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多機関の協働と連携

既存の組織の相互連携は

一般に困難

判断の裏付けとなる

国家観・歴史観が求められる

各組織の問題意識と解決試案を
示す共通の場で、組織の文化を
相互に認識する必要がある

価値観の共有と目的の統一



危機管理の深層にある考え方

目的の統一

何をどのように優先して行うかは極めて高度の判断
人命の救助、被害の拡大防止、ガバナンス(経済)の維持

我が国の長い歴史と経験 国民の暗黙の了解

国民の理念に合致した方法と手段

優先順位の決定
緊急時の
価値観の変化

判断の裏付け
国家観、歴史観

価値観の共有 リーダーシップ

価値基準の決定
有限な資源の活用
明確な意思表示

個人の権限の制限
弱者の位置付が変化
法手続きの省略

国家のあり方
国と国民
国と自治体

人々との価値観共有
の努力
国民共通の価値観

リーダーの毅然とした
責任感と姿勢

国民に対処の方針を
自ら説明

民主国家の人権、手段の妥当性、法手続き、適法性、政治道徳上の適正、コスト合理性を熟考
し決断、連携の本質は目的の統一



国家の基礎は優れた危機管理組織にある

N. Machiavelli

国家統治の本質から考えると、
社会と危機管理組織の間には、
非常に密接な関係があり、互い
に両立し、連携統合されるべき

事に気づくだろう



世界の脅威 : グローバルリスク



伝統的安全保障と人間の安全保障

集団安全保障

人間の安全保障

国際協力

国際紛争解決の手段としての
紛争を主権国家の自由に
委ねることは出来ない

国際公共秩序維持の為の介入

紛争伝統的な国家の自力救済の権利

同意の原則

不偏性の原則

武力非行使の原則

国家安全保障は何よりも国家の
安全を重視する

公正な成長安全な下降

人間の生活の本質と豊かさに
目を向け生活の安全安心
を保障する基礎教育のは

たす役割を重視

教育により世界の多様性と豊かさ
を認識する自由で論理的な
思考と人間の絆を理解

人々の生活を脅かす不安を減少排除

経済、食糧、健康、環境、個人、地域社会、政治



価値体系の２大潮流

社会契約説

功利主義説 社会に帰属する全個人の満足を総計した正味残高を最大化す
る制度が編成されている場合に、社会は正しく秩序立っている

正義

秩序は人々の平等な自由を要求し、全ての人の利益に資する
経済・社会の不平等のみを許容、正義の侵害を要求する利益は
価値を持たない、全ての人の相互利益を求める協働の枠組み



緊急時の価値観の変化

▪ 緊急事態で可能な限り多くの人を救うため、必
ずしも弱者最優先の救助とはならない

▪ 何を優先しどの応急対策を行うかは、確固た
る価値観、国家観、世界観が求められる

▪ 平時の法手続きでは緊急対策は遅延

▪ 事態ごと想定される違法状態を、一定の条件
下で違法としない法的担保と、簡略手続によ
る方法の事前の立法措置が求められる

私権の制限

弱者の位置
づけの変化

法手続きの
省略

▪緊急時には一人の私権の保護よりも多数の
危険の除去という公目的が優先

▪事態ごと危機管理責任者の権限と私権制限
の在り方、受忍義務を規定

▪事前に、時間をかけて法措置行う

徴税・動員

▪ 危機の重大さに応じ、臨時の徴税と動員の必
要性を決断

▪ どの程度の範囲・規模かは国民が決定



判断の裏付けとなる国家観、歴史観

国家観と歴史観

日本はどの様な国か 公と私のあり方 自助、共助、公助 国と自治体のあり方

なぜ必要か?:  国民が何を大切な価値
と考え、その国家統合の理念は何か、
政府の政策理念の根底をなす国家観
及び歴史観に基づき、危機における瞬
時の決断が求められる

危機から守るべきもの: 国家の構

成要素は国民、領土、主権からなり、
最大限の努力により平和と独立、国
民の生命、身体、財産を守らなけれ
ばならない。世界に貢献する我が国
の民主主義と自由主義経済体制、
その国家存立の基盤である主権、
領土を守り、国民の生活と福祉を増
進すべく国益を追求する。

危機への関わり:  個人が

どの程度国家の危機に尽
くすべきか。個人が依存
する身近な共同体への貢
献意識。家族の役割と家
族の安全に対する個人の

責任と役割。

分権と集権: 政府は危機に最善
を尽くし、個人は個々の立場で
人々を守るため力を尽くす。危機
の除去等に支障となる活動や権
利は制限される。自治体は国家
が認めることにより成立し、国家
以前に自治体があるとは考え難
い

危機での役割: 被害は
最も脆弱なところに発生す
る、自らを助ける者が助か
る。大規模災害では公助
は直ちに届かない、周辺の
人々の共助が殆ど全ての
意味を持つ。公助は代替え
の効かない決定的局面に
投入される。



国家の危機管理の意義

国民の生命、身体及び財産を安全
に守ることをできるのは、究極的に

国家のみである。

国家の存立と繁栄は、危機管理組織(軍事力)が、政治機構の
中で適切な位置に置かれているかどうかにかかっている
N. Machiavelli

国家が優位を占めたのは、宗教改革時代、他の如何なる団体
がなそうとしても出来なかった、秩序ある平和を確保する見通
しを、国家がつけたからである。
H. Laski                                          



連携の本質 目的の統一

目的を定め危機に対処するた
め、この事態はどういう
性質の危機なのか?

人々が国家に期待するもの、
国家でなければできないも

のは何か?

発生した危機 = 何を目的に、何を優先し、どの対策を行うか
①国民の生命、身体、財産を守り、被災者を救済、人命の救助

②危機の原因の除去、拡大の防止、

③国家のガバナンス(統治能力) の維持



警察、消防、自衛隊の目的

警察の目的 消防の目的
自衛隊の
目的

個人の権利と自由を
保護し、公共の安全と
秩序を維持する

既存組織の長短を熟知する実践的
な対象を調整する機関（内閣官房）
が必要

• 警察の活動は、個人の生命、身体及
び財産の保護に任じ、犯罪の予防、
鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通
の取締その他公共の安全と秩序の維
持に当たる事を以てその責務とする

• 消防は火災を予防し、警戒し及び鎮
圧し、国民の生命、身体及び財産を
火災から保護するととともに、火災
又は災害による被害を軽減する

• 自衛隊は直接及び間接の侵略に対し
我が国を防衛する。周辺地域の重要
な事態に対応して、我が国の平和と
安全の確保に資する活動、国際社会
の平和と安全の維持に資する行動を

行う。 火災又は災害から安寧
秩序を保持し、社会公共
の福祉の増進に資する

我が国の平和と独立を
守り、安全を保ち、必要
に応じ公共の秩序の維
持に当たる



図上型防災シミュレーションのあり方

防災訓練の究極の目的は、実戦に耐え
得る対応能力の養成にある。災害発生
状況を模擬的に体験し、実際の災害時
に犯しやすい失敗を認識し、迅速かつ
適切な対応能力を身につけ、極めて高

い実戦的効果が得られる。

図上訓練の企画では、地域にどのような
被害が起こりうるか、地域防災計画、水
防計画、避難勧告等の判断・伝達マニュ
アル、過去の災害記録等を参考に、多
岐にわたる対応の可能性、限界を踏ま
え、予想される事態等をシナリオ化する

必要がある。

このプロセスを通じ｢地域防災力の強化｣に向けた取り組むべき目標や課題
が明らかにされ、どのような応援が必要か見極める防災力を涵養しうる。

地方公共団体の
風水害図上型防
災訓練実施要領
のあり方研究
(総務省消防庁国民
保護課平成２２年
度)



ケースシナリオ１ 風水害の防災

Ａ市において、○○年○○月の◎◎豪雨災害の
再来を想定し、その初動期における

災害対策本部及び本部事務局（各部担当者を含
む）等が行うべき状況判断、意志決定

及び役割行動の確認、並びに応急対策活動上の
問題点・課題を把握する。



図上型防災シミュレーションの
効果

リスクと防災は不可分の関係、時間がたつにつれリスクは変化するインシデント
はしばしば、突然方向を変え「予測とそれに基づく管理」は、構造的変化に対処
できず、機能しない場合がある。



危機管理の心構え

危機管理の目的を見失わない:

▪ 被災者の救済、原因の除去、拡大防止、ガバナンスの維持

の順位と目的は変わらない

▪ 想定どおりは稀、想定に捕らわれ、危険な事態に推移

▪ 「これ以上事態は悪化しないであろう」「この程度で対応出来
るであろう」「ここまで行えば十分であろう」

最大限の構え 冗長性の活用

直線的思考による判断

限られた資源の
最大活用



直線的思考による判断

費用対効果、適法性、妥当性、合理性を考慮し
救助、原因の除去、拡大防止、秩序維持を行う平常時の行政

緊急時の行政 危機を収束させる目標に向かい直線的に行動

合目的活動を優先



直線的思考のリスク

▪ その行為を法が予定していないた
め一見違法行為のように見える

▪ 危険の中の活動は要員を危険に
曝す

▪ 緊急時には多くの場合、正当行為
緊急避難が働く

▪ 要員の危険に比較し、救われる

人命の価値は高い

▪ 緊急事態においては、少々の手続
きの不備は許容される

▪ 法の予定しない危険に対し何もし
ないことのダメージは遥かに大きい



直線的思考とシステムの強靭性

リスクの予測能力

対処法についての知識の量

世界経済フォーラム2013 から作成



国家システムのレジリエンス



自治体等が緊急対処手順に従い、即座の自律的対応により地域の被害
を緩衝し、被害の波状伝播を吸収し行政機能を維持する能力
（自助、共助）

被災後、自治体、地域の警察、消防、医療、国の機関が協働連携し、
地域内部で進行する自己組織的な復旧活動 (共助、公助）

地域が外部からの救援を効果的・効率的に受け入れる能力
(国と自治体）

国家システムの強靱性



国家の危機管理に投入されるコスト

企業の損失を回避する危機管理
では、通常、危機による損失

(企業の自己負担限界)を

超過することが出来ない

国家的危機への対処では、国は必要な手段を最大
限活用する。通常、コストやリスク配分の限界はない



危機管理資源の運用
最大限の構え

– 追加で動員する要員、資器材、予算
は最大限動員する

– 対応の遅れによる被害拡大と危機の
連鎖から構えすぎることはない

– 大きく構えて小さく収める

限られた資源の優先的な活用

– 優先して投入すべき事象に

– 限られた資源を投入する

– 何かを犠牲にして何かを優先する

冗長性の活用

– 想定外の危機の連鎖に対応するため
予備資源を確保

– より重要な緊急事態が最初に出現す
るとは限らない

– 予備を使い切ることは、極めて危険
な判断





ケース・シナリオ２ 事変

大量の資金を秘密裏に集め、金融市場を
攪乱奇襲し、金融危機を発生させた後、
ITシステムに潜ませたマルウェア及び
ハッカーが同時にネットワークに攻撃を
仕掛け、民間の電力網、交通管制、金融
取引網、電気通信網、マスメディア網を
全面的な麻痺状態に陥れ、社会の恐慌、
街頭の騒乱、政府の危機を誘発させる。
武力組織が国境を越え、軍事的手段を
エスカレートさせ、隷下の調印を迫る。



地政学的な戦略環境

我が国は、四方を海で囲まれ長大な海岸線と多
くの島嶼を有している。南西島嶼部の防衛では、
本土からは遠く、他国に近い地理的特性を考慮し
なければならない。特に輸送路が長く多くの島嶼
が存在する特性から、島嶼防衛の空白化、孤立化
を防がなければならない。

南西諸島周辺は、石油や天然ガス等の海底資源
のみでなく、中東からの原油の海上輸送路が集中
し、グロ－バル化した日本、中国、韓国等の経済
活動にとり生命線ともいえる重要性を帯びている。
領有権と排他的な経済水域の問題は、偶発的な衝
突から、相互の応酬がエスカレ－トし、紛争発生
に至る要因を多く含む。

島嶼部防衛に際しては、航空・海上優勢を獲得
し、緊急展開部隊を速やかに配備し、不測の事態
を阻止するとともに、事後、周辺海空域における
航空海上の優勢、制海及び海上輸送路の安全の確
保が必須となる。

離島防衛及び一般市民の生活に必須の海空ロジ
スティクス能力の向上は、南西島嶼部の防衛環境
の脆弱性をカバ－し、島嶼部における紛争を未然
に抑止し、非戦闘員の避難を迅速に行い、防空態
勢を強化し統合任務部隊の能力を倍加させる。



侵攻地域での救援活動

何をどのように優先して行うかは、極め
て高度の判断

食糧、医療、輸送、
ライフライン調整

行政機能の回復

交通機能の復旧

経済産業への影響
阻止

危機管理における目的の統一

多機関協働の優先順位

国
民
の
理
念
に
合
致
し
た
方
法
と
手
段

侵攻地域における、警察、自衛隊、消防、
医療・看護、政府・自治体の連携

事変における危機の性質を判断

危機対処方針の明確な目標設定

国家の歴史と
民族性、文化、
政治的経験



組織横断型リーダーの資質

１ 横断型リーダは大きく複雑な問題を捉える人であ
り、堅忍不抜、沈思黙考で旺盛な企図心を持つ。

２ 自己認識、自己規制、自己の動機付け、他人への
共感、社交術に優れ、異質の環境で活躍が期待される
人である。

３ 異なる環境にあっても、それを居心地よく感じ、
同時に異なる環境の人々から好意的に受け入れられる
リーダーである。

４ 危機的な恐慌の中で、広く全体状況の把握に優れ
問題と実行の間隙を埋める経験が豊富で熟達し、人々
の行動を明確な目的に向け戦略的に統合し、危機を回
避し解消する。

横断型リーダーは、異なる組織や団体の仕事や活動を、共通の目的を
達成する為に結合する。権限と影響を拡大する直接の根拠なしに、組
織相互の活動を整序し、意思疎通を活性化させ、信頼を醸成し、相互
の協力体制を強化する。

出典 ICS-402 Incident Command Systemを参考



A2ADと我が国の生命線への脅威



A2/ADを破砕する態勢

自衛隊 警 察 消 防

組織横断の連携機構

被害評価チーム

ロジスティクス評価チーム

情報管理チーム

自治体

自衛隊 警察 消防 自治体

警備の強化
逮捕、住所不定者の逮捕
居住地の調査報告、強制移送
行方不明者の調査、紛失書類
の回収、尾行調査、通信監査
常習犯罪者の逮捕



シナリオプランニングの方法

第１段階

第２段階

作成したシナリオに基づき、現在の多機関の協働の仕組みが、
将来も適用しうるかを検討する 組織をよく知る

検証結果を基に戦略を策定

シナリオとは「それぞれ十分に起こりえ
るが、構造が異なる複数の将来像」

予測が、現在の環境の構造が将来も持
続することを前提に、過去の延長線上で
将来を捉えるのに対し、

シナリオプランニングでは、インシデントを
生む環境を動かす根本的要因（構造）が
何かを突き止め、

要因がどう動くかを基礎にシナリオを作
成する。

シナリオから起こりうるインシデントを想定し、各機関がどのよ
うに動くかを検証する 現実味のあるシナリオ



シナリオプランニングの原則

一見無関係に見える環境に新た
な見方を取り入れ構造化する

（レジリエンスの事例）

インシデント環境の不確実性と
複雑性を認識する

多機関が現在持っている「コンセ
ンサスのとれた視点」を土台にし
てスタートする

各機関の内外から新しい知識を
取り入れるよう観察力を高める
メンタルモデルを拡張

低資源の量で稼働
する資源効率性他
の協力を得るネッ
トワークの特性

自己完結的モジュー
ル性・対応を臨機に
行うガバナンス構造

インシデントが発生した時に、自己組織及びそのネットワーク内に
「どのような対処能力（レジリエンス）を有しているか」

状況変化への対応
の多様性、重複して
機能する冗長性



実装の世界

PMの世界

プロジェクト管理の世界

構造的変化を知る危機管理のダブルループ

事実による検証を

現在のメンタル
モデルと現実と
の違いを認識

防衛計画の大綱

ガイドライン

条件や価値観を根本から見直し、環境に適応し、環境を変化させる



結 語


