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研究成果の概要（和文）：岩手県三陸沿岸は2011年3月11日の東日本大震災によって甚大な被害を受けた。被災地の復
興にあたっては、包括的な視点による復興支援が不可欠であるが、自治体・地区レベルの復興過程においてはそうした
観点が不足しがちである。本研究は住民生活を支える地域コミュニティ、産業経済、地域自然資源の再生を連動させ、
土地利用や漁業権などの実態に即した法制の検討をその基盤に位置づけた「三陸沿岸災害復興の総合政策学」を確立す
ることを目的とする。
　本研究の結果、住民の意識に対する量的調査の枠組み、水産業の経営環境と戦略、資源と生物多様性を把握する方法
、権利再編に関する基礎的な方向性を明らかにすることが出来た。

研究成果の概要（英文）：Iwate Sanriku coast has received extensive damage by the Great East Japan 
Earthquake of March 11, 2011. Though it is essential to assist with the comprehensive point of view and 
method in the reconstruction process for disaster area, this perspective is often missing in the 
municipality and District level.
This study aims making the linkage between regeneration of the local community, of the local industrial 
economy and of the natural resources, to support the residents for living. And also, we consider 
legislation such as land use and fishing rights as basic structure, establishing a research framework for 
“Comprehensive Policy Studies” in "Sanriku coast disaster reconstruction ".

研究分野： 社会工学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
岩手県三陸沿岸は平成 23 年 3月 11 日の東日
本大震災によって甚大な被害を受けた。被災
地の復興にあたっては、包括的な視点による
復興支援が不可欠であるが、自治体・地区レ
ベルの復興過程においてはそうした観点が不
足しがちである。そこで、「総合政策学」とい
うべき研究の方法論を打ち立て、被災地復興
に資することが社会的に求められていた。 
 
２．研究の目的 
 
住民生活を支える地域コミュニティ、産業経
済、地域自然資源の再生を連動させ、土地利
用や漁業権などの実態に即した法制の検討を
その基盤に位置づけた、「三陸沿岸災害復興の
総合政策学」の研究枠組みを確立し、長期に
わたる復興支援の基盤を整える。これらによ
って、三陸沿岸の地域特性や産業構造の特徴
を踏まえた地域の復興に向けた現場ニーズの
把握が可能となるとともに、三陸地域での経
験を基に、今後起こりうる巨大災害に対して、
より実効性ある災害対策・復興政策を構築す
るための視点を提供する。 
 
３．研究の方法 
 
 「三陸沿岸災害復興の総合政策学」の確立
にふさわしい分野横断的な調査研究を実施す
るために、①地域コミュニティの復興②産業
経済の復興③地域自然資源の再生④市民生活
基盤の復興法制の４つの研究班を組織した。
平成 24 年度は、各班は準備期間中に得られた
成果を活用しつつ、対象地域・事象に対する
包括的な基礎調査を実施した。平成 25～26
年度は、基礎調査を踏まえて、本調査並びに
研究成果を具体的な政策提言にまとめるため
の分析・考察・提案を実施した。研究はシン
ポジウムの連続開催等を通じて社会と対話し
つつ進めた。 
 
４．研究成果 
 
本研究の結果、①量的調査による被災地住民
の意識のモニタリング手法、被災地における
主力産業（水産業）の経営環境と戦略をめぐ
る都市毎の差違の分析法、被災地における自
然資源と生物多様性の把握と持続的活用方策、
権利再編に関する基礎的な法的枠組みのあり
方を構築することが出来た。 
 
（平成２４年度） 
 「地域コミュニティの復興研究班」は、平
成 23 年 12 月に実施した第 1次量的社会調査
の詳細な分析を行うとともに、質的調査にお
いては対象地区・調査課題の絞り込みを行っ
た。また、平成 25 年度に実施する第 2次量的
社会調査に向けた準備を行った。 
 「産業経済の復興研究班」は、統計データ

を用いた漁業生産関数の計測及び現場ニーズ
の把握を行った。その後、岩手県庁、岩手県
漁連、漁業協同組合（単位漁協）などへの機
関調査を通じて被害の概要と復旧・復興に関
わる資料の収集・解析を実施した。 
 「地域自然資源の再生研究班」は、研究分
担者それぞれの観点から自然公園構想の主た
るテーマである「ジオパーク」「防災と災害伝
承」「生物多様性」について現状把握ならびに
津波災害からの回復過程についてモニタリン
グを行い、エコツーリズム・ジオツーリズム
を活用した地域振興プランの方向性について
検討を行った。 
 「市民生活基盤の復興法制研究班」は、土
地所有権及び知的財産権等の物権的権利を概
観し、その構造把握、権利間の調整に係る通
則的法理の論証を試みると同時に、財の性質
による差異を明らかにすることを目的として、
各種文献調査を行った。 
 平成 25年 2月に、岩手県内で「三陸沿岸災
害復興の総合政策学」と題するシンポジウム
を開催した。 
 
（平成２５年度） 
 「地域コミュニティの復興研究班」は、仮
設住宅から出た後の住居の選択という点に重
点を置きながら、第 2次調査を実施した。対
象は、第 1次調査の回答者のうちパネル調査
への協力意向が確認できた者（674 人）と、
新たに無作為で抽出した対象者（1500 人）と
した。 
 「産業経済の復興研究班」は、地域間の違
いを分析の枠組みに加え、地域特性を踏まえ
た産業経済の復旧・復興に向けた研究を行っ
た。平成 24 年度の成果に基づいて水産業クラ
スターの形成要因の解明に関する調査研究を
行った。特に、生産関数及びリスク分析を行
うことによって、平成 24 年度で明らかになる
研究成果を理論・実証研究を行うことによっ
て考察を深めた。 
 「地域自然資源の再生研究班」は、前年度
に引き続き基礎調査を行うと同時に、環境省
や「いわて三陸ジオパーク検討委員会」の動
向を踏まえ、ジオツアー・エコツアーコース
の概略検討を行った。 
 「市民生活基盤の復興法制研究班」は引き
続き文献調査をなすほか、著作権者不明等の
際の著作権利用に係る裁定制度（著作権 67
条）及び空き家対策条例・立法論議を参考に、
所有者不明土地の収用制度の改善の方向性を
探った。 
 平成 26年 2月に、岩手県内で「三陸沿岸災
害復興の総合政策学」と題するシンポジウム
を開催した（平成 25 年 2月実施のシンポジウ
ムの続編にあたる）。 
 
（平成２６年度） 
 「地域コミュニティの復興研究班」は、第
2 次調査の詳細な分析を行い、復興前半期に
おける市民生活の復興過程について、研究成



果をまとめた。 
 「産業経済の復興研究班」は、前年度まで
の成果を踏まえて、水産業クラスターの形
成・促進要素に関する研究成果をまとめた。
特に、今後の岩手県庁、市町村などの行政機
関、県漁連、商工会など公的団体の果たすべ
き役割について産業クラスター論の観点から
考察を行った。 
 「地域自然資源の再生研究班」は、調査結
果をもとに，生態学的な回復のための保全対
策案を論文にまとめた。またジオツアーの一
環となるように、「岩泉・海と小本」の中で、
海浜植生帯および淡水魚類相について整理し
た。 
 また、インターネットアンケートを用いて、
三陸ジオパークの顧客となり得る観光客の旅
行動態、三陸海岸のイメージ、ジオパークの
認知度、旅行に出る動機付けを把握するとと
もに、顧客となり得る観光客の特徴、三陸ジ
オパークの認知度、観光地として求められて
いるイメージについて、主成分分析を用いて
検討を行った。その結果、三陸ジオパークの
認知度は大都市圏を中心に低く、回答者の多
くがジオパークについての具体的なイメージ
を持っていないことが明らかになった。また、
三陸沿岸への旅行者は、宮城県、青森県など
隣接県、および首都圏からの来訪者が主体で
あり、三陸ジオパークへの来訪者増加には、
これら隣接県および首都圏への情報発信が効
果的であることを示唆した。 
 一方、三陸海岸のイメージについて多変量
解析を行った結果、三陸海岸への来訪経験者
ほど、「自然・景観」「地域・文化」の両面か
ら総合的に三陸海岸を捉えている傾向が認め
られた。特に「リアス式海岸」「三陸鉄道」「震
災の爪痕」「復興へ向かう姿」「ウニやアワビ
等の海産物」間で相関係数が高く、これらの
イメージをより高め、地域イメージとして定
着させることにより、三陸ジオパークへの集
客がさらに期待できることを示唆した。 
 「市民生活基盤の復興法制研究班」は、前
年度まで検討した土地利用法制における復興
の法的障碍となっているものを続けて分析を
行い、今後の特に東日本大震災被災地等の土
地の過少利用時代の土地所有のあり方、その
解消のための所有権放棄制度、公共用地取得
のあり方について調査を行った。 
 平成 27年 2月に、岩手県内で「三陸沿岸災
害復興の総合政策学」と題するシンポジウム
を開催した（平成 26 年 2月実施のシンポジウ
ムの続編にあたる）。 
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