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国際復興フォーラム2020

〜レジリエント
（強靱）なインフラでBuild Back Better（より良い復興）を目指す〜
inundated area
2020年1月28日、神戸市

概要
インフラは日々の生活基盤の一部として、保健・医
療、教育、エネルギー、輸送、通信、水と衛生、市
場、経済活動のためのシステムやサービスを支えて
おり、また開発を進めるための基礎となる要素の一
つです。 しかし、甚大な影響をもたらす自然または
人為的ハザードに起因する災害が頻発化・激甚化
する昨今、インフラが途絶したり、機能上または構造
上の機能不全に陥るなどの危機に頻繁にさらされる
ようになってきています。重要なインフラが災害時に
被害を受ければ、各家庭の生活やコミュニティの福
利、主要なサービスの機能や経済、開発の進捗に
も大きな影響が生じるでしょう。
国際復興フォーラム2020（「IRF20」）は、「レジリエ
ント（強靱）なインフラでBuild Back Better（より良い
復興）を目指す」というテーマの下、過去の教訓を
振り返りながら、優良事例と新たな戦略を取り上げ
ました。フォーラムには、公共セクター、民間セクタ
ー、学界、国際機関の復興政策担当者やインフラ
の専門家が参加し、分析結果と経験を共有するとと
もにレジリエント（強靱）なインフラと復興のための解
決策について議論しました。参加者は24か国から
172名に上り、2人の講演者による基調講演や、専
門家による2つのパネルディスカッションなど、3つの
セッションで、テーマに基づく実質的な議論が行わ
れました。
フォーラムは、IRP運営委員会議長を務める世界銀
行防災専門官のジャレッド・メルカダンテ氏の開会
挨拶で幕を開け、続いて兵庫県副知事の金澤和夫
氏、内閣府大臣官房審議官（防災担当）の村手聡

氏が歓迎の辞を述べました。 3人は今年が阪神・copyright:: IRP
淡路大震災から25年目になることに触れ、地震か
らの復旧・復興においてインフラは重要な役割を担
うこと、また災害によりレジリエント（強靱）なコミュニ
ティになるためには「より良い復興」が重要であると
いう見解を示しました。
基調講演：阪神・淡路大震災の教訓と災害にレ
ジリエント
（強靱）なインフラのビジョン

IRF20の基調講演では2名の有識者が講演を行い
ました。最初に兵庫県立大学大学院減災復興政
策研究科長の室崎益輝氏が、阪神・淡路大震災
の復興経験から得られた教訓を振り返り、目覚まし
い復興を遂げたこの25年間のコミュニティの歩みを
紹介しました。室崎氏は、ライフラインの早期復旧
がコミュニティの復興を可能にし、その「創造的復興
」を支えたこと、また、一部の地域ではインフラの機
能不全が災害対応と復旧活動に影響を及ぼしたこ
とから、災害にレジリエント（強靱）なインフラを構築
することが重要であると述べました。最後に室崎氏
は、レジリエンスについて体系的に考えることの必要
性を訴え、そのためにはハードインフラだけでなく、
防災教育、復興への備え、コミュニティ間での復興
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のための相互システム、就労者とその家族のレジリ
エンスなど、復興のためのソフトインフラの重要性に
も目を向けなければならないとの見解を示しました。

リスクは、気候変動や社会の変化に起因する将来
的なリスクにつながることから、こうしたインフラのリ
スクを評価するためのより良い枠組みが必要であり
、さらにリスクに対する理解が深まるにつれて、イン
フラの規格と規制を更新していくべきであると述べ
ました。またインフラに資金を投じる場合はリスクより
もレジリエンスに重点を置いた配分を促すべきであ
るという考えを示しました。最後にキショー氏は、イ
ンフラのレジリエンスを高めてより良い復興を実現
する好機として復旧をとらえるべきであると述べて
講演を締めくくりました。

パネルディスカッション１：「レジリエント（強靱）なインフラ
を通して、より良い復興のために事前に計画を立てる」

次いでインド政府国家防災委員会理事のカマル・
キショー氏が基調講演を行いました。 キショー氏に
よると、社会は何世紀にもわたって災害にレジリエン
ト（強靱）なインフラを構築してきましたが、世界では
今、インフラのレジリエンスをめぐる新たな課題と機
会が急速に顕在化しています。急速な都市化は規
模の経済による機会をもたらしましたが、それと同時
に、インフラに対するリスクだけでなく、インフラに起
因するリスクなど、特有の課題やリスクを生み出すと
同氏は警告しました。また同氏はインフラ間の相互
依存が高まっていることにも触れ、災害発生時にイ
ンフラが被災すると、他のインフラにも連鎖的に被害
が拡大する恐れが生じていると述べました。さらに、
都市化と開発に伴ってインフラのニーズが拡大して
いる現在、新しくインフラに投資する場合はレジリエ
ンスを高めて、新たなリスクの発生や固定化を防ぐ
ことが必要であると指摘しました。新しく造るインフラ
は、炭素効率を向上させるか、低炭素またはカーボ
ンニュートラル設計とすべきとし、中小規模の災害
でさえ、インフラの途絶や機能不全には壊滅的な影
響が伴い、インフラの途絶によって復興活動にはさ
らに大きな困難が生じていると同氏は述べました。

一つ目のテーマでモデレーターを務めたのはジャレ
ッド・メルカダンテ氏です。メルカダンテ氏はセッシ
ョン冒頭で世界銀行の最近のインフラ調査の結果
を発表しました。 パネリストとして、アメリカ合衆国連
邦緊急事態管理庁（FEMA）レジリエントなインフラと
コミュニティ構築課長のカミール・クレン氏、内閣
官房国土強靱化推進室参事官の高石将也氏、
オーストラリア クイーンズランド州 クイーンズランド
再建局CEOのブレンダン・ムーン氏、兵庫県県土
整備部県土企画局技術企画課長の多田欣也氏
が登壇しました。
セッションでは、災害に起因するインフラの年間損
失が年間300億米ドルに上るとの報告があり、さら
にインフラの損傷と途絶が経済と家計にもたらす損
失はこの額を大きく上回る3,910〜6,470億米ドル
に達することが指摘されました。またいくつかの共通
テーマに沿って、損失の大幅削減と復興成果の向
上を目指す革新的な取り組みと新たなアプローチ
に重点を置いたプレゼンテーションとディスカッショ
ンが行われました。

そのうえでキショー氏は、インフラのレジリエンス向
上に向けたいくつかの新しいアプローチと主要な作
業分野を提案し、インフラ開発におけるリスクマネジ
メントの枠組を構築すべきであると訴え、個別のイン
フラのレジリエンスではなく、システム・オブ・システ
ムズの観点からインフラのレジリエンスについて検討
するという新しい思考の必要性を強調しました。キ
ショー氏によると、システム思考では、インフラの相
互依存性と相互接続性を考慮し、全地域的プラン
ニングを通してシステム全体のリスクとインフラのレ
ジリエンスに対応することが政策決定者に求められ
ます。また、自然を基盤としたソリューションや環境
に優しいインフラが、社会のレジリエンスを大きく高
めた例を用い、検討を深めることを提案しました。
災害時にインフラが被るリスクやインフラから生じる

レジリエント（強靱）なコミュニティのための能力開
発
パネリストは、よりレジリエント（強靱）な成果を達成
するためには、コミュニティやインフラユーザーへの
連携を働きかけるとともに、その能力開発を図るこ
とが必要だと強調しました。コミュニティのニーズと、
コミュニティにおけるインフラ資産の重要性を理解
する上でもコミュニティとの連携が不可欠であること
が指摘されました。 コミュニティとの連携を進めて、
リスクをわかりやすく周知し、インフラの脆弱性につ
いて予測を立てることが必要です。 こうした連携は
、インフラのレジリエンスへの投資を優先するために
必要であり、またコミュニティのレジリエンスを構築し
、復興への備えを進めることにもつながります。コミ
ュニティがレジリエント（強靱）なインフラに投資し、こ
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れを維持することが出来るように、国レベルでのプロ
グラムや制度を通して、コミュニティの能力開発を
図ることも求められます。また、コミュニティが民間
企業や科学コミュニティと協力するだけでなく、コミ
ュニティ同士が連帯して相互に学び合う体制を築く
上でも、国のプログラムや制度が役立ちます。
システムアプローチの採用
災害にレジリエント（強靱）なコミュニティを構築する
には、インフラシステム内およびインフラシステム間
の相互接続、相互依存性、重要性を明確に理解
する必要があります。パネリストからは、インフラの脆
弱性と重要度を全体的に評価してコミュニティのレ
ジリエンス向上のための計画を立てるための国、地
域、州、地方自治体レベルのアプローチが紹介さ
れました。また過去のインフラの性能と影響を調べ
、そのデータを活用して、将来的に気候変動や社
会の変化の原因となりうる影響を予想するというデ
ータ駆動型のアプローチについての説明もありまし
た。日本政府は全国レベルでこうしたデータや手法
を共有しており、その分析を活用して国土強靭化
計画を策定しています。また災害の最悪のシナリオ
を数多く分析し、インフラのレジリエンスに関する省
庁間の投資配分やプログラムの国レベルの立案に
活かしてきました。パネリストからは、インフラのレジリ
エンス強化とより良い復興に向けて適正な投資を
行うために、州レベル、地域レベルでデータを活用
したアプローチが採用されていることが紹介されまし
た。また、自然ハザード対策のための地域のシステ
ムに投資するというアプローチについても発表があり
ました。これは本来津波対策として構築されたもの
ですが、津波を防ぐことができない場合は、洪水の
リスクを管理するために機能するシステムです。イ
ンフラシステムを冗長化することは、損失を軽減し
、災害からの復旧を可能にするための重要な手段
であり、また重要インフラとそのサービスの継続をは
かり、社会的及び経済的な復旧を促進することにも
繋がります。

リスクに適したインフラの必要性
パネリストから、コミュニティのレジリエンスを構築
するには、「リスクに適した」インフラを構築する必
要があると指摘されました。 前述の津波対策は
、特定の場所における将来的リスクの予測データ
を用いて、100年に１回、1,000年に１回発生す
るような津波に耐えられるように構築されたものcopyright:: IRP
で、津波による甚大な被害が避けられない場合
は、避難とその後の復旧作業の円滑化をはかる
ために、洪水の被害をできるだけ抑えるように設
計されています。 これとは別に、洪水を避けるの
ではなく、洪水被害に耐えうるように設計されたイ
ンフラも紹介されました。洪水によりインフラが一
時的に使えなくなっても、水が引くとすぐに機能を
回復し、コミュニティの復興に役立てることが出
来るというものです。

パネルディスカッション２
レジリエント（強靱）なインフラの復旧とより良い復興
二つ目のテーマでは、国連開発計画（UNDP）復
興アドバイザーのクリシュナ・バッサ氏がモデレ
ーターを務めました。バッサ氏の開会の挨拶に続
いて、パネリストが発表と議論を行いました。 パネ
リストとして、モザンビーク復興庁シニア・プログラ
ム・コーディネーターのナージャ・アドリアーン氏
、 復興庁参事官（インフラ構築班）の越智健吾
氏、 インドネシア国家開発企画庁（BAPPENAS）
水資源インフラ課長のアブドルマリク・サダト・イ
ドリス氏、トルコ首相府災害緊急事態対策庁（
AFAD）復興局グループリーダーのダウット・シャ
ヒン氏、 東洋建設株式会社常務執行役員大阪
本店長の河瀬伸幸氏が登壇しました。
最初のパネルではレジリエンス構築と復興への備
えに向けた事前投資と計画が議論の中心となっ
ていたのに対し、2番目のパネルでは災害後の状
況が焦点となり、インフラの復旧とより良い復興を
めぐって議論が展開されました。 パネリストからは
6つの被災状況からのインフラ復旧の経験が紹
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介され、バッサ氏の司会で、またキショー氏も加わ
り、活発な議論が交わされました。政策決定者にと
り役立ついくつかの重要な教訓と、示唆に富む今
後の検討課題を中心に議論が展開されました。

より良い復興のためには将来のリスクに対するレ
ジリエンス構築が必要
パネリストたちは、より良い復興のためには、被災し
たインフラ資産を頑丈なインフラに置き替えるだけ
では十分ではなく、「将来を見据えた」インフラ整備
の好機として復興をとらえるべきであると提唱しまし
た。インドネシアのパルや東日本大震災からの復
興では、将来のリスクに備えて適切なインフラ対策
を策定するために、復興計画担当者と協力してハ
ザードシナリオのシミュレーションを多数実施した事
例が紹介されました。
復興計画担当者による動的な社会経済的変化
の説明が必要
パネリストたちは、高齢化社会や人口流出が続く農
村地域の復興の過程でレジリエント（強靱）なインフ
ラを構築する際の課題を取り上げ、復興計画担当
者がこうした社会的変化の影響を考慮し、コミュニ
ティと協力して、より良い復興の将来像を描くべき
であると指摘しました。 また阪神・淡路大震災から
の復興についての発表では、神戸港の復旧は当
初2年かかる予定でしたが、わずか6か月で完了し
、地域経済の活性化に寄与した点において部分

的に成功事例とみなされていますが、同時にこの
事例の発表者は、震災後の規格や規制の変更を
見越して、もっと長いスパンで持続可能性や実行
可能性を維持できるような計画を策定しておくべき
だったと述べました。
既存の資産を活用した革新によるより良い復興
パネリストは復興における「将来を見据えた」インフ
ラについて議論する一方で、既存のツールや資産
を効果的に活用することの必要性を強調しました。
トルコとモザンビークの事例では、既存の建築基準
法と土地利用規制をもっとうまく活用・施行すれば
、将来の災害を大幅に軽減することが出来るという
見解が示されました。さらに復興ガバナンス組織を
新設するのではなく、国際的な提携機関と自国政
府機関の連携を図り役割分担を明確化するなどし
て、既存のガバナンス構造とメカニズムをうまく連
携させたパルの事例が紹介されました。パルの復
興計画担当者は、自然に基づくソリューションを活
用した革新を進めることによるより良い復興の道を
選びました。すでに存在する生態系インフラにリス
ク軽減機能があることに着目し、自然のインフラと
新技術との間のバランスを追求したのです。

閉会
内閣府（普及啓発・連携担当）企画官の石垣和子
氏がIRP運営委員会の共同議長を代表して閉会の
挨拶を行いました。石垣氏は、今年が阪神・淡路
大震災から25年目の節目に当たることに触れ、震
災からの復興で使われた「創造的復興」という理念
が現在の「より良い復興」の理念に発展したと述べ
ました。そして「より良い復興」は、よりレジリエント（
強靱）な社会を築くための私たち共通の責務であり
、この責務を果たすためには、過去の災害から学
び、この先も経験と知識を共有していかなければな
らないという見解を示して、フォーラムを締めくくりま
した。
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