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は じ め に

近年，局地的かつ短時間に記録的な
降水量をもたらすゲリラ豪雨は，従来の
気象予報では事前の予測がつかず，思
いもよらない災害を引き起こしています．
また，東日本大震災をはじめとした大地
震が世界中で頻発しており，日本におけ
る今後の被害想定では，首都直下型地
震が発生すると，死亡者は約１万1000
人，被害総額は間接被害を含めて約112
兆円になると推計されています(1)．さら
に，南海トラフ沿いで起きるとされてい
る南海トラフ地震の被害想定によると，
東海地方が大きく被災する最悪クラスで
は死亡者は約32万3000人となっており
1995年の阪神・淡路大震災と比較して
も，被害規模は桁違いに大きいと推計
されています(2)．
しかし，自然災害の発生自体を止め

ることはできません．そこで最近では，
「減災」という視点から被害を減らすと
いう考え方が生まれてきています．これ
は，事後の対応によって被害から迅速に
回復していこうという考え方です．これ
までの施設整備を中心としたハード防災
という視点に加えて，実際に災害・危
機が発生した後の，被害から迅速に回
復するためのソフト防災を進めることを
意味します．つまり，減災とは，応急対

応を迅速にし，効果的な復旧・復興を
行うことです．そのためにはどのような
準備する必要があるのでしょうか．災
害・危機対応に関する考え方や組織体
制などを中心に，今後の災害・危機対
応のあり方について考えていきます．

災害・危機対応能力の向上に
向けて

2011年11月に危機管理の国際規格で
あるISO22320が発行されました．災
害・危機対応にはさまざまな種類の業務
があり，それらは複数の組織および機関
で分担され，ときには国を越えて活動が
行われる場合もあります．このような災
害・危機対応業務を効果的に，かつ効
率的に遂行することを目的とする最小限
の要求事項をまとめたものがISO22320
です．これまで組織単位に個別に検討，
対策が行われてきた災害・危機対応に
おいて，初めてこのような国際規格が整
備されたことは，それぞれの組織におい
て災害・危機対応を考えるうえでも重要
であると考えています．次に災害・危機
対応に関して米国を例に日本と比較す
るとともに，ISO22320の概要について
説明します．

米国における標準的な災害・
危機対応システム（ICS）

国家レベルであらゆる災害・危機
に対しても効果的に災害・危機対応で
きる一元的な災害・危機対応システム
としてICS（Incident Command Sys-
tem）があります(3)．これは，1970年代
に米国カリフォルニア州で発生した森林
火災において，指揮統制系統の混乱や，
複数の関係機関の間で用語の不統一が
迅速な災害・危機対応のさまたげになっ
たという反省から開発されたものです．
このような例における具体的な問題点と
して，１人の管理者に報告が過度に集
中する，対応組織の体制に違いがある，
信頼できる災害情報が得られない，通信
手段が不十分で互換性に欠ける，関係
機関の間で計画を連携させる体制が構
築されていない，権限の境界がはっきり
していない，関係機関の間で使用してい
る用語に違いがある，災害・危機対応
での目標が不明確で具体性に欠ける，
といった点が挙げられます．これらの問
題を解決するために，森林火災に関係
する連邦政府，州政府，郡や市町村な
どの諸機関が総力を挙げ，森林火災に
関係するすべての組織に共通する標準
的な災害・危機対応体制として構築さ
れたのがICSです．
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その後，1980年代には全米の森林火
災関係者の間で利用される組織運営シ
ステムとなり，1990年代にはさまざまな
種類の災害場面やイベント場面でも利用
される，災害・危機対応に関する標準
的な組織運営システムになりました．
ICSは，災害・危機対応活動を「指揮
統制」「事案処理」「情報作戦」「資源
管理」「庶務財務」の５つの機能として
定義しています．図１はこれらの５つの
機能を災害対策本部レベルで組織的に
体系化したものです．現場の実行部隊
を指す「事案処理部門」と後方支援を
になう「情報作戦部門」「資源管理部
門」「庶務財務部門」があり，これらの
４部門をコントロールするのが「指揮統
制者」になります．
また，災害・危機対応に求められる

さまざまな様式が事前に整備されており，
その活動を支援するICSベースのICTシ
ステムも存在します．運用面では平時の
備えとして訓練プログラムが準備されて
おり，訓練のための専門の組織や設備も
存在します．財政面においても，これら
一連の活動を支援する助成金制度が準
備されています．

現在米国では，このICSをベースに標
準的な災害・危機対応の仕組みとして
米国危機管理体制（NIMS: National
Incident Management System）が
確立されています(4)．米国の政府・関係
機関では災害・危機対応にあたって，そ
の採用は義務付けられており，一般企
業に対しても採用が奨励されています．
その特徴は，実際の災害・危機対応に
ついての実行部隊の規定よりも，実行
部隊の活動を支える災害対策本部にお
けるスタッフ業務の標準化を重要視して
いることにあります．現在，政府だけで
なく自治体や民間組織にいたるまで
NIMSの仕組みを導入するようになって
いるのです．以上のように，米国ではこ
の仕組みをベースに災害・危機対応が標
準化されています．
日本でも，東日本大震災において日

頃から明確な指揮統制系統（コマンド・
アンド・コントロール）が整備されてい
る自衛隊や警察・消防などの組織は，
平時は全国に分散している部隊が被災
地に集結することによって迅速な対応が
行うことができました．その一方で，自
治体にはこのような仕組みが存在しない

のが現状です．

災害・危機対応に対する日米
の考え方の違い

このような違いはどこから生まれてく
るのでしょうか．ここでは国が定める災
害・危機対応計画を例に，災害・危機
対応そのものに対する日米の考え方の違
いについて説明します．
日本には自然災害等を対象にした

「防災基本計画」(5)が存在し，自治体に
はこの計画を基に作成された「地域防災
計画」があります．この中で，災害・危
機に対する具体的な対応内容が記載さ
れており，国・公共機関・地方公共団
体・事業者・住民それぞれの役割を明
確にするといった現実の対応に即した構
成になっています．
一方，米国ではNIMSによってあらゆ
る災害・危機を対象に効果的な災害・
危機対応が可能となる一元的な，災害
規模に応じて国をはじめとするさまざま
な組織が柔軟に連携可能となる仕組み
を採用した構成となっています．

巨大災害への対処における日
米比較

表は，災害・危機対応に関係する法
律・計画を基に，国・都道府県・市町
村・企業・NPOといった主体ごとの責
務をまとめたものです．これを見ると，
第一義的に基礎自治体が災害・危機に
対応すること，災害・危機の規模に応
じて基礎自治体から州，そして連邦政
府と災害・危機対応に関与する機関が
増えてくるという考え方は日米で同じで
す．ただし巨大災害発生時，米国では
大統領による災害宣言（Declaration
of Disaster）によって連邦政府の機関
のFEMA（Federal Emergency Manage-
ment Agency of the United States：
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図１　災害・危機対応に必要な５つの機能 



アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁）
が災害・危機対応業務を直接指揮，統
制します．同様に州においても，郡・市
の対応能力を超えるような災害・危機
発生時には，郡・市に代わって直接物
資やサービスの提供を行います．
一方，日本では国の役割は限定的で

あり，国が地方公共団体に代わって応
急対応を行うような体制はなく，あくま
でも地方自治体の支援的役割を担うに
過ぎません．一方米国では，企業
（NPOを含む）・ボランティアを地域の
一部として位置付けている点が日本と
異なります．
このように，日本では平時の業務の延
長上に災害・危機対応を位置付けてい
るため，平時の指揮統制のもとで対応可
能な災害規模においては機能しますが，
東日本大震災のときのように，対応能
力を超える災害・危機に対しては十分

に機能しないという弱点があります．ま
た，米国では災害・危機の規模によっ
て対応組織が拡大するだけでなく，同時
に対応業務を指揮する権限も与えられ，
直接支援が行われる点がもっとも大きな
違いです．さらに，災害・危機対応を
担当する常勤の専門職員が配置された
専門組織がある米国と，２，３年で人
事異動する日本とでは組織運営に大き
な違いがあります．

国際規格ISO22320

世界的な動きとして，危機管理に関
する国際規格ISO22320の発行により，
危機管理の標準化に向けた動きが加速
化しています．
発行の背景には，大規模な災害によ

る被害の深刻化・広域化があります．さ
まざまな災害・危機の発生が想定される
中，特に地震などの広域にわたる自然災

害への対応にあたっては，複数の組織が
連携し，協力して対応に臨むことが求め
られます．時には，東日本大震災のよう
に災害・危機対応は国を越えて行われ
ます． このような状 況 において
ISO22320は，公共および民間の各組
織が，あらゆる種類の危機に対処する能
力を高めることを可能にするために発行
された国際規格です．対象としては，事
件・事故，地震や水害などの自然災害
だけでなく，危機発生による事業の停
止・中断まで想定しています．具体的
には，さまざまな組織が効果的な危機対
応を実施するため，以下の３点を必要
最小限の要求事項としてまとめています．
① 災害・危機対応にかかわるそれぞ
れの組織における「指揮・統制
（Command and Control）」に関
する組織体制および手続きの規定
に関する要求事項（図２）
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表　主体ごとの責務に関する比較

国（連邦）

都道府県（州）

日本（災害対策基本法）

・災害予防，災害応急対策および災害復旧の基本となるべき計
画の作成と法令に基づく実施
・地方公共団体，指定公共機関，指定地方公共機関が処理する
防災に関する事務または業務の実施の推進とその総合調整
・災害に係る経費負担

米国（NRF）

・地域の対応能力を超える場合や国家的なインシデントの場
合，連邦政府が直接事案処理を行い，組織間の総合調整を
行う
・連邦省庁は独自の権限で災害・緊急事態宣言を行うことがで
きる
・災害に係る経費負担

・当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し，およ
び法令に基づき，これを実施する
・その区域内の市町村および指定地方公共機関が処理する防災
に関する事務または業務の実施の支援と，その総合調整

・州は，郡・市の活動を直接支援し補完する役割を担う
・郡・市の能力を超えるような災害時には，郡・市に代わって
物資やサービスの提供を行う

市町村

（郡・市）

・住民の生命，身体および財産を災害から保護
・当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し，および
法令に基づき，これを実施する
・市町村長は，前項の責務を遂行するため，自主防災組織の充
実を図り，市町村の有するすべての機能を十分に発揮するよ
うに努める

・市民の安心安全の確保
・災害発生時の応急対応・復旧復興を行う
・訓練などによる事前準備を含め危機管理の義務を負う
・危機対応にあたっては，地域リーダ・民間企業・ボランティ
アと協力する

企業・NGO

・法令または地域防災計画の定めるところにより，誠実にその
責務を果たす
・自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに，自発的な防
災活動への参加，過去の災害から得られた教訓の伝承，その
他の取り組みにより防災に寄与するように努める

・企業内の安全確保に努める
・ライフライン企業と連携し水，電気，通信，交通，医療など
と連携し復旧に努める



② 災害・危機対応を進めるために
必要となる「活動情報（Opera-
tional Information）」を効果的
に活用する情報処理のあり方に関す
る要求事項（図３）
③ 災害・危機対応にかかわる組織
間の「協力と連携（Cooperation
and Coordinat ion）」に関する
要求事項
このようにISO22320は組織間連携を

可能にする規格でもあり，国際レベル，
国家レベル，地域レベル（地方自治体）
など，実際の対応に関与するあらゆる組
織（民間，公共，政府，またはNPO）
にも適用可能です．
またISO22320を受けて，日本でも

2012年度から一般財団法人日本規格協
会に設置されたJIS原案作成委員会にお
いてJIS化に向けた取り組みが開始され
ました．なおこの委員会にはNTTセキュ
アプラットフォーム研究所からも委員と
して参加しており，早ければ2013年夏
ごろにJIS化される予定です．

お わ り に

これまで日本では，このような災害・
危機対応にかかわる共通的な取り決め
がなかったため，国際規格ISO22320
は今後の国内の災害・危機対応を標準
化するのに重要な役割を果たすと考え
ます．今後はこの国際規格に対応した，
さまざまな機関で収集される情報を統
合して災害・危機対応業務に活用する
仕組み「戦略的危機対応マネジメント
支援システム」の具現化に向けて，研
究開発を行っていきます（図４）．特に
私たちは，災害対策本部で行われる情
報処理プロセスに着目し，災害・危機
対応状況を集約し，一元的に管理し組
織全体での状況認識の統一を支援する
ICTシステムの研究開発を進めていきま

す（写真）．さらに，このようなシステ
ムをクラウド上でサービス提供すること
で，利用者は訓練を含め，使いたいと
きにのみ使うことができるようになり，さ
らに被災経験のない自治体であっても蓄
積された他の自治体の業務知識（ノウ
ハウ，事例）を全国で活用できるため，
効率の良い災害・危機対応業務が実現
します．
NTTセキュアプラットフォーム研究所

では国際規格ISO22320に準拠した災
害・危機対応マネジメントを可能にする
システム開発を通して，災害・危機対
応能力の向上に貢献する研究開発を続
けていきます．
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NTTグループでは，ICTの利活用による被
害の軽減，国際規格への対応による災害・
危機対応の標準化など災害に強いしなやか
な社会の実現への貢献を目指していきます．
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パブリックICTソリューションプロジェクト
TEL 0422-59-3453
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図４　戦略的危機対応マネジメント支援システム 


