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農林水産政策研究所セミナー 2011年7月21日

 はじめに： 何故、今、スマトラ沖地震なのか。

 世界では災害の復旧・復興時に何が、どのように行

われているのか。

 わが国のフードシステムの「盲点」は何か。

 わが国の復興構想の「盲点」は何か。

 まとめ： 「何をしてはいけないのか」。
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 2011年3月11日
 マグニチュード 9.0
 死者

15,555人
 行方不明者 5,344人
 負傷者 5,688人
 南北500Km、

 東西200Km、

 2004年12月26日
 マグニチュード 9.3
 死者・行方不明者 30万人

（死者は約23万人）

 被災者 500万人

 経済的損失： 115億ドル

（約9,200億円、＄１＝¥80）
 インドネシア、スリランカ、タイ、

など10か国程度
主権が異なる複数の国々が、
こうした災害からどのようにして

復興してきたか、
その際、何を行うべきか、

「何をしてはいけないのか」

出典：UNDP資料
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 2005年2月17日にUNDP（国連環境計画）が中心となり、津波災害を受けた国や、
想定される利害関係者が集まり対応策を協議。

 復旧・復興に関する被災者間の国際的な原則の、「原案」を作成

＝＞これが「最低限必要な原理原則」

 全12項目で構成され、全体方針を定めた第１原則は以下のとおり。

 「地域ごとの早期警戒システムを構築し、科学的根拠
に基づくマッピングされた“基準線（reference line)”
を作り、各国において建築の制限、緑地帯および他の
非建築地域の仕組みを適用することにより、自然災害
に対する沿岸コミュニティの脆弱性を減少させる。
個別地域における意思決定ではパブリック・エンゲー
ジメントを含み、統合された沿岸地域管理というコンセ
プトを用いて、迅速なアセスメント、ゾーニング、そして
計画のプロセスを以下の個別内容に適用する。

出典： UNDP資料

３つの
アクション・プラン

１．「カイロ原則」の
最終決定

２．データに基づく
正確なマッピング

３．各国において

「カイロ原則」に基づい
た個別対策法を作る
ための法的サポート
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 ２００４．１２．２６．震災

 ２００５．０１．１１．UNEP Comprehensive Situation Report
 ２００５．０２．０３．UNEP Asian Tsunami Disaster Task Force
 ２００５．０２．１７．The Cairo Principlesで「復旧・復興の大枠」を決定

 ２００５．０２．２２．Rapid Environmental Assessment
 ２００５．０２．２８．Regional Strategies Framework

（地域戦略枠組み決定）

コンソーシアム（CONSRN)を作り、判断基準を明確化

 ２００５．０６． 各国で具体策が登場

 ２００５．０６～１０．各国で個別の状況報告が登場
 2008.                 Post-Tsunami Recovery Activities 2004-2007

震災後、即座に状況把握、初期の救命・救急対応と並行して、
＝＞ 60日後には国際的な復旧・復興活動のタスク・フォースを作り、
＝＞80日後には関係各国間で共有可能な復旧・復興の大枠を作り、
＝＞100日後には地域戦略のフレームワークの作成まで落とし込む。

さらに３か月程度で各国の具体策作成につなげる。
そして、3年経過時点で、これまでの活動の総括を行う。

出典：〔1〕APIFIC and FAO, “Rehabilitation of fisheries and aquaculture in tsunami affected countries in Asia”
http://www.apfic.org/apfic_downloads/tsunami/2005-09.pdf （2005年9月）
邦訳：三石誠司「アジアにおける津波災害を受けた国々の漁業と水産業の復興：地域戦略のフレームワーク」

『のびゆく農業』997号、農政調査委員会、2011年6月．
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 新たなリスクを創り出さないこと、

 早い段階での被害状況の全体的な把握、

 迅速かつ現場ベースでの意思決定、

 事前かつ明確なコミュニケーション、

 各地で出現する類似課題への戦略的な対応、

 環境に配慮した安全な技術や管理手法の活用、

 自然やエコシステムを理解するため、一層の科
学知識と技術が必要、

 復興に携わる人材育成と訓練、

出典： UNEP Post-Tsunami Recovery Activities 2004-2007
三石誠司「東北地方の復興構想に活かすべき教訓－インドネシア・スマトラ沖地震の復興戦略を中心に－」、
日本フードシステム学会2011年6月19日個別報告、同報告の内容は報告論文として投稿中。
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５つの論点

１．構想検討の視座
２．地域づくり
３．地域経済社会の再生
４．原発事故による被災へ

の対応
５．新しい国づくりにむけて

出典：東日本大震災復興構想会議資料、
2011年5月29日

 無意識の前提： 「What if 思考」が無い。

＝＞今回の大震災を将来のために活かすしかない。

 安全に対する「根拠なき盲信」

＝＞国土は四季の多様さ美しさというメリットと、

世界有数の地震国というデメリットが共存。

 あくまでも平常時を想定したビジネス・モデル

「マグニチュード７以上の地震は世界中でこの90年間に900回ほど起きてい
るが、そのうち10％もの地震が日本で起きている。」＊
さらに、気象庁によれば、世界の活火山数約800のうち、日本の活火山数は
108、東北地方にはそのうち18と、日本全体の2割弱が存在している。

＊出典： 「全国地質調査業協会連合会」HP、
http://www.zenchiren.or.jp/tikei/index.htm（2011年7月3日閲覧）
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 震災直後、そして場所によっ
ては現在に至るまで、従来の
サプライチェーンを含むインフ
ラが喪失した場所も多い。

（外食、中食、コンビニ、その
他の企業や行政は、何が根
本的な間違いであったかを真
摯に問い直すべき。）

 旧浜街道が津波浸水地域
の外側にある事実は重い。

出典： 河北新報『先人の知恵浸水防ぐ 宮城県南「浜街道」』、2011年4月25
日、http://www.kahoku.co.jp/spe/spe_sys1062/20110425_17.htm

寺田寅彦「天災と国防」『寺田寅彦』、
筑摩書房、2009年。880円。
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 「日本は…気象学的地球物理学的にもまた極めて特殊な環境の支
配を受けているために、その結果として特殊な天変地異に絶えず脅
かされなければならない運命の下に置かれていることを一日も忘れ
てはならない。」（昭和９年11月、以下全て同じ。）

 「良い年廻りの間に十分の用意をしておかなければならないというこ
とは、実に明白過ぎるほど明白なことであるが、またこれほど万人が
綺麗に忘れ勝なことも稀である。」

 「文明が進むほど天災による損害の程度も累進する傾向があるとい
う事実を十分に自覚して、そして平生からそれに対する防禦策を講じ
なければならないはずであるのに、それが一向に出来ていないのは
どういう訳であるか。」

 「・・・しかしこれは決して当局者だけに任すべき問題ではなく国民全
体が日常めいめいに深く留意すべきことであろうと思われる。」

出典： 寺田寅彦「天災と国防」『寺田寅彦』、筑摩書房、2009年。

 3/11～4/20まで約40日間
に供給された緊急支援物資
（パン・即席麺類・おにぎり・も
ち・包装米飯・精米…食料
計：2,620万食）

 3/11～4/20まで約40日間
の避難者累計約850万人。

 マクロで見れば、ほぼ均衡。

 「ロジスティックス」が全て
＝＞「水もミルクも食料もない」

＝＞「道なお寸断何もかも足りない」

＝＞「市役所に食料山積み」

以上は、全て朝日新聞の見出し。出典：避難者数、避難者数累計は朝日新聞の数字
より筆者試算。緊急支援物資の数値は内閣府資
料。
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 大手スーパー、コンビニ
等、サプライチェーンが長
いところは全てダウン。

 このとき、被災者を救った
のは自衛隊等国家の機
関だけでなく、中小零細
の町の商店。

 全国チェーンと、地場の
中小零細商店は、勝つか
負けるかの競合関係にあ
るだけでなく、実は、「補
完的な役割」にある。出典：「助け合いジャパン」のウェブサイトより「仙台市内

の行列いろいろ（震災3日目～1週間目）」、2011年5月
25日掲載の写真より抜粋。

戦略の有利性

顧客から特異性が
認められる

戦略の有利性

低コスト地位

戦略ターゲット

業界全体 差別化 低コスト化

戦略ターゲット

特定セグメント 集中 集中

M. ポーター『競争の戦略』、1980
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 「３つの基本戦略は、・・・うまく実行するには、そ
れぞれ違った経営資源や熟練（ different
resources and skills）が必要である。

 さらに、組織のあり方、管理手順、新製品等の
開発体制などの面でも、皆異なる。

 その結果、どの戦略を成功させるにしても、それ
を第一の目標として忍耐強く総力を投入しなけ
ればならない。 （ As a result, sustained
commitment to one of the strategies as
the primary target is usually necessary to
achieve success.)

 Yet there seems to be a tendency for
firms in difficulty to flip back and
forth over time among the generic
strategies.

 Given the potential inconsistencies
involves in pursuing these strategies,
such an approach is almost always
doomed to failure.
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出典：東日本大震災復興構想会議
検討部会部会長提出資料（2011年5月29

日）

上：インドネシア、Anda Acheの写真
右：岩手県大追町の有名な写真
出典：上：UNEP、津波後の復興ﾚﾎﾟｰﾄ

右：週刊新潮2011.05.19.号
調査団の記念写真との説明有り。
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 三石誠司「大震災から見えてきたフードシステムの盲点とボトル
ネック」『農業と経済』、昭和堂、2011年９月号（8月11日発売）掲
載予定。

 三石誠司「わが国の製粉振興にむけて－東日本大震災からの教
訓－」『製粉振興』第534号、製粉振興会、2011年6月20日。

 三石誠司「東北地方の復興構想に活かすべき教訓－インドネシ
ア・スマトラ沖地震の復興戦略を中心に－」日本フードシステム学
会大会個別発表、2011年6月19日。同内容での報告論文を投稿
済。

 三石誠司翻訳・解題「アジアにおける津波災害を受けた国々の漁
業と水産業復興に向けた地域戦略フレームワーク」『のびゆく農業
997号』、農政調査委員会、2011年5月31日。
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