
2004年インド洋巨大地震・津波国際会議

インド洋巨大地震・津波

災害軽減科学技術の国際連携への提言に関する国際シンポジウム

アジア学術会議からの提言

Part 2 災害軽減科学技術の国際連携への提言

【期日】2005年12月16-17日

【主催】防災科学技術研究所、防災研究フォーラム
【共催，後援】東京大学地震研究所、京都大学防災研究所、産業技術総合研究所、日本
学術会議、アジア学術会議、日本学術振興会、海洋研究開発機構、宇宙航空研究開発機
構、UNESCO、ISDR、UNCRD

【討議内容】
2005年1月に実施された国連防災世界会議での政府間合意に基づき、インド洋巨大地

震・津波被害の復興策に関する国際連携のあり方について討議しました。また、本シンポ
ジウムはアジア学術会議とのジョイントプログラム（自然災害軽減へ向けての国際協力に
ついての提言： アンカー 片山恒雄・佐竹健治）と位置づけられ、参加したアジア諸国関
係者で議論を行い、アジア各国政府に対して具体的な政策提言を行うための準備を行い
ました。

上記国際シンポジウムで議論した内容を踏
まえ、その後の電子メール等による意見交換
を経て、「自然災害軽減へ向けての国際協力
についての提言」をまとめ、2006年4月17-19
日に、インドで開催された第６回アジア学術
会議（ＳＣＡ）にて各国政府へ提言しました。

ＳＣＡ より発刊された「自
然災害軽減へ向けての国
際協力についての提言」

パネルディスカッションの様子

石田防災研究フォーラ
ム代表による挨拶

黒川日本学術会議会
長による基調講演

各国政府に対する１２の提言 （より具体的な説明は、左記のＳＣＡ ＲＥＰＯＲＴ をご覧下さい）

自然災害の影響を受けた人数の地域別割合インド洋津波による死者数

2004年12月26日、インドネシア・スマトラ島沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震及び大津波により、インド洋周辺諸国に未

曾有の被害が発生しました。アジア地域は世界の中でも自然災害の多発地域にあり、自然災害から人命や財産を守ることは、各国政
府にとっても重要課題の一つとなっています。

Proposal ９:
Promote advanced international 
collaborative researches on 
mechanisms & impacts of natural 
disasters, and on countermeasures, 
recoveries, and reconstruction 
plans.

Proposal ２:
Encourage wider international and interdisciplinary collaborations among natural scientists, engineers, social scientists, experts from 
the private sector and other key stakeholders when formulating disaster reduction policies.

Proposal 10:
Encourage outreach through 
education, training and the media 
and ensure that it is made a 
central feature of all scientific, 
technological and management 
practices and research outputs.

Proposal ７:
Utilize the best available predictive and 
preventive systems and technology for 
disaster mitigation that are appropriate and 
cost-effective  to local conditions which are 
well adapted to community needs.

Proposal ３:
Emphasize that poverty alleviation is 
one of the most decisive disaster 
reduction measures that any nation or 
agency should consider.

Proposal ６:
Foster the sharing of knowledge about and 
adoption of community based disaster 
management at all levels of disaster 
reduction – the local, national and 

international.

Proposal ５:
Recognize that women, children, the 
aged and handicapped are especially 
vulnerable to disasters and ensure 
that their needs and capacities should 
be taken into special consideration in 
all disaster reduction projects to 
empower them.

Proposal ４: 
Take measures to ensure that disaster 
reduction programs secure people’s 
livelihoods as well as their lives.

Proposal １:
Government should be aware of increasing impact of natural hazards on societies and different risks and resources that exist  within 
the Asian countries, and formulate disaster reduction policies relevant to their particular vulnerabilities and capacities.

Proposal ８:
Stress the importance of the power of  each 
individual to make a difference in disaster 
reduction.

Natural Hazard Reduction: Recommendations for International Collaboration

Promote research 
and outreach:

Promote community based 
disaster management：

Save vulnerable people: 

General:

Proposal 12:
Develop cost-effective tsunami warning system in the Indian Ocean through international collaboration and using existing capabilities.

On the 2004 Giant earthquake and tsunami：

Proposal 11:
Promote research and international collaboration to understand the mechanism and to forecast the future events similar to the 2004 giant 
earthquake and tsunami.
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企画部 藤田英輔・関口宏二

科学技術振興調整費「我が国の
国際的リーダーシップの確保」

防災研究フォーラム

第６回アジア学術
会議の様子（2006
年４月、インド）

(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 
2005. World Disasters Report: Kumarian Press. 246pp.)

(ADRC –Natural Disasters 

Data Book- 2004)

（「Ｐａｒｔ １スマトラ型巨大地震・津波被害の軽減策に関する国際ワークショップ」につ
きましては、http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/koho/press/sumatra/をご覧下さい。）


