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研究成果の概要（和文）：本研究では、人工環境ならびに社会環境に着目し、逆都市化におけるコンパクトシティの自
然災害への脆弱性を補完し頑強性を保つための要件を検討した。その結果、災害発生時の地域経済の回復力（レジリエ
ンス）は、地域からの人口移動が発生しないことに左右されることを明らかにし、人口移動に影響を与える社会関係資
本に着目したレジエントなコンパクトシティ戦略について考察した。特に人工環境においては経済指標の時系列分析に
基づく間接被害額の推定を行い、被害額と人口移動の関係性を明らかにした、社会環境ではレジリエントな都市を地域
コミュニティから実現していくための方策を検討した。

研究成果の概要（英文）：This study presented measures to reduce vulnerability of compact cities to natural
 disasters while securing their resilience in the age of deurbanization with focus on the artificial and s
ocial environments. In case of the artificial environment, the study estimated direct and indirect economi
c loss of natural disasters by analyzing panel data with economic variables. The analysis revealed that th
e more population mobility cities face after natural disasters, the weaker resilience (recovery capacity i
n local economy) will they get. Moreover, with focus on the components of the social environment, meaning,
 social capital that influence on population mobility, the study proposed ways to make resilient cities co
me true.
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１．研究開始当初の背景 
国際社会を中心とした地球環境問題への

アプローチとしてコンパクトシティ論の潮
流が存在する一方で、我が国では 2005 年を
契機に総人口が減少期へと突入し、少子高齢
社会を迎える中で、地方中小都市を「身の丈
にあった都市」として再生するための処方箋
として、また都市が縮小する逆都市化時代に
おける都市戦略としてのコンパクトシティ
戦略導入の動きが進んでいる。 
一方で、人口減少が始まった地方都市にお

いて、実際のところコンパクトシティ戦略が
都市を構成する環境のうち、「人工環境」（都
市インフラストラクチャーや行政システム
等）や「社会環境」（住民のセーフティネッ
トとしての社会関係資本）にもたらす影響が
どのようなものになるかは、コンパクトシテ
ィ戦略が「自然環境」や「経済環境」にもた
らす影響と比較して研究の蓄積が僅少であ
った。昨今の自発的なまちおこしの隆盛だけ
では準備が十分とはいえない。そこで、行政
が担ってきた「人工環境」を用いた準備の点
では、我が国では特に災害リスク対処の観点
からコンパクトシティの持続可能性の検討
が重要となる。また、既存都市がコンパクト
シティ戦略を選択した結果として発生する
大規模な人口移動（都市間移動、都市内移動）
と、それに伴う地域社会の構成員の組み換え
によって都市の社会関係資本がどのように
変容するのかという「社会環境」への影響に
ついて十分な検証がなされていない。 

 

２．研究の目的 
少子高齢化と人口減少が予測されている

我が国の地方都市におけるサステイナブ
ル・シティ戦略としてのコンパクトシティ戦
略を、「人工環境」ならびに「社会環境」の
側面から評価すると共に、両環境次元におけ
るコンパクトシティの脆弱性を補完して、い
かに頑強性を保つのかについて、その方策を
提示する。 
 
３．研究の方法 
我が国の地方中小都市においてコンパク

トシティ戦略の導入を促進するためには、
「人工環境」・「社会環境」次元から、予測さ
れる脆弱性を回避するための政策アプロー
チをあらかじめ準備しておくことが必要で
ある。そのため、「自然環境」から「人工環
境」へのハードウェアによる政策だけではリ
スクを減らすことのできない部分をいかに
補強し、頑強性を保ちつつ縮小戦略を図るの
かについて、成功例・失敗事例をも考慮に入
れて考察した。一方で、コンパクトシティ戦
略は、「人工環境」・「社会環境」の次元から
みれば無秩序なスプロールの結果として肥
大化した都市をもう一度生活者のものとし
て取り戻そうという、J.ジェイコブスの考え
方に通じる都市戦略である。「自然環境」・「経
済環境」の議論が先行しがちなコンパクトシ

ティ戦略に、「人工環境」・「社会環境」の軸
を加えることで、都市生活者が安全・快適に
暮らせるためのコンパクトシティの頑強性
をどのようにして担保するのかについて、よ
り多面的な側面から検討することができる。 
 
４．研究成果 
「人工環境」ならびに「社会環境」に着目

し、逆都市化におけるコンパクトシティの自
然災害への脆弱性を補完し頑強性を保つた
めの要件を検討した。その結果、災害発生時
の地域経済の回復力（レジリエンス）は、地
域からの人口移動が発生しないことに左右
されることを明らかにし、人口移動に影響を
与える社会関係資本に着目したコンパクト
シティの自然災害への脆弱性を評価し、脆弱
性を補完し頑強性を保つための方策を提示
した。 
まず「人工環境」面については、大地震な

どの発生は被災地に甚大な被害をもたらす
とともに、経済社会への広域的、長期的な影
響を与えるため、経済的被害を軽減し、地域
のレジリエンスを向上するためには、経済環
境や産業構造など経済的側面から被害と復
興を検討する必要があった。そのため、過去
の地震災害事例に対する経済的視点からの
調査・分析を踏まえ、直接被害額推定式を開
発した（図 1ならびに図 2を参照）。そして、
東日本大震災の大船渡市をケーススタディ
として現地調査なども含めて推定した結果、
918.8 億円となり、実績値 1077 億円と極めて 
 

 

図 1：直接被害額の推計方法 

 

図 2：直接被害額の減少額推計 

 



近い値となった。ただし、地形特性や浸水範
囲などの修正が必要であることが課題とし
て残っている。また、地震が発生した場合と、
地震が発生しなかった場合の GRP（地域内総
生産）推移を予測し、地震後の実績 GRP との
差分から間接被害推定を試みる方法を開発
した。その結果、震災後の経済復興として、
直接被害額の軽減対策ばかりでなく、震災後
の復興政策には、人口が大きなポイントとな
る事を明らかにした。 
また「社会環境」の面からは、先行研究よ

り海外を含む震災経験から震災後の人口回
復には社会関係資本が重要であることが検
証されているが、コンパクトシティ戦略導入
に伴う人口移動によって社会関係資本が希
薄な新住民が増加することによりレジリエ
ンスが弱まることになる。そのため、住民間
での社会関係資本の醸成プロセスを明らか
にするシミュレーション実験を設計し、愛知
県長久手市において実施するとともに、定量
調査により同市住民の社会関係資本の形成
状況及び、地域愛着が社会関係資本醸成に与
える影響を明らかにした。特に、長久手市南
部 5地区の住民を対象に、社会関係資本の中
でも住民生活を担保する社会的資源として
重要な住民間の社会的ネットワークに着目
し、その獲得状況を明らかにした。その結果、
住民の半数近くが、高齢者の生活の質の担保
や災害時の対応に不可欠である「情緒的サポ
ート」や「手段的サポート」を保持していな
いことが明らかとなった。現時点では、居住
者の大多数が若年・壮年層であること、なら
びに地域住民とのつながりの希薄な「働きに
出ている男性」についても、多くは配偶者を
通じて間接的につながりを確保しているこ
とが想定されることから、社会的ネットワー
クの少なさが、「日常生活における脆弱性の
緩和」の次元で直接的な問題となっていない
と考えられた（結果の一部は表 1 を参照）。
しかし、現在のオールドニュータウンと同様、
数十年後、住民が高齢化する時期においては、
住民共助による高齢者支援への期待と、共助
の前提となる社会的ネットワークの少なさ
とのギャップが懸念された。特に、「災害脆
弱性の緩和」の次元については、「事前防災
の促進」の側面について、「働きに出ている
男性」の地域とのつながり不足は、「防災ま
ちづくり」により災害リスクの事前低減を図
る上で大きな課題になると考えられた。 
その一方、コンパクトシティ戦略導入時な

ど人口流動によって社会関係資本が脆弱に
なりつつある都市部を考慮し、現状の社会関
係資本蓄積量でもコミュニティ防災活動を
効果的に行えるコミュニティ避難計画作成
へ向けたモデルを開発するなど、レジリエン
トな都市を地域コミュニティから実現して
いくための方策を検討した。特に、住民同士
が助け合う「共助」を組み込んだ地震発生後
避難計画策定を支援するためのコミュニテ
ィ避難プランニングモデルを提示した（図 4）。

これは参加住民によるボトムアップ意思決
定を支援するためのツールであり、京都に位
置する地域コミュニティとの共同防災活動
というアククション・リサーチに基づいてモ
デルの検証を行った。 

 

表 1：「相談し、助け合えるつながり」住民と

関連の強い属性 

 

（本調査の有効回答数は 270〔世帯〕） 

 

 
図 3：コミュニティ避難プランニングモデル 
 
以上より、人工環境ならびに社会環境に着

目し、逆都市化におけるコンパクトシティの
自然災害への脆弱性を評価し、脆弱性を補完
し頑強性を保つための方策を提示した。 
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