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日本海沿岸地帯振興促進議員連盟・日本沿岸地帯振興連盟合同勉強会 

日時 平成 25年 6月 5日（水）10:30～11:40 

場所 ホテルニューオータニ ザ・メイン「麗の間」 

 

演題 「国土強靱化における日本海側地域の可能性～ナショナル・レジリエンス懇談会の

議論から～」 

講師 藤井 聡 氏（京都大学大学院工学研究科 教授） 

 

 おはようございます。ご紹介ありがとうございます。京都大学の藤井です。今日は国土

強靱化のお話、ならびに、その中での日本海側沿岸地域の可能性の関係をお話し申し上げ

ようかと思います。お声掛けいただき本当にありがとうございます。 

 「国土強靱化」という言葉ですが、ご案内のとおり、今、第 2次安倍内閣の中で担当大

臣が設置され、ならびに内閣の中に国土強靱化推進室が設置されて、国土強靱化を進めて

いこうという体制を取っているところです。私はそちらの方で内閣官房参与という格好で、

国土強靱化行政をやるときのアドバイザリーの立場でいろいろとお手伝いさせていただい

ている身です。私個人はそういうアドバイザリーの立場と、もう一つナショナル・レジリ

エンス懇談会と、こちらにも記載がありますが、国土強靱化の行政を進めるに当たり、参

考にするような学識経験者等々の意見を懇談会で議論し、それを内閣に答申して、それを

踏まえて国土強靱化の行政を進めると。そういう体制を安倍内閣は採用しているわけです

が、その懇談会の座長も務めさせていただいているという者です。 

 今日は、この二つの立場から国土強靱化のお話を申し上げるとともに、日本海側にどの

ような期待が国土強靱化の行政の中でかけられているのか、せんえつながらお話ししよう

かと考えております。 

 お手元には、ホチキス留めの資料をお配りいただいています。1 ページ目が基本方針に

ついてのご意見、2～3ページ目が新幹線開発の効果に関しての地図です。まず 1ページ目

の、国土強靱化の基本方針についてのご意見という資料のあたりからお話ししたいと思い

ます。 

 

都市の規模で決まる被害の規模 

 「国土強靱化」という言葉そのものは決して古い言葉ではなく、3.11の大震災の後に出
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てきた用語です。3月 11日は当然ながら大被害が東北地方を襲ったわけですが、その被害

から一刻も早く立ち直るという震災復興は、当然、政府としてきちんと進めなければなら

ないことなのですが、実はこれと似たような、あるいはそれよりもさらにひどい被害をも

たらしかねない巨大な危機をわれわれは予期している状況にあります。首都直下地震と南

海トラフ地震です。この二つが訪れると、東日本大震災の被害はほとんど大人と子供の差

ぐらい、大人と子供の差以上かもしれません。赤ちゃんと大人とか、象と犬とか、地震の

規模ではなく、被害の大きさにはそれぐらい差があるのではないかと危惧されています。

当然ながら、東日本大震災は日本国民のみならず、世界が震撼するほどの巨大被害をわが

日本国家に及ぼしましたが、その比ではない被害が起こることが危惧されているのが南海

トラフ、そして首都直下地震です。 

 これはなぜかというと、「震災」という言葉と「地震」という言葉の二つありますが、ご

案内のとおり地震は物理現象です。震災は、われわれ人類が主にどのような被害を受けた

のかという、災害、災いです。火星の裏で爆発があっても、何も災いではないので災害と

は言いませんが、日本列島で地震が起こると、われわれ人が住んでいるので災いになるの

です。この災いのことを震災と言い、物理的な地震の揺れのことを地震と言うわけです。

震災の大きさは、地震の物理的な大きさ、揺れ、破壊の大きさと、そこにどのような都市

活動があるのか、どのような都市があるのか、人がどのような営みをしているのかという

人間の営みの二つを掛けて決まるのです。 

 東日本大震災と比べると、地震の大きさが仮にあまり変わらなかったとしても、東日本

大震災の被災域と、東海地方、そして大阪、名古屋などのメトロポリタンエリアといわれ

る大都市を含む南海トラフの被災域とでは、都市での人間活動の大きさが圧倒的に違うの

です。南海トラフと首都直下を二つ合わせると、太平洋ベルトと和歌山、高知県等々に襲

いかかります。ならびに、広島県、岡山県なども津波がダブルでやってくるので危ないと

いわれていますが、そこの地域には日本の都市機能の 70％が集中しているのです。70％と

いうのは半分以上どころか大半みたいなもので、それが地震の危機にさらされているわけ

です。これは東日本大震災の被災域とは圧倒的に違うところです。人間がたくさん住んで

いるだけではなく、工場がたくさんあるだけではなく、エネルギー施設がたくさんあるだ

けではなく、港湾施設がたくさんあるだけではなく、行政の機能もそこにたくさん集中し

ているのです。さらに、金融の機能もたくさん集中しています。要するに、日本の国のあ

りとあらゆるものが太平洋ベルトに集中しているのです。 
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 歴史をひもとくと、過去において、南海トラフ地震も首都直下地震も何回も起こってい

るのですが、当時と今の大きな違いは何かというと、当時は相対的に日本海側がもっと元

気があって、日本海側にも都市機能、人口、経済機能などいろいろなものが分散していま

した。しかし、この 70～80 年の間、とりわけ戦後は、昭和の南海地震が起きてからもう

60年たっているわけですが、その間に太平洋側に人口と都市が圧倒的に集中してしまった

のです。なぜこういうことになったのかは、また後ほど申し上げたいと思いますが、簡単

です。要するに、インフラへの投資を太平洋側に極端に集中してやり過ぎたことが主たる

原因です。いずれにしても、この 60年の間に極端に集中してしまいました。 

 昔は地震が起きても分散化していたので、たかだか江戸が 1個つぶれたところで、日本

としては別に大したことはありませんでした。江戸がつぶれても、薩摩もあるし、長州も

あったわけです。加賀もあれば、いろいろな所に藩があったのですから、江戸の徳川一家

がつぶれても、日本にとっては大して問題がなかったのです。 

 さらに、南海トラフ地震が来ても、それぞれの藩が大きな被害を受けるわけではありま

すが、その被害はそこで死ぬ人の被害、あるいはそこでつぶれる建物だけの被害で、昔は

それで収まったのです。ところが今は高度に文明社会が発展してしまっているので、工場

が 1個つぶれるだけで、地球の裏側の自動車の生産量が半分になったりします。東日本大

震災でも、ある小さな部品工場がつぶれただけで、プジョーというフランスの会社の、ド

イツにある工場の生産が半分に減るという訳の分からないことが起こってしまいました。

これは、高度に有機的に、いろいろな都市機能が結び付いてしまったからです。江戸時代

は、仮にそこの漁村がつぶれても「かわいそうだなあ」で終わったのですが、今やそこに

あるのは漁村ではなくてコンビナートです。コンビナートがあれば、石油基地があれば、

LNG 基地があれば、工場があれば、さらに大きな公安施設もある。ありとあらゆるものが

南海トラフ地震でつぶされる所に立地しているのです。これはとんでもない話です。 

 ですから、地震が大きいから怖いのではなくて、地震が来る所に巨大なものを置いてし

まった、作ってはいけない所に作ったとまでは言えないのですが、日本中どこでも地震が

ありますから、地震学者で口のなかなか手厳しい人には、「住んではいけない所に人が住み

過ぎた。作ってはいけない所にたくさん作り過ぎた」と、ばしっとおっしゃる委員の先生

もおられます。政府の中央防災会議の中におられる何人かの地震ご専門の方の中には、「こ

れは常軌を逸している。作ってはいけない所に、日本人はものを作り過ぎたのだ」と発言

される方もおられるぐらいです。そういう状況になっているのです。 
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過去の巨大地震の連動から予想されること 

 しかも、地震の発生確率は極端に高くなっています。東日本大震災が 1回起きてしまえ

ば地震は連動するということは、過去の歴史においてほぼ明らかになっています。過去に

おいてずっと連動していたからといって、今回連動するとは当然言えません。未来は何が

起こるか分かりませんから、ひょっとすると、これから 50億年間、1回も地震が起こらな

い国になっている可能性もゼロではないですから。そういうことはないとは思いますが、

可能性はゼロではないので、今回だけは起こらないということも当然あり得るわけですが、

少なくとも今後何が起こるかは分からないのです。 

 過去を見てみたらどうなっているかというと、東日本大震災のようなものが過去 2000

年の間に 4回起こっています。一番有名なのが貞観地震です。あとは、昭和三陸地震や明

治三陸地震、慶長三陸地震です。もう 4回も、過去 2000年間のうちに地震があったのです

が、そのときに首都直下地震は連動していたのか。調べると、残念ながら全部連動してい

ます。4例中、連動していないタイミングは一つもありません。全部、連動しています。 

 どれぐらいで連動したかというと、時間間隔が一番空いているケースで 10年です。一番

早いときは 2 年です。つまり、2～10 年の間に必ず連動していたということです。だから

といって今回起こるということは科学者としては断定できないのですが、大変危ないとい

うことは誰が考えても分かります。地震科学者にいちいち言われなくても、過去の歴史が

そうだったことをひもとけば、誰が考えても危ないのです。 

 では、南海トラフ地震は連動しているかというと、4 例中 3 例で連動しています。そも

そも日本列島は、東日本大震災は東の方で、南海トラフ地震は南の方ですから、この二つ

は一応違うプレートなのですが、400～500kmみたいな話ですから、そのような大きなもの

がいちいち連動しないと考えても全く構わないのですが、残念ながら 4例中 3例において

連動しています。連動時期が一番長いのは 18 年です。18 年後に起こっています。一番短

いときで確か 6～7年だったのではないかと思います。詳しくは私の本の中に書いてありま

す。 

 そういうことで、4 例中 3 例が連動しています。ちなみに 4 例中 1 例だけ、連動してい

ないものが残っています。では、連動していないときに西日本では何もなかったかという

と、大変なことが起きているのです。濃尾地震が江戸時代に起きました。濃尾地震は、日

本の歴史の中で知られている最大の内陸型直下地震です。要するに、南海トラフと言わず
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に、西日本側で巨大地震があったかどうかという視点で見ると、東日本大震災が起こると、

短いときは 2年、長いときでも 18年以内に必ず巨大地震が西日本でも起きています。東日

本で巨大地震が起き、首都圏で巨大地震が起き、西日本でも巨大地震が起こる。ちなみに、

これは全部、太平洋側の話です。日本海側でも新潟などで地震は結構あるのですが、その

話ではなくて、太平洋側においてこの三つの地震が連動して起こったのです。恐ろしいこ

とです。20 年ぐらいの短い時間の中で、地質学的に地球は 100 億年という年齢ですから、

その中で 20 年は一瞬です。10～20 年は針の先の誤差みたいなものです。そのぐらいの短

い誤差の間に、この三つの巨大地震は常に連動してきたのです。 

 東日本大震災が起きたときに連動していないケースは存在しません。だからといって、

今回起きるとは限らないと、一応何回も言っておきます。あまりに連動する、連動すると

言うと、藤井は絶対に起きると予言している、とんでも学者みたいに言われるとかなわな

いので。雑誌などによると、そこだけを切り取って、「藤井は 100％起こると言っている」

と。「過去において 100％だ」と言ったところが、「過去において」という所を切って書い

てあって、結構迷惑したこともあります。それで細かく申し上げているのですが、常識で

考えて起こりそうだ、起こるだろうと。科学者としては起こる可能性は極めて高いとしか

言いようがないのですが、政治の立場から考えると、まず起こると考えるべし、20年以内

にまず起こると覚悟すべしというのが、政治家としての政治的・行政的な判断ではないか

と、私は政府に、あるいは国会の中で先生方に常にお話ししてきました。過去 2年間、私

はそういうことをずっとやってきたわけです。 

 

国土強靱化とは 

 それを受けて、自由民主党が政権を取ったときには、私だけが言っているわけではない

のですが、「藤井さんが言っているような強靱化をやっていかなければいけない。巨大地震

が来るから、震災復興をやると同時に巨大地震対策をやらなければいけない」と。その巨

大地震対策の名称を「強靱化」と呼んだのです。強くたくましい、しなやかな国になろう。

国家全体を、この列島全体を強靱なものにしていこう。それが私の政策論として、この 2

年と 3カ月、ずっと主張申し上げてきた内容です。そのうちに公明党と自民党が主にそれ

を採用しようということで、公約に掲げられました。民主党におかれても、民主党の中の

国土強靱化の議員連盟がつくられたりして、3 党合意と言われる 3 党においては、国土強

靱化は基本的に合意事項の一つに挙げられています。 
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 実際に、野田さんは総選挙の直前には、自民党が国土強靱化をかなり前に出したので、

「ばらまき」という言葉を使い、自由民主党は国土強靱化をやっているということで攻撃

したわけですが、羽田大臣が国土交通大臣になったときには、総理大臣として国土強靱化

をぜひお願いしますと言っていました。国土強靱化をやるべしと。3 党合意に基づいて、

大臣の命令といいますか、これは総理指示ではなく談話として、国土交通新大臣に対して

「国土強靱化をしっかりお願いします」と、当時の野田総理は主張していたと新聞で報道

されています。 

 いずれにしても日本の主要政党、維新の会は国土強靱化には基本的に反対のスタンスで

はありますが、維新の会の半分を占める旧たちあがれ日本は、平沼先生を中心に積極的に

強靱化を主張していたので、維新の会の中にも国土強靱化の遺伝子は色濃く存在している

と思います。そう考えると、多くの政党において、公明党は当然ですが、国土強靱化の方

針として「国土は強靱化すべし」という議論が、国会の一つの大きな勢力の中で展開され

る状況にあると解釈できるのではないかと思います。 

 では、具体的に国土強靱化とはどういうものか。これについては、今、政府の立場とし

ては、まさにその内容を考えようとしているところです。今、おおよその方針はご説明申

し上げることはできるのですが、これをやります、あれをやります、これに対してこれだ

けの予算を付けますということは未定であるとしか申し上げられない状況です。ご参考ま

でに、私が内閣官房参与になるまでにどのような方策を採用すべきと言っていたかを、簡

単にご紹介したいと思います。 

 それを考えるに当たって、一つは当然ながら想定被災地の耐震強化、液状化対策をやる

べきだと申し上げました。これは当然ご理解いただけると思います。それからリスクコミ

ュニケーション、あるいは防災教育をやって、津波が来ればすぐに逃げられるような体制

をつくることも一つあります。それから、もう一つ強調していたのが、日本全国への地方

分散です。冒頭で申し上げたように、震災の大きさを巨大化させているのは、地震の揺れ

の大きさではなくて、勝手に集中している日本人側の取り組みなのです。勝手に集中して

いるから震災が大きくなっているわけです。ですから、震災の大きさを軽減する抜本的な

方法は、地震の大きさは小さくすることができませんから、都市の規模を小さくすれば、

当然ながら震災は小さくなるわけです。ですから、全部というわけではありませんが、可

能な範囲で総合的に判断しながら分散化を進めるべしというのが私の主張です。 

 その分散化を図るときに、日本海側の諸都市には極めて重要な責務があるだろうと。私
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は『列島強靱化論』『救国のレジリエンス 『列島強靱化』で GDP900兆円の日本が生まれ

る』という 2冊の本を国土強靱化について出版しているのですが、その中でそのことを強

調しました。また、自由民主党の政務調査会の中に、二階俊博先生が会長である国土強靱

化総合調査会がありまして、そこが分厚い、全部で 1300ページを超える巨大なディスカッ

ションペーパーといいますか、国土強靱化についての書籍を出版しておられますが、その

中で私が主張させていただいている内容でもあります。分散化をきちんと果たすべしと。

徹底的な耐震強化、ならびに分散化という 2本立てで国土強靱化をやるべきだというのが、

私の基本的な主張です。 

 

明治から平成にかけての都市の発展 

 そうした主張の中で、どのように分散化していくべきなのかということで、『救国のレジ

リエンス』という書籍の中で紹介していた議論を少しご紹介したいと思います。一枚紙を

めくっていただきますと、明治時代の人口ベスト 15の都市というものがございます。これ

はパワーポイントのスライドを使いながら、お話しできればと思います。 

（以下スライド併用） 

 

## 

 この地図は明治 9年、つまり今から 150年近く前の、ベスト 15の大きな都市です。どう

いう所に大きな都市があったのかをまとめたものです。ご案内のとおり、太平洋ベルトに

も大きな街がたくさんありましたが、実は日本海側にもかなり大きな街がたくさんあった

のです。この地図で言うと、富山、金沢という二つの街が加賀百万石でした。新潟が入っ

ていませんが、明治 9年の時点では富山と金沢の方が人口が多かったのです。この後、新

潟が大きくなっていくわけですが、このときは日本海側では富山と金沢が一番大きい街で

した。 

 なぜこのようになっていたかというと、北前船の物流航路があり、日本海側も栄えてい

たからです。日本海側だけが栄えていたわけではなくて、今では大きく凋落してしまった

和歌山、そして富山も大きな街でした。さらに、熊本は最近、政令市に復活しましたが、

長らく政令市ではなかった熊本もかつてはベスト 15の大きな都市でした。鹿児島も函館も

そうです。 

 今では地方都市と言われている中で、大きな街はどこだったか。地方の大きな街で、こ
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のときも大きな街はどこだったかというと、仙台と広島ぐらいです。あとは三大都市圏の

中に入っている街だけが大都市になっていて、それ以外は仙台と広島だけが大都市として

残っています。それ以外の富山、金沢、函館等々は、残念ながら大都市ではないという状

況になってしまいました。 

 

## 

 これが平成 22年の状況です。この中で黒い字で書かれたものは、明治 9年も大都市であ

ったし、平成 22年の現代においても大都市である街です。いわゆる大都市の老舗です。仙

台、東京、横浜、京都、大阪、名古屋、神戸、広島、何となく分かりますね。いずれも老

舗な感じです。ところが、埼玉、千葉、相模原、川崎、静岡、浜松、堺、岡山、北九州、

福岡は、かつては大都市ではなかったけれども、今では大都市になった街です。そして、

残念ながらバツが付いている街がたくさんあります。和歌山、徳島、熊本、鹿児島、函館、

富山、金沢です。これらは全て大都市ではなくなりました。この百数十年の間になぜこん

なことになってしまったのか。その答えは次の地図で明らかになります。 

 札幌は例外です。このことだけ申し上げておきますと、札幌が大都市になったのは、道

州制を導入していたからです。かつては函館や根室、室蘭などの大きな街が幾つかあった

のですが、道州制を導入すると、道都、州都と言いますが、キャピタルシティーにいろい

ろなものが集中してしまったのです。北海道はかつては街が分散していたのですが、札幌

だけが一人勝ちの状況になり、実に人口の 40％が、超広大な北海道の中の札幌という小さ

な街だけに住んでいるという状況になっています。他の街は、都市機能、都道府県機能、

県庁所在地機能が全てなくなりました。道ではなく県を導入していれば、北海道は五つぐ

らい県があっても全く不思議ではないほど広さがあるので、函館や根室などは確実に県庁

所在地になっていたはずでしたが、県庁所在地ではなくなり、札幌に国の出先機関や道の

中心機関が全部集中してしまったことが、要因の一つです。 

 もう一つは、私のおじは佐賀に住んでいて、その息子や娘は佐賀生まれです。ですから、

おじも佐賀で生まれたという気持ちが出てくるのです。そうすると、また佐賀で働きたい

と思います。九州が一つであれば、佐賀にそれほどこだわる必要がないというか、佐賀と

いう概念が存在しませんから、九州ならばどこでもいい、それならば九州で一番大きな博

多に行こうかというような感じになるでしょう。 

 県がないとアイデンティティーは育ちません。最初は残っているのですが、10～20年た
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って、その子供になるとアイデンティティーがなくなってくるのです。今ならば、例えば

佐賀で生まれた子供は佐賀生まれと言っていますが、九州が州になってしまったら、20年

後に佐賀で生まれた子供にどこ生まれかと聞いたら、「九州生まれ」としか言わなくなって

しまいます。そうすると、人口が佐賀にとどまる確率が減っていきます。佐賀ばかり言っ

ていて恐縮ですが、それが北海道で起こったのです。 

 ですから、政府機能が全て札幌に集中したことと、人口の流動を食い止めるための県境

がなくなってしまったことで、抵抗なく人口が札幌に集中してしまい、札幌だけ人口が

40％になってしまったということです。これは少し置いておきましょう。 

 

ビジネス展開に有効な新幹線 

 

## 

 札幌以外の街において、なぜこんな人口の分布が起きたのか。今、お声が出てきました

が、こちらが答えです。ご覧のように、この赤い丸は政令市ですが、政令市は全て新幹線

が通っている都市圏の街です。新幹線が造られなかった街には全てバツが付いているので

す。残念です。せっかくポテンシャルがあって、素晴らしい城下町として、加賀百万石と

か、富山にも大きな街がありました。例えば和歌山も大変名門でした。薩摩もイギリスと

戦争するほど、ものすごく大きかったのです。しかし、新幹線というインフラが造られな

ければ、この近代社会の中では徐々に徐々に力が弱くなっていくのです。人が来ない。ビ

ジネスも来ない。新幹線がなかったら不便ですからね。 

 私は飛行機でも移動しますし、新幹線でも移動しますが、飛行機のドア・ツー・ドアで

3 時間と、新幹線のドア・ツー・ドアで 3 時間では気持ち的に全く違うのです。飛行機は

詰めて座らされるので、狭くてしんどいのです。お金があれば広い所に座れますが、それ

でも揺れるし、昇るときと降りるときにはパソコンが使えませんし、立ってうろうろもで

きません。新幹線ならば、今でこそ食堂車はなくなりましたが、それでもだいぶゆったり

と、うろうろすることもできます。グリーン車などに座っても、高いですが、慣れてくれ

ば大して高くはありません。僕などは毎日、京都と東京をあちらへ行ったり、こちらに行

ったりしていますが、新幹線がなければ腰がおかしくなってしまうのではないかという状

況になっています。これが飛行機だと、もっと疲れます。 

 そして、降りてからバスに乗るのもつらいのです。東京駅に着いたら、丸の内からここ
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へ来るのにタクシーで 10～15分です。僕は京都で新幹線を降りて、百万遍へ行くのもタク

シーで 20分ぐらいです。自分の家へ帰るのも 20分ぐらいです。ところが、伊丹に着いた

らモノレールに乗って、阪急に乗って、タクシーに乗ってと、非常に遠いのです。同じ時

間がかかっても、もうやめてくれという気持ちになってきます。ですから、飛行機は便利

ですが、新幹線と飛行機のどちらも使える京都の人間から、あるいは関西の人間からする

と、可能な限り飛行機には乗りたくない。新幹線の楽さを知っていますから。京都にいる

と福岡の仕事も新幹線で行けますし、東京の仕事も新幹線で行けるのです。 

 細かいことを言いますが、宇都宮へ行くのは少しつらいです。遠いと思います。東京で

降りて、また新幹線に乗らなければいけません。宇都宮はギョーザがおいしいから行くの

ですが、少し遠い。ですから、1 本で乗り入れてつながっていることが、どれだけ効果を

持つか。これは交通工学の研究者の常識の一つですが、乗り換え 1回で何十分という時間

ロス、何千円という精神的な抵抗感になることはよく知られた事実です。飛行機の場合は

乗り換えが多いけれども、新幹線の場合はすっと行ける。それがビジネスの展開において

は極めて大きな意味を持つのです。 

 高速道路には高速道路の別の意味があるのですが、いずれにしても大都市になるための

条件の一つが、実は新幹線を通してもらうことだったという言い方ができることを示した

地図なのです。その証拠に、先ほど、かつて大都市であり、今でも大都市である太平洋ベ

ルト以外の街は仙台と広島の二つだけだと言いましたが、その二つともきちんと新幹線を

整備してもらっています。さらに言うと、札幌を除いて本州の日本海側で政令市は、今、

新潟だけですが、新潟は東京から新幹線が引っ張られている街です。 

 新幹線への投資のリターンは莫大です。日本の現代のマスコミの中では極めて過小評価

されていますが、日本の首都圏のみならず、太平洋ベルトは世界に冠たる大都市圏です。

世界一の大都市圏です。この世界一の大都市圏ができたのは、そのど真ん中に大変便利な

東海道新幹線が通っていたからだということは世界の常識です。日本の非常識は世界の常

識なのです。日本人に愚かなところがあるとすると、自分がやったすごいところを、外国

人がみんなすごいと言っているのに、なぜか分からないけれども、それが日本を駄目にし

たとか、駄目だと言うところです。小さな声で言うと、日本全体は東京の人間を中心に田

舎になっているのです。田舎者は田舎の素晴らしさが分からないで、都会にあるいいもの

をいいと思うのです。その構造に東京の人間がはまっています。巨大な田舎都市が東京と

いうところなのです。この都会ができているのは、新幹線などのインフラがあるからです。
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東京は明らかに新幹線が 3本通っていますし、高速道路もばかみたいに通っていますし、

地下都市内交通である地下鉄も世界一整備されていますし、港も空港も日本一大きいので

す。それは発展するでしょう。それにもかかわらず、インフラは要らないと言っているの

です。 

 新幹線の話を元に戻すと、世界は日本の成功の秘密は新幹線であることを十二分に理解

しています。ですから、日本が新幹線を造って大成功を収めた 80年以降、ヨーロッパは必

死になって新幹線化を始めています。今や日本の新幹線は大して速くありませんが、それ

は国際競争の中で日本だけ十分に投資をしていなかったからです。民間の力も大事ですが、

国の力を挙げてやるわけです。中国などを引き合いに出すまでもなく。中国は年間で 800km、

1000km近くの新幹線を造ります。高速道路は 8000kmです。これもすごいのですが、800km

というと、ほとんど東京から博多ぐらいです。毎年、毎年、東海道・山陽新幹線を 1本ず

つ通しているのが、あの中国という国なのです。それは国力があるからできるとも言えま

すが、そういうインフラがこれから中国の国力を抜本的に支えるものになることは間違い

ありません。 

 いずれにしても、日本の成功を見たヨーロッパは徹底的に新幹線を造っていきます。

X2000 や TGV など、たくさん造っていきます。今や新幹線がヨーロッパにたくさん造られ

るようになり、ヨーロッパだけではなくアジアも造ります。台湾の新幹線もそうです。そ

して、あろうことか、あの車社会に首までどっぷり漬かっているアメリカですら新幹線を

造ると、オバマ大統領はこの 3年間ずっと言い続けています。 

 

新幹線で都市を大きくする 

 新幹線を造ると都市が発展することは明白です。なぜでしょうか。簡単な比喩から申し

上げますと、都市は「生き物のようなもの」ではなく「生き物」です。元気になったり、

駄目になったり、死んだりします。シャッター街は死んでいます。渋谷は病んでいる所で

すが、それなりに発展しています。街は生き物なので、何かを食べないと成長できません。

都市は何を食べて成長するかというと、結局は人間なのです。人間が集まったら、そこで

金を使う。そこでビジネスの商談もできる。いろいろな取引もできる。いろいろなアイデ

アの交換もできる。人と人が交われば、そこで子供も生まれる。そこに文化もできる。祭

りもできる。人がたくさん集まれば集まるほど、都市は元気になります。ちょうど僕たち

がお米を食べたら元気になるように、都市は人を食べると大きくなるのです。 
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 従って、都市を育てていくためには、ものを育てるときに肥料をやったり、水をやった

り、太陽を当てたりしなければいけないように、都市には人が流れるようにしなければい

けないのです。人が流れるようにしたら都市は大きくなる。そうすると大量に人を流した

方がいい。大量に人を流すとしたら、一つの方法としては車がありますが、車は大して大

量に流せません。高速道路をどれだけ使っても、車 1 台の面積は大きくて、4 畳半を 1 人

で占有しながら走っているようなものですから、渋谷や新宿、六本木などを 1人 4畳半で

動かれたら困ります。ですから、自動車では大して人が集まりません。とりわけ都市にお

いては、都市空間というか土地がないので、そういう所に人は集まりません。 

 大量に集めるためには、大きな箱に人間にたくさん乗ってもらって、高速で動かしたら

いいのです。飛行機もそういうものですが、1 個しか飛べません。ところが、それをつな

げると、たくさん人がやってきます。新幹線は 1車両で 5×20で 100人ぐらい乗ります。

15車両あれば 1500人です。東海道新幹線ではそれが 10分に 1本ぐらい、どんどん動いて

いるのです。1500 人が 10 分に 1 本、動くわけです。あちらへ行ったり、こちらへ行った

りして、人がどんどん集まってくるのです。そこで、その都市全体に来た人間を、次に都

市内交通で動かします。地下鉄や私鉄、あるいは地方都市で言うと富山の LRTなど、フィ

ーダーといったりしますが、毛細血管のように人を連れていくわけです。そうして、いろ

いろな所に人が行くようになります。要するに人をたくさん供給すると、その街は大きく

なるのです。 

 人類が生み出した最も効率的に人を供給する装置は、新幹線なのです。車ではなく、飛

行機でもなく、船でもなく、新幹線なのです。早く大量にものを運べるのは新幹線だけで

す。あるいはリニアかもしれません。ですから、これらの街は徹底的に大きくなっていっ

たということです。右と左に大都市がある、真ん中の浜松や静岡は、大した街ではありま

せんでした。日本海側の方が大きい街がたくさんあったけれども、新幹線がつながってそ

の辺り全体が豊かになってきたら、自分たちも豊かになったというわけです。これが比喩

的な説明です。 

 実証的な説明としては、新潟もそうですし、仙台もそうですが、例えば先ほど申し上げ

た宇都宮は北関東の中では妙に元気です。いろいろな街がどんどん衰退している中で、宇

都宮だけが人口 50万人で、あのクラスの都市では、北関東では一番頑張っています。なぜ

かというと新幹線が通っているからです。あるいは、群馬県は前橋が県庁所在地ですが、

高崎の方が今は元気です。高崎には新幹線が通っているけれども、前橋には通っていない
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からです。人がたくさん来れば、通勤もできるし、ビジネスチャンスも広がるし、商圏も

広がります。明白な事実があるわけです。 

 そして、今、金沢では投資がかなり進もうとしていますが、これは新幹線に対する期待

だけで進んでいるのです。今のアベノミクスは、政府はほとんど何もしていません。する

と言っただけで、実際には少ししかやっていないのです。株が上がったり、少し下がった

りもしていますが、それは期待だけで上がっているのです。同じように、金沢では期待だ

けで投資が進んでいますし、富山も期待だけでそれなりに投資が進んでいるのです。 

 さらに言うと、熊本は平成 22年には政令市ではなかったけれども、平成 23年には政令

市になっています。なぜかというと、このときには新幹線がつながっていなくても通って

いて、必ずつながることが分かっていたのです。だから先行投資でかなり投資が進み、熊

本は政令市になったのです。投資をすると都市は大きくなります。これは実は明白な歴史

的事実で、この事実をわれわれ日本人は思い出さなければいけません。アメリカ人は気付

いた。中国人も勉強した。台湾人も勉強した。ベトナム人はこれから勉強しようとしてい

る。ヨーロッパ人は既にやってしまって、日本を抜いてしまいました。それにもかかわら

ず、ご本家の日本だけがぼやぼやしているのです。 

 なぜかというと、この新幹線事業は、日本においては純粋な国の事業ではなくなってし

まったからです。国の事業であれば、これは当然ながらやるべきだという傾向が強くなる

でしょう。しかし、民間のビジネスでやると、今さら投資をしても、ばくちを打ちたくな

いと。そもそも太平洋ベルトでもうかっているし、ましてや運輸などと違って駅中ででき

る。私たち民間ビジネスで、なぜ金をもうけたらいけないのか。そう言っているかどうか

は知りません。どの会社とは一応言っていませんが、そういう考え方がとある会社の中に

あったとしても全然不思議ではありません。実際にそう思っていらっしゃるのです。 

 僕には卒業生もたくさんいますし、先輩もたくさんいますから、彼らとよくお酒を飲み

ます。彼らが何を考えているか、僕は手に取るように分かります。彼らは日本を背負う責

任がないのです。本来は近江商人の感覚ならば「買い手良し、売り手良し、世間良し」で

すから、日の本の国、日本が良くなるために商売をするのが商売人の極意ですが、この時

代はそうではなくなったのです。もうければいいという感覚が、いろいろな所へ広がって

しまっています。どことは言いませんが。 

 彼らの重要なポイントは、商売をするだけではなくて、「どうやら藤井が日本海側に新幹

線を造れとか、リニアを早く造れと言っているらしい。これを何とか黙らせる方法はない
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か」と考えていたとしても不思議ではありません。これ以上は言いませんが、そこは皆さ

ん、ご案内のとおりです。 

 それは置いておいて、いずれにしても日本国家として、日本国民として、これはあまり

に不平等です。1 票の格差を議論する前に、一人当たりの新幹線の長さの憲法違反の問題

を考えた方がいいです。一人当たりのこれまでの投資の総量について、憲法違反を考えた

方がいいです。日沿連の皆さまにも、ぜひそんな議論していただきたいと思うのですが、

彼らは国土強靱化反対集会みたいなものをやっていますから、なかなか厳しいです。 

 

高速道路による地方の活性化 

 

## 

 今は新幹線のことだけを申し上げましたが、高速道路に関しても同じようなことが言え

ます。高速道路に関して、皆さんのお手元にはお配りしていませんが、こういうデータが

あるということをご紹介したいと思います。高速道路を造ると都市が発展するのは明白で

す。当然、港も重要になりますが、高速道路は重要です。 

 これは日本全国の地図です。少し古いデータですが、1981～2006 年の 15 年間の商業年

間販売額の伸び率を地図に落としたものです。少し分かりづらいかもしれませんが、要す

るに紫の所は衰退している所です。ほとんど肌色ですが、肌色の所は少し伸びた所、赤い

所はすごく伸びた所です。黒い所は 2006年時点の高速道路ネットワークで、これが地図に

落としてあります。ご覧のように、東京や太平洋ベルトなど、ずっと赤い所がありますが、

日本海側はなかなか赤い所が少ない。北海道が一番かわいそうで、真っ青です。首を絞め

られて死にかけているような、青い感じの状況になっています。北海道は本当にかわいそ

うです。 

 右側のグラフは何かというと、高速道路から遠い所と近い所に分けて、過去 15年間の商

売の売上がどれだけ伸びたか、その伸び率の平均をエリアごとに分けています。一番左が

30分以上、高速道路のインターチェンジから遠い所です。30分以上遠い所を全部集めて、

そこの伸び率の平均を取ると 8％しか伸びていません。過去 15年の間、ほとんど平均とし

て伸びていないけれど、一応少しは伸びています。ところが 10 分未満とか、10～20 分と

か、高速道路が近くにできた所は、その 10倍以上の商業の売上の伸びを示しています。こ

れは相関関係ですから、必ずしも因果関係を示しているわけではないのですが、このグラ
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フが意味しているのは、高速道路を造れば商売がうまくいくという傾向が強いことは間違

いないということです。因果関係が逆の可能性もありますが。 

 同じように、工場です。製造品種価格の話ですが、この話で見ても、日本海側は青い所

が結構多く、太平洋ベルトの辺りは温かい感じが多いですが、結局これも高速道路が遠い

所には工場の立地もあまり進まないし、伸び率も 85％にしかならないと。しかし、インタ

ーチェンジが近い所ならば、その倍ぐらいになったりするということです。 

 要するに、高速道路の整備は、商業や工業といった産業の集積に大きな力を発揮すると

いうことです。新幹線は人口の集積に大きな効果を発揮すると同時に、高速道路は産業の

集積に大きな力を発揮します。これはなぜかというと、考えてみると当たり前です。高速

道路がないと、大きな部品や資材などは運べません。新幹線で運ぶものではありませんか

ら。一方で、人が運ぶときには高速道路も使えはしますが、大量に運ぼうと思ったら新幹

線の方が得策なのです。従って、人を集めるためには新幹線が、工場の立地を進めるため

には高速道路が極めて有効なのです。あれば確実に大丈夫だとまでは言えないけれども、

平均的に発展していく可能性が大きくなることは 100％間違いないのです。これが過去か

らも分かっていることです。 

 高速道路に関しても、日本海では例えば羽越の辺り、それから鳥取や島根の辺り、丹後

の辺りは徹底的に後れています。太平洋側には全部造られています。あとは紀伊半島の辺

りなど、非常に後れている所があって、そこでは確かに工場の立地はなかなか進みません。

これは本当です。強靱化という観点を抜きにして地方の疲弊の原因は何かというと、要す

るにインフラの投資をしていないからです。無駄な道路を造ってはいけないと言われて、

造らないようになったら人は来なくなります。無駄な道路かどうかは知りませんが、造っ

ていたら人が来るので無駄ではなくなります。 

 

費用便益分析から見る日本海側地域の経済状況 

 国土計画はコンビニ商売で弁当を売っているのとは違って、100 年とか 200 年の都市を

つくっているわけです。B/C をご存じですよね。費用便益分析です。あれは将来、何年先

まで見ているかご存じですか。たった 50年です。たった 50年先のことだけを見て、しか

も将来のメリットはどんどん小さくなって、51年後に生ずるメリットは 0円とカウントす

るのです。こんなおかしい尺度でものを決めていいのかと、私は学者としていろいろなと

ころでずっと主張してきましたが、政府の立場としてはなかなか何とも言えないところは
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あります。少なくとも今は、国土強靱化に関しては B/Cで足切りしようという議論はやっ

ていません。最後の方では出てくると思いますが、今のところは議論していません。少な

くとも B/Cで国土の話をするのはおかしいということは、常識で考えたら分かるようなと

ころです。最後の最後で必要になってくるときはありますが、適材適所でやっていく必要

があると言えます。 

 いずれにしても、日本海側が衰退しているとすれば、それはインフラが造られていない

からです。明白です。昔は選択と集中ではなくて、均衡ある国土の発展を目指して、順番

的には最初に太平洋側を先にやりましょう、日本海側はその後だと。やはりよく発展して

いる所を先にやっていくことは、必要性が高いのだから当たり前ではないかと。日本海側

も含めて、それはそうだとみんな納得したわけです。それで、太平洋側がだんだんできて、

日本海側を造ろうとした瞬間に、無駄だと。人が住んでいないではないかと言われる。ち

ょっと待て。人が住んでいないのは、おたくの所でたくさんものを作っているからではな

いかと思うわけです。 

 僕の研究室で山陰地方について計算しました。費用便益分析をしたのです。山陽道路を

造ったときには工場の立地などが進み、当然、便益が発生しました。中国地方全体には便

益があったのもそうですが、山陰と山陽を分けて、どこで誰がどれだけもうけたかという

と山陽側がすごくもうけたのです。山陰側はどうなったかというと、1 兆円ぐらい損をし

ているのです。分かりますか。ある一地域で道路を造ると、いろいろなものがその地域に

集中していきます。そうすると、それ以外の一方の地域にとっては経済不活性効果、経済

衰退効果があるわけです。つまり、山陽道路の整備は、山陰にとっては打撃を与えている

のです。津波と言うと大げさかもしれないけれども、山陽道路は山陰地域に「被害」を与

えているわけです。だから、被害を受けた地域の人々は、この被害を、被害を及ぼした側

の地域の人々に対して「返せ」と言っても何も不思議ではないと思います。 

 僕は山陰と山陽の道路について便益評価をしましたが、同じように、東海道新幹線を造

ることが日本海側に被害を与えているという計算結果は十二分にあるし、仮に計算結果が

なかったとしてもそれは「事実」です。実際に日本海側は人口が減り、太平洋側は人口が

増えています。東京が発展したのは人口が増えたからだ、自分たちのおかげで発展したと

東京の人たちは思っているかもしれませんが、ちょっと待てと。東京が発展したのは、東

京以外の地から人間・人材を「送ってあげたから」に他なりません。私たちの人材を使っ

たから東京が太っているのに、東京がでっぷりと太った後で（例えば、小津安二郎監督の
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「東京物語」みたいに）地方の人々に「おまえたちは田舎だ」と、馬鹿にするかのように

地方を軽視して投資を差し止めるなど、とんでもない欺瞞だと思います。 

 太平洋ベルトに投資をすることは、日本海側に経済打撃を与えることになります。それ

は、津波や地震、洪水みたいなものです。10年、20年、30年、40年とかけて経済被害と

いう格好で、太平洋側に物を造ることが日本海側に被害を与えているのです。それを私は

学者として、粛々と計算をしましたが、その被害の額は 1兆円なのです。これを私の研究

室に来た社会人ドクターの研究として計算をして分かっているわけで、いわば、太平洋側

への整備による日本海側への被害について「証拠」が挙がっているわけです。 

 これは返してもらわないといけません。というか、太平洋側は、これを「自分で返す」

と言ってもいいはずです。そもそも、かねてより「均衡ある国土の発展をやる」とずっと

言ってきたわけですから。例えば、1 万 4000km の高速道路を計画すると言っていました。

昭和 45年には、今では単なる、計画書上の「インク」にしか過ぎないかのような存在にな

っているかもしれませんが、日本海側の新幹線も造ることが政府決定されていたわけです。

今では、この計画の事を多くの人々が、その存在を知りませんし、その実現を信じていな

い方も多いかと思います。それはインクで書いてある「だけ」だと認識している方も多い

わけですね。言うならば、「ちょっと待て。閣議決定して法律ができているでしょう」と言

えば、「それは法律でも、やらないこともある。それが世の中です」と言われかねない。そ

して、「あの 1兆円の被害をどうしてくれるのだ」と言ったとしても、「そんなことは知ら

ない。それは単なる一学者の一計算にしか過ぎないではないか」と言われかねません。 

 そういうときにどうしたらいいか。僕は学者として理論を展開し、いろいろな計算もす

るわけですが、百万遍、いくら計算していても、なかなかそれが、単なる「インク」以上

のものになることが難しい。 

 当方の計算通り、正確に 1兆円かどうかはさておくとしても、歴史的な感覚で太平洋側

への投資が日本海側に損害を与えることは、かつては多くの人々に共有されていたのでは

ないかと思います。ですから、それを「返す」という議論も自然になされ、結果、山陰の

道路の議論もされていたのだと思います。しかし、いつの間にか歴史の中で「もうこれ以

上言うな。人口が少ないではないか」と言うような雰囲気ができあがりつつあるようにも

思います。その結果、いまだに、正式にこれをどうするかは「インク」のままになってい

るわけです。 

 これを何とかするとしたら、「気付いた人間がきちんと言っていく」しかありません。 
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 それが政治だと思います。 

 僕ができるのはしょせんインクだけ、計算結果をお示しするだけです。座長として皆さ

んのご意見を取りまとめ、アドバイザーとしていろいろなアドバイスをさせていただくこ

ともあるかもしれませんが、それはあくまでも「政治決定」を支援するものにしか過ぎま

せん。 

 しかしながら、今、メディアには「新幹線は無用の長物」と呼ばれ、「そういうものを造

ると、大きな借金が残るだけだ。借金というツケを残すのか」と言われるわけです。それ

に対して、わたしは、「ちょっと待て。衰退した街というツケを残すのはいいのか。疲弊す

る地方社会、限界集落を限界のまま放置する、限界集落ポテンシャルをツケとして残すの

はいいのか？」と思うわけですが、おそらくは今までの風潮では、「それは知らない」と言

われてしまう事が一般的だったように思います。おそらくは彼等は、「いや、僕が言ってい

るのはそういうことではない。借金というツケを残すのが」と言うのです。もちろん、当

方は「いやいや、それは問題かもしれませんが、それよりももっと巨大なツケである地方

の疲弊というツケを残すのはいいのですか。。。？」と、ここで水掛け論になってしまうの

です。 

 

強靱な日本国家を目指す 

 以上に述べた１兆円の被害などの計算は、私が内閣官房参与になる前に行っていたもの

で、主として、それに基づく議論は、当時の書籍などで主張していたものですが、今、内

閣官房参与ならびにナショナルレジデンス懇談会としてどんな議論をしているかを、最後

に少しだけご紹介します。最後のトップのページです。1 ページ目にあるのは、国土強靱

化に向けての基本方針についてのご意見ということで、私が取りまとめたものです。これ

はインフラだけではなくて、インフラの方は一人しかおられなくて、あとは皆さん経済と

か、情報通信とか、産業構造とか、エネルギーなどから来られた委員の方と懇談会をして

いるのですが、そこで「どうすれば、国土が強靭化できるのか？」とい基本方針について

議論をした意見を五つにまとめたものです。 

 その中には、例えば長期的な視野で考えなければいけないとか、あるいは個別的に見る

のではなくて、日本の国土全体を見るようなシステム的な発想を持たないといけないとか、

要するに、地域計画だけを見るのではなくて、国土全体を見なければいけないということ

です。 
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 三つ目は、市場原理の導入も大変結構ですが、あまりやり過ぎると地方が脆弱化してし

まいますよと。ちなみに、東京一極集中は市場原理でできてきたので、そこにきちんとガ

バナンスの議論、すなわち政治の規制の理論、政府の計画の理論があればここまで一極集

中することはなかったでしょう。地震学者に「住んではいけない所に人が住み過ぎだ」と

言われるような状況を回避することもできたでしょう。そういう反省に立つと、市場原理

一辺倒でやるのはいかがなものかということがあるかもしれません。 

 四つ目は、市場の原理も大事だし、さらに政治の原理も大事だけれど、やはり一番大事

なのは社会の原理だと。地域のコミュニティーの話や絆の話が大事だということです。 

 五つ目は重要で、自律分散の上での協調連携をしなければいけません。やはり皆さんの

フラットな議論でも、当方が、参与になる以前に主張していた内容と同趣旨の議論が展開

されたということになります。当方は座長ですから、皆さんのご意見を踏まえて、きちん

とまとめていこうと考えているわけですが、やはり、「分散化」の重要性が、政府の懇談会

でも明らかに確認された、ということですね。強靭化のためには、自律分散、連携協調な

のです。やはり一極集中は危ないので分散化しないといけない。東京がつぶれてしまうと、

この国は本当に立ちゆかなくなってしまう。この国が実質的につぶれてしまうこともある

ではないかと言われています。ですから、分散すべきだということが議論されています。 

 これは NTTの方がおっしゃったことですが、システムとしてはこういうシステムの構造

を取るべきだと。国土のことを言ったのではなくて、一般的な強靱なシステムとは自律分

散型だそうです。自律分散だけではなくて、協調もしなければいけない。国土で言うと、

東京、大阪、名古屋等、太平洋側と結んでいる必要もある。例えば、西日本側のパイプラ

インについては経産省が議論していますが、あのようなものも太平洋側と日本海側を結ん

でおかないといけない。あるいは、高速道路も日本海側と太平洋側を結んでおく必要もあ

るのではないかと。伯備線という鉄道がありますが、あのようなものの新幹線化も議論す

る必要があるかもしれません。こういう話はまだこれから議論することになりますが、自

律分散をした上で、きちんと結んでいくことも大事です。これが協調というものです。そ

して、全体の統合運用をしていかなければいけません。これは、すなわち中央政府の力で

全体の分散化の国土計画を立てていかないといけないということで、今、そんな議論がさ

れています。 

 こうした理念の下、日本で起こってはならないことについて、今、国土強靱化推進室の

中では議論しています。こういう概念に基づいて、国土計画、国土レベルの土地利用も含
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めて、強靱な日本国家を目指しましょうという議論をしています。ですから、この議論が

必然的にたどり着くところは、先ほどご紹介した、私が 26日までに申し上げていた、去年

まで申し上げていた国土構造の分散化という議論かもしれません。まだこれは結論が出て

いないので、私は何とも申し上げられないのですが、自律分散型の国土は、当然ながら重

要な課題になってくるというところまでは議論されています。この流れの中で、今申し上

げた、いろいろな客観的な事実、それから過去の歴史の経緯を見つめながら、ぜひともし

っかりと議論を進めていただきたいと思います。 

 そこで重要なのは、日本海側の地域エゴのために、日本海側の発展を目指すべきだとい

う議論を、国土強靱化の文脈でやっているわけではないということです。国土全体の強靱

化のために、日本海側の皆さんには、「分散化のお手伝い」をしていただいて、太平洋側が

激甚な被害を受けたときに「助ける役割」を担っていただきたいという種類の議論が、国

土強靱化ではなされているのです。結論としてどうなるかは分かりませんが、そういう議

論がなされていることを踏まえながら、強靱な日本をつくるために強靱な日本海側をつく

っていくという議論を組み立てていただけると、内閣官房としても、レジデンス懇談会と

しても非常にありがたいと思います。ぜひ一体的に中央と地方の議論を深めていきたいと、

あらためて座長として考えているところです。 

 以上で、私のお話は終わりたいと思います。どうもありがとうございました（拍手）。 

 


