，松

中亮治，中道久美子：ありふれたまちかど図鑑住宅地から考

えるコンパクトなまちづくり，技法堂出版，2007.3」を参考

とした。 
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