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時間がないので、本題に



水と安全はタダ 
と言われていたけど



しかし・・・



災害は、自然災害だけでなく、
事故など 

多くの危険と災いがある



東日本大震災を例にしただけでも



東日本大震災　茨城県鹿嶋市　新日鉄住友金属爆発



例えば・・・ 
ライフラインの事故により 
停電だけでも農畜産影響もある



東日本大震災　茨城県行方市　停電によるトマト壊滅



東日本大震災　茨城県茨城町 停電による水不足で豚死滅



東日本大震災の際に、 
茨城県の局所的な場所だけでも 

多様な被害がある



こうした危機が発生すると 
人の生命や経済打撃になる



こうしたリスクは 
人の生命や経済、生活に対する 

危険になる



これは



高度技術が産業化された社会 
リスク概念として



人の生命や経済活動にとって、 
望ましくない事象の発生

不確実さの程度 
および 

その結果の大きさの程度

リスクの定義



リスクには、不確実性が付随する
★確率的なもの 
★偶発的なもの 
★未解明なもの 
★予見不可能なもの 
★交渉条件的なもの　
など



主体がよって評価が変わってくる



個人的、社会的状況によって 
リスク評価は変わる



客観的リスク評価 
主観的リスク評価 
は違ってくる



それは



可逆的側面と非可逆的側面の評価がある 
可逆的側面・・・疾病や財産の損失など 
非可逆的側面・・・命の損失、身体的な

欠損など 

心理的な指標は、大きく関与している。 
特に、未知の恐怖によるリスク不安など

リスク評価の共通的なもの



ということと



安全認識と危険認識の両義性を
包含することを認識する



つまり



安全な状態を追求しつつも、 
常に危険がはらんでいることを 

認識すること



なのでリスクは未来のできごと



だから、不確実性であり、不確
実性は100%確実に起こることで

はない



不確実性は・・・



人に不安感情を与える



恐怖と不安は異なる



不確実性は人に不安感情を与える 
恐怖と不安は異なる

1. 恐怖は、それを引き起こす対象が明確だが不安は
不明確 

2. 恐怖は、ある対象に集中して発生するが不安は漠
然と広がっている 

3. 恐怖はそこから逃げようとする意思を伴うが不安
はむしろ無力感を伴う 

4. 恐怖は合理的だが、不安は必ずしも合理的じゃな
い 

5. 恐怖はある時間で終わるが、不安は継続的である 
（心理学辞典，1957）



簡単に言うと



恐怖は目の前にある危険性に対
する刺激誘発型の情動



不安は、予感、懸念など時間的
展望の中での情動



だから



不安は、不確実な事態の中から 
発生しやすい



リスク学の領域



リスク学は広く人間活動の全て
を対象とする実用学際科学



自然環境と社会環境、人間活動と
の関わり、相互作用の結果として 

生ずるリスク事象



リスク学 
1. 何かを明らかにする（リスク同定） 
2. なんで起きるのか、結果どうなるのか、所以、因果関
係を調べる（リスクの定性的解析評価） 

3. 発生する頻度、大きさ、相対的・絶対的な大きさを推
定・算定（リスクの定量的解析評価） 

4. どう対処するか、顕在化を効率よく抑えるか、方策を
考案・実施・評価（性能実地評価） 

5. リスクに関する情報をわかりやすく公衆や施政者に伝
達（リスクの情報伝達、リスクコミュニケーション）、
この結果を総合する 

6. 個人や社会の態度や方策について意思決定、あるいは
国、地域、世界の政策決定に資することを目的とする



「リスク管理（risk management）」 

「危機管理（crisis management）」 

と混同される。



リスクの顕在化であり、 
リスクの事象の発生を防ぐ予防策

「リスク管理（risk management）」



危機は損害の大きいリスク事象、
リスク管理が有効に機能しない
結果として、リスクが顕在化し
た（実際に起こしてしまった）

事象である

「危機管理（crisis management）」



危機管理は起こってしまった危
機の対処（方策）である

「危機管理（crisis management）」



危機の備えての対処方策は 
「緊急事（時）対策」



日頃準備してある状態を 
「緊急時対応準備」



緊急時対策が不十分であっても、



危機が的確に収束できないよう
なことにならないように



十分な緊急時対策を 
用意しておくこと



これが「リスク管理」である



そして、危機は



事故（危機）は、 
緊急時対策において想定してい
なかったような原因や様式で 

発生する事が多い



その場合には



準備の枠組みを超えて



臨機応変に活用可能な



あらゆる 
人的・物質的資材を動員して



的確なリスク管理に基づく危機
克服が求められる



これが「危機管理」である



生活を守るためにも 
社会基盤を守ることは大切



1. 情報通信 
2. エネルギー（電力、石油、ガス） 
3. 交通・輸送 
4. 金融・経済システム 
5. 食料・水供給サービス 
6. 医療（福祉）サービス 
7. 清浄な生活環境保全 
8. 教育システム 
9. 緊急時対応システム 
10.安定した政治的（社会的）制度

社会基盤の重要と考えられる10要素



社会基盤が故障したり、破綻すると
直接国民の健全な生活を脅かすこと

になる



故障・破綻の原因と過程は 
リスク因子である



そのため、この社会基盤をリスクか
ら守るのかということが重要である



もう一度、 
おさらいを含め話します



安全保障と社会を守る



安全保障の定義 

「ある主体が、その主体にとってか
けがえのない何らかの価値を、何ら
かの脅威から、何らかの手段によっ

て、守る」



• 定義をするものの価値的な立場、
世界観が不可避に反映 

• 時代や状況によって異なる



細かいところを見れば、その分野、
分類ごとに対応すべきリスクがある



リスク学の分野と関連学問領域
分類 自然科学 社会科学

リスク分野

主要な基礎
学・関連学
問領域と手
法の例示

インパクト
（Output）

内容

工学的 
リスク

環境科学 
的リスク 
（生態学的 
リスク）

生物学的・ 
医学的リスク

心理学的 
リスク

経済学的 
リスク

政治学的 
リスク

数量科学（統計学、推計学）・情報科学

システムズ 
アナリシス

生態学 
暴露量 
測定学

実験生物学 
基礎/診断 
医学、数学

心理学 
社会心理学

社会経済学 
厚生経済学 政策科学

費・効果、費用・便益、 
損害・便益の評価

社会的合意形成

リスク解析・評価・管理：リスク情報伝達

費・効果、費用・便益分析 
→最適化・正常化

リスク認知

相対的リスク

確定的・ 
確率的影響暴露量故障頻度

事故確率 Dose/Response関係 
→リスク算定/推定

リスク容認、リスク管理の化学的
妥当性 意思・政策決定技術のパブリック

アセブタンス（PA)



ということは・・・



日常的に安全と思われることも 
危険や危機がある



多様な生活、経済活動の事象に 
危険や危機がある



リスクの源は、社会の発展とと
もに新しいリスクが発生する



リスクの分類
1. 自然災害のリスク 
2. 都市災害のリスク 
3. 労働災害のリスク 
4. 食品添加物と医薬品のリスク 
5. 環境リスク 
6. バイオハザードや感染症のリスク 
7. 化学物質のリスク 
8. 放射線のリスク 
9. 廃棄物のリスク 
10. 高度技術のリスク 
11. グローバルリスク 
12. 社会経済活動に伴うリスク 
13. 投資リスクと保険



危機に対して・・・ 

★未然に備えをする 

★危険の拡大を防止 

★その被害を救済 

★活力のある暮らしやすい社会を作ること

身の廻りや経済社会には、危機が多く
あることを知る



これから日本では、ラグビーW
杯、G20、東京オリンピックなど



そうは言っても 
別に何も起きないんじゃないの？



2002年５月３１日～６月３０日　日本でW杯開催



非　公　開



非　公　開



リオネル・デュモン
■フランスの対テロ問題の裁判官ジャン＝ルイ・ブリュギ
エールが言うには、アジアは特に懸念されている地域で、長
年に渡って日本に居住していたフランス人リオネル・デュモ
ンを逮捕尋問後、日本を拠点とするテロネットワークを発
見したという。 
　 
■リオネル・デュモンは1990年代後半にフランス北部で数々
のテロを起こしたイスラム過激派「ルーベ団」の一員であ
る。デュモンは数年間日本で生活をしていて、日本国内でイ
スラム過激派の構築に関与していると疑われている。 
　　 
■チェチェン・テロネットワークの一員は化学物質を使った
テロに興味を示していると報告されていて、フランス当局は
6月14日、チェチェン・テロネットワークの一員と疑われて
いるカリード氏を逮捕した。また彼らが疑っているのはチェ
チェン・テロネットワークはアジア・テロネットワークと
繋がっており、それに含まれる人物として日本に居住してい
たフランス人のリオネル・デュモンが挙げられる。 

出展：ウィキリークスジャパン 
http://wikileaks-japan.blogspot.jp/2010/12/blog-
post_4416.html

非　公　開

http://wikileaks-japan.blogspot.jp/2010/12/blog-post_4416.html
http://wikileaks-japan.blogspot.jp/2010/12/blog-post_4416.html


ハリド・シェイク・モハメド

「日本にはイスラム教徒が少なく、支援体制（イ
ンフラ）の構築が困難だったため断念した」

非　公　開



現在の取り巻く環境

• 自然災害 

• テロリズム・犯罪 

• サイバー攻撃 

• 経済活動の損失 

• 地政学的問題 

• 世界における政治的立ち位置
など



日本は無関係とは言えない



今後、世界的イベントのある 
我が国の安全と社会を守るために



各分野の第一人者の方からお話
を伺います。



板橋功様 
安部川元伸様 
名和利男様 
濱田昌彦様 
渡邉哲也様



これまでに、警察庁、外務省、内閣安全保障室(現内閣官房副長官補付
室)、内閣情報調査室などの研究プロジェクトを担当、内閣官房、外務
省、文部省(現文部科学省）、国土交通省、中小企業庁、シンクタンクな
どのテロリズム、安全対策、危機管理関係の研究会の委員を務める。また、
NHK、民放各局、新聞各紙などのメディアにおいて、テロ問題（国際テロ
情勢やテロ対策）や危機管理に関する解説やコメントを行っている。

【略歴】 1959年栃木県生まれ。1987年慶應義塾大学大学
院経営管理研究科修士課程修了後、社会工学研究所に入所。
1992年財団法人公共政策調調査会へ出向、分析主幹、研究
室長を経て、2015年7月より研究センター長。1996年4月よ
り国士舘大学政経学部非常勤講師、2005年2月より警察大
学校専門講師、2013年３月より原子力規制委員会核セキュ
リティに関する検討会委員、2014年4月より東京工業大学
非常勤講師、2016年4月より武蔵野大学客員教授。社会工
学研究所入所後、一貫してテロリズム問題(国際テロ情勢、
テロ対策)、組織犯罪、危機管理関係の研究に従事。

板橋　功



【略歴】 1952年神奈川県生まれ。1976
年公安調査庁入庁後、国内、国際部門を
担当し、1989年から本庁で国際渉外業
務、国際テロ情報の収集・分析に当たる。
国際調査企画官、公安調査管理官、東北
公安調査局長などを歴任し、2013年退
職。2015年から日本大学に奉職。総合科
学研究所教授を経て2016年から現職。著
作「国際テロリズム　その戦術と実態か

ら抑止まで」（原書房）ほか

安部川元伸



【略歴】 1971年北海道生まれ。海上自衛隊におい
て、護衛艦のCOC（戦闘情報中枢）の業務に従事し
た後、航空自衛隊において、信務暗号・通信業務／在
日米空軍との連絡調整業務／防空指揮システム等のセ
キュリティ担当（プログラム幹部）業務に従事。その
後、JPCERTコーディネーションセンター早期警戒グ
ループのリーダを経て、サイバーディフェンス研究所
に参加。 TOCOG（東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会組織委員会）、PwCサイバーサービス合
同会社、Arbor Networks 等のアドバイザー、IDF
（デジタル・フォレンジック研究会）やJILIS（情報

法制度研究所）の理事等を兼務。

名和利男



【略歴】 1956年山口県生まれ。1980年陸上自衛隊
入隊。化学科職種で約30年、化学兵器防護、放射
線防護分野で活躍。この間、化学学校研究員、教
官、教育部長、陸幕化学室長等を歴任。1999年か
ら2002年まで、オランダ防衛駐在官兼OPCW日本
代表団長代行。2013年に化学学校副校長を最後に
退官。元陸将捕。退官後は、重松製作所主任研究
員、またCBRN防護のアドバイザーとして講演、執
筆活動も。2016年末、「最大の脅威CBRNに備え
よ！東京オリンピックでテロを防ぐために」を出
版。大規模イベントや北朝鮮関連でのCBRN事態に

警鐘を鳴らす。

濱田昌彦



【略歴】 作家・経済評論家。1969年生ま
れ。日本大学法学部経営法学科卒業。貿易会
社に勤務した後、独立。複数の企業運営など
に携わる。大手掲示板での欧米経済、韓国経
済などの評論が話題となり、2009年『本当
にヤバイ!欧州経済』（彩図社)を出版、欧州
危機を警告しベストセラーになる。内外の経
済・政治情勢のリサーチや分析に定評があり、
さまざまな政策立案の支援から、雑誌の企画・

監修まで幅広く活動を行っている。

渡邉哲也



各分野の 
お話を頂きます。



これより、 
「安全保障と社会を守るサイバー

ワールド」 
開催します。



ありがとうございました！ 

岡田　忠 

tadashiman@mrj.biglobe.ne.jp 

Facebook: tadashiman 

twitter : okada_t 

LinkedIn : tadashiman 

researchmap :  

http://researchmap.jp/okadat/
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