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なぜ災害ロジスティクスの
失敗は繰り返されるのか？

改まらない誤解

東北大学災害科学国際研究所

副研究所長・教授

奥村 誠
人間・社会対応研究部門 被災地支援研究分野
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2016年9月2日（金）
仙台BCP研究会

mokmr@m.tohoku.ac.jp

熊本地震においても，避難者には
物資が届いていなかった(April,2016)
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Characters made by chairs on the playground 
April 17.
"SOS! Paper, Bread, Water needed" 
Kokufu High School in Downtown Kumamoto 
City (Kyodo.NP)
熊本市国府高等学校(共同通信)

Characters written on parking
of a elderly care facility in 
Mifune Kumamoto. April 17.
"Rice, Water, Preserve food, 
HELP" (Kyodo.NP)
御船町高齢者施設(共同通信)

集積所(県庁前庭)には
十分物資があった(April 2016)
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Plenty of goods arrived in front of Kumamoto Prefecture Office
(April 19)

茨城県鬼怒川水害(Sep.2015)

4Tokyo Shinbun Web News 2015.9.28

Mitsukaido Gymnasium as a local distribution depot of supplies
水海道体育館における支援物資の保管状況（2週間後）東京新聞
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広島土砂災害（2014.8.20）

5必要だったのは，土嚢袋，高圧洗浄機だった

避難場所には、大量の

物

資が・・・。

Report by a School Principal in Hiroshima 

広島市立梅林中学校長のブログより

繰り返される失敗繰り返される失敗
• 東日本大震災 (2011)では, 燃料不足，車両不足，情報

通信不足により，地域内の配送が困難となり，数週間
にわたり支援物資が被災者に届かなかった.

• その後の広島土砂災害 (2014), 鬼怒川水害(2015) 熊
本地震 (2016)においては，燃料不足や通信途絶が起

きなかったにもかかわらず，支援物資が被災者に届か
なかった.

• どの災害時においても，配送拠点に支援物資が集中し
，そこから先に配送することがうまくできなかった. 

• 何回経験してもうまくいかない原因は，誤解に基づく対
応の根本的な間違いがあるはず.
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• Social Network Service (SNS), e.g. facebook, 
LINE, ….等による被災者からの直接的な情報

発信に対して，個人ベースで直接物資を送り
込もうとする動きが活発化

• 政府は，被災地からの情報に頼らずに外から
物資を送り込む「Push型物流」を採用した

– 佐賀県鳥栖市，福岡県久山町（福岡IC至近)のヤ
マト・日通のロジセンターを中継拠点に

– 500人以上の被災者がいる（と思われた）避難所
に直送した
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最近の災害における新しい状況 災害ロジスティックスに関する誤解

1. 被災地において物資が不足している

2. 末端に届かないのは，やり方が悪いからだ

3. 自治体・政府を当てにせず，ボランティアに任せるべき

4. 被災地内では配送能力が不足している

5. 被災者のニーズ把握が重要だ

6. iPADで情報を集めWebで広く知らせるべき

7. 長時間並んだ人に物資が届かないのは問題だ

8. 支援物資は大事なものなのできちんと管理すべき

9. 「餅は餅屋」，物流業者はうまく配送できるはずだ

10.支援物資は被災地の生活を支える基本だ

11.「食べられないお金」よりも物資の方が役に立つ 8
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誤解1 被災地において物資が不足している
• これまでの日本の災害では，被災地において物資が不足し

たことはあまりない．

例外）東日本大震災の直後（1週間程度）

• 物資をさばく能力以上に届きすぎ，取り回しや処分に困る

誰もが思いつく物資（水，毛布，食料）は，いつも余る

保管や廃棄に労力とお金がかかる(第2の災害) 
• 物資の搬入が難しいなら，早い段階で

「被災者」を地域外に一時退避させるべき
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誤解２ 物資が末端に届かないのは，
やり方が悪いからだ

• 一人一人の人間に「その人が欲しいものを欲しい時に欲し
い量だけ届ける」ということは極めて難しい．

• The Last One Mile  Problem
• 平常時でも，個別の輸送はしていないし，できない．

• 消費者が店に行き，欲しいモノを選んで持ち帰る

• 「やり方が悪い」というより，「そもそも不可能な要求」
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熊本地震：緊急支援物資の輸送の実態
（流通経済大学 苦瀬博仁教授 土木学会調査団報告会資料に基づく）
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1) 救援物資の拠点 2) 県の集積場所

3) 市町村集積場所

指定避難所、指定外避難所

「品目別物資」の輸送

【被災地内】【被災地外】

（品目別から市町村別の、
仕分け・配分）

（500人以上の避難所に、直送）

プッシュ型：情報断絶時に物資を送り込む
発災直後

プル型：個々の要望に応じて物資を送り込む

（全国の工場や、倉庫など）

物資供給施設

熊本地震で特に大きな問題

（物資の引き取り物流の必要）

輸送能力よりも，仕分け能力，情報欠乏

熊本地震：緊急支援物資の輸送の実態
（流通経済大学 苦瀬博仁教授 土木学会調査団報告会資料に基づく）
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【リンク：全国→被災地外の拠点】
全国から被災地外に設置した鳥栖などの民間の受け入れ拠点へは、比較的順調。
政府の要請は早く、全ト協などによる車両の手配も順調。
（東日本大震災の教訓）→官民連携、被災地外と被災地の連携

【ノード：被災地外の拠点（鳥栖、福岡など）】
県内の広域防災拠点が被災し，被災地外の鳥栖などを受け入れ拠点とした。

【リンク：被災地外の拠点→市町村の集積所】
鳥栖などの受け入れ拠点から、市町村の集積所には、比較的順調だった。

【ノード：市町村の集積所】（★物資の仕分け配分の混乱）
仕分け・配分での混乱

【リンク：市町村の集積所→避難所】（★指定外避難所の把握困難）
避難場所（約600）の実態不明、
指定避難所は把握できても、指定外避難所の把握困難で物資不足
道路・橋梁の破壊による配送手段の確保が困難
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熊本地震：緊急支援物資の輸送の実態
（流通経済大学 苦瀬博仁教授 土木学会調査団報告会資料に基づく）
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運送会社

日本通運とヤマト運輸：内閣府の支援依頼と協議（4月14日）

緊急物資輸送受入れ態勢を整備（4月16日）

輸送開始(4月17日) 

日本通運：佐賀県鳥栖に緊急支援物資を受け入れる拠点設置。 (4月16日) 

食料品や粉ミルクなどを集め、熊本県内の被災地に輸送(4月17日) 

ヤマト運輸：福岡県久山町に拠点設置。日用品などを被災地に輸送(4月17日) 

JR貨物：吹田から臨時貨物列車を運行。救援物資を無料輸送（4月19日）

旧小学校での住民提供の物資の仕分け（福岡市）

4月17日：中央区の旧大名小を拠点に、熊本地震の被災地への支援物資の受け入れ開始。

午後１時：市民が持参した支援物資を、品物（水、毛布・タオル、おむつ・生理用品、トイレットペー
パー）別に保管する教室が仕分けられ、市民がそれぞれの教室に運び込む。

午後１時すぎ：市の防災ヘリが支援物資を積み込み、熊本市へ飛び立つ。

午後４時：１階の教室は物資で満杯
参考：http://ryutsuu.biz/commodity/i041505.html
日刊工業新聞電子版 20160418

【ノード：被災地外の拠点（鳥栖、福岡など）】

誤解３．自治体・政府を当てに
せず，ボランティアに任せるべき

ボランティアが役立つ場面は多い

• 経験の蓄積がある（被災経験のない自治体職員よりも）

• 小回りが利く（被災者の立場に立った判断）

ボランティアの限界

• 自治体・政府（自衛隊）に比べ「量的」な規模が格段に違う

• 目立ちたいところに行きたい（シャドーの発生）

• ボランティア自身が資源を消費する

• 過去の成功体験に引きずられる（独自のやり方に固執）

• 被災者の自立的な活動を妨げる（依存心）

適材適所：少し時間が経ってから被災者に寄り添う役割を
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誤解４ 被災地では配送能力が不足している

• 災害により道路が寸断され，配送能力
が足りなくことはある

• 外から支援の車が流入し，混雑や燃料
の不足に拍車をかける

• 足りないのは配送段階ではなく， 拠
点における仕分け能力

• 輸送はできるが情報がない

• 熊本では自動車は使えた！

（夕方郊外の温浴施設への車が渋滞）
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誤解５．被災者ニーズの把握が重要だ

• その時の状況を把握し臨機応変に対応したい

• 実際には情報の「遅れ」が生じる

• 「目撃情報のバイアス」により極端な情報が集まりや
すい

• 多段階意思決定（伝言ゲーム）は「鞭効果」を生む

• 上流ほど在庫変動が大きくなる現象

• 現場と遠い所が安全を見込んで判断すると発生

• 「緊急支援」においてダイナミックに判断するのは無理．
まずは量的な過不足だけを考えるべき

• かんばん方式の導入

16
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誤解６ IPADで情報を集め
WEBで広く知らせるべき

• IPADやインターネット通信の環境が健全である保証はない

• 機械に頼らない情報収集の方法が必要

• 個人ベースで収集した情報が相互に矛盾すると混乱が
拡大する．

• WEB情報は「目撃情報のバイアス」を受けやすい

• 遠くで判断すると「時間遅れ」も大きくなり，「鞭効果」を生み
やすい
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目撃情報のバイアス
• 交通量の多い道と少ない道にある2つのGS

– 交通量の多い方のGSの方が行列ができやすい

– 多くの通行者(全体の9割）が，行列を目にする

– 通行者から目撃情報を集めると，ほとんどの(9割
の)GSに行列ができているかのように感じる！

目撃情報は「極端な」状況に偏る

時間当たり
90台の車

時間当たり
10台の車

行列あり 行列なし
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誤解７．長時間並んだ人に
モノが届かないのは問題

人に対して「もの」が足りない時、行列を作らせ配分している

全くの間違い！行列ほど不公平な方法はない！

行列に並べるのは、元気で余裕のある人（時間が払える人）

条件のいい人に優先して配ることになる

• 体が痛い、身動きが不自由な高齢者などは並べない

• 他の用事、ボランテリア活動などに時間を使うと並べない

はじめからすべての人に番号札を配っておき、ものが届くごとに
「○○番から○○番までの人に配布」すればよい
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「見た目」の災害弱者のみが優先される危険性も

誤解８．支援物資は大事なものなので
きちんと管理するべき
• 誤解1：物資が不足しているのではなく，余っている

• 誤解2：それを末端まで届けることは極めて困難

• 行政職員自身も被災し，災害対応の膨大な仕事が発生

• 物資そのものよりも，仕分け能力，情報が不足

• 大事なのは物資ではなく，人手や情報

• 物資は追加で届くはず⇒足りなくなることはない

• 被災者自身に可能な限り任せる（特にLast One Mile）

• 被災者側が物資集積場所に引き取りに行く

• 温泉施設などに物資を「置いて」おき，勝手に持ち
帰ってもらう（最後まで管理しない）

20
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「善意の緊急支援物資」の問題

第2の災害：これまでの大災害でも，拠点（ノード）に人手不
足と，物資のニーズとのミスマッチで，大量の物資を届ける
ことができず，結局廃棄処分としてきた．

足りないのは，「もの」ではなく，情報や人手

今回も，SNS等で断片的な情報が流れ，個別に配送しよう
とする動きが多く発生した

・個別の小口輸送は，道路の容量を無駄に消費する．

・届いた荷物の中身が分からず，仕分けの人手を消費

・情報と反応との時間遅れがニーズのミスマッチを生む

21 22

Select Language  ▼

        

ホーム > 組織で探す > 環境エネルギー部 > 危機管理課（ 復興・ 避難者支援室）  > 平成28年熊本地震への対応について

平成28年熊本地震への対応について

山形県では、 平成28年熊本地震への支援のため、 以下のと おり 対応を

行っています。
 

山

物的支援等

生活必需品の支援

○4月17日（ 日） に、 県（ 村山総合支庁） で備蓄する 物資及びJAグループ山形から 支援を いただいた

無洗米等を 被災地に搬送し まし た。

支援物資の内容

保存食（ アルフ ァ 米　 10, 000食） 、 飲料水（ 500m lペッ ト ボト ル　 4,000本） 、 毛布（ 400枚） 、 防

災シート （ 200枚）

≪JAグループ山形支援≫　 無洗米等（ 800kg） 、 パッ ク ご飯（ 1, 000食）

 

 

○4月24日（ 日） に実施し たモン テディ オ山形選手会等による 支援物資募集に、 県企業局が協力し 、

熊本市内の支援物資集積所に発送し まし た。

支援物資の内容

「 おいし い山形の水」 100ケース（ 500m lペッ ト ボト ル、 2,400本）
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Select Language  ▼

        

ホーム > 組織で探す > 環境エネルギー部 > 危機管理課（ 復興・ 避難者支援室）  > 平成28年熊本地震への対応について

平成28年熊本地震への対応について

山形県では、 平成28年熊本地震への支援のため、 以下のと おり 対応を

行っています。
 

山

生活必需品の支援

○4月17日（ 日） に、 県（ 村山総合支庁） で備蓄する 物資及びJAグループ山形から 支援を いただいた

無洗米等を 被災地に搬送し まし た。

支援物資の内容

保存食（ アルフ ァ 米　 10, 000食） 、 飲料水（ 500m lペッ ト ボト ル　 4,000本） 、 毛布（ 400枚） 、 防

災シート （ 200枚）

≪JAグループ山形支援≫　 無洗米等（ 800kg） 、 パッ ク ご飯（ 1, 000食）

 

 

○4月24日（ 日） に実施し たモン テディ オ山形選手会等による 支援物資募集に、 県企業局が協力し 、

熊本市内の支援物資集積所に発送し まし た。

支援物資の内容

「 おいし い山形の水」 100ケース（ 500m lペッ ト ボト ル、 2,400本）

 

 

○5月4日（ 水） に、 熊本市及びボラ ン ティ ア山形から の要請により 、 県（ 庄内総合支庁） で備蓄す

る物資を発送し まし た。

支援物資の内容

防災シート （ ブルーシート ） （ 200枚）

 

 

○5月12日（ 木） に、 ボラ ンティ ア山形の協力によ り 、 グリ ーン コ ープ共同体の支援活動を 通じ て被

災地に提供するため、 福岡県内の支援物資集積所に物資を 発送する予定です。

支援物資の内容

「 おいし い山形の水」 834ケース（ 500m lペッ ト ボト ル、 約20,000本）

被災地から
要請のない
ものを送っ
てはいけな

い！

被災地から
要請のない
ものを送っ
てはいけな

い！

誤解９ 「餅は餅屋」，物流業者はうまく配送できる
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日頃からやっている業務はうまくできる

通路部分を残した物資の積み上げ
フォークリフトなどの機械の操作

彼らが日常行っている商業物流の特色
上流側からの情報がある

いつ、何が、どのぐらいの量到着するわかる
それに合わせて空間利用を計画できる

緊急支援物資は全く違う

上流側からの情報がほとんどない
届いた箱に何が入っているのかも不明
いつ、何が届くのかがわからない

本当に運ぶ価値があるものかどうかもわからない

通常「在庫は敵」 vs 支援物資「在庫の情報機能」
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熊本地震：緊急支援物資の輸送の実態
（流通経済大学 苦瀬博仁教授 土木学会調査団報告会資料に基づく）
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プロによる仕分け
① 搬送機器：ロールボックス
② 保管と荷さばきスペース：広い通路
③ 取り出し頻度別管理：ＡＢＣ分析
④ 表示方法の統一：荷札、看板

一般者による仕分け
① 搬送機器がない
② 移動スペースの不足
③ 取り出し頻度の無視
④ 表示が不明確

（写真提供：東北大学、桑原雅夫教授）

【ノード：市町村の集積所】（★物資の仕分け配分の混乱）

提言：物流に関わる情報の一元化

• 政府，地方公共団体，物流会社，
物資提供会社，ボランティアな
どが，物資の定義，数量の単位
について，統一的な認識を持て
るようにする.
（物資名と単位の基準化）

• 物資注文伝票，配送伝票，入庫
票，出庫票などの，帳票類の標
準化

26

誤解10 支援物資は被災地生活を支える基本だ
（流通経済大学 苦瀬博仁教授 土木学会調査団報告会資料に基づく）
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支援物資の輸送が困難なケースはいっぱいある
1)自分に必要な物資は十分にあるか？→ 工場や倉庫に在庫があっても不足。
2)道路は、すぐに通行できるか？ → 直ちに通行はできない。
3)輸送するトラックは十分にあるか？→ トラック、運転手、燃料が不足。
4)物資が届けば仕分けできるか？ → 保管作業の人も場所もない。
5)仕分けたりする人は十分にいるか？→ ノウハウを知らないと混乱だけ。
6)危険物取扱者は十分いるか？ → 他の業務もあり、手が回らない。
7)水道で、飲料水は供給されるか？ → インフラの破断で、手に入らない。

（上水道の復旧には最低１ヶ月、など）
つまり、補給（輸送）は、きわめてリスクが高い。

備蓄（在庫）対策を基本とすべき！

熊本地震でも，避難者は人口の1/5程度
大多数は，自宅で通常の生活を送っている．
通常の商業物流の維持，早期の復旧が最も大切
物資支援が地域経済活動の妨げにならぬよう早期に中止

誤解１１ 食べられないお金よりも物資が役立つ

被災地外の多くの人間は大体同じ事を考える

• 普通の人が「物資を送ろう」「物資を運んでいこう」と考える
時点では，すでに同じものを送る対応がなされている．

• その時点から実際に届くまでにタイムラグがある．

個々の災害の状況で，違ったものが不足する．

・ 現地からの「注文」，「要請」を待つべき

「物資」には輸送時間がかかり，ミスマッチがあり，余ったら困る

「お金」は輸送時間は少なく，ミスマッチはなく，余っても全く困ら
ない

28
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まとめ：改まらない誤解を改めよう

1. 被災地において物資が不足している ⇒余っている

2. 末端に届かないのは，やり方が悪いからだ ⇒そもそも困難

3. 自治体・政府を当てにせずボランティアに任せる ⇒適材適所

4. 被災地内で配送能力が不足している ⇒仕分能力，情報が不足

5. 被災者ニーズの把握が重要だ ⇒ニーズ対応は鞭効果を生む

6. iPADで集めた情報をWebで知らせるべき ⇒目撃情報バイアス

7. 長時間並んだ人に物資が届かないことは問題だ ⇒並べない人

8. 支援物資は大事なものとして管理するべき ⇒被災者に分担

9. 「餅は餅屋」，物流業者はうまく配送できるはず ⇒上流の情報

10. 支援物資は被災地生活を支える基本だ ⇒商業物流優先で

11. 食べられないお金よりも物資が役立つ ⇒お金は無駄にならない 29

付録:熊本地震の報道と「過剰反応」

• TVで別府港の定点観測映像に続いて熊本の被害を放映

→直後にホテルのキャンセルが増える（別府市）

• 湯布院で県内のある市町村が海産物の食事を支援

→別の市町村が負けじと来訪：支援合戦（由布市）

• 行政として支援物資，ボランティアの受け入れを停止

呼びかけ情報がSNSで拡散→電話対応苦慮（由布市）

• 協力関係の県外自治体からの物資提供申し出を受諾

→想定以上の物資が届き，保管場所がなく苦慮（別府市）

支援・国の査定 ↔ 風評，観光への影響

30

付録：不確実性への対応戦略（１）

対応の種類を少なくし，迷わせない

地震，津波，火災，水害でも同じ避難先へ
早めのアラーム，体制を作る時間を稼ぐ

人命の確保だけを図り，時間を稼ぐ

問題の発生を「見える」化し，監視する
複雑な判断を急いで行わない

問題を分割，段階的対応

仮設住宅を恒久化前提に建設・配分は無理

可能な限り「見なし仮設」を使い時間を稼ぐ
災害対応用の資材，人員，資金，空間の余裕

余裕のある外部組織との事前協定
31

付録：不確実性への対応戦略（２）
多くの事態への対応を共通化し，まとめる

イベントツリーを，右側でまとめる。

消防署への道路は，どんな災害でも重要！
不確実性への備えに別の意味をつける

祭りやスポーツなど，備えやリハーサルに別の

意味を持たせて継続させる（災害対応の文化化）
多目的化，汎用化

災害対応用の空地や施設を別の用途でも使う
あらゆる計画での災害対応機能の想像

施設計画において災害時の機能を想像して考慮

32
想像力と時間を必要とするプロセス。
急いで計画を作り実行することとは，なじまない。


