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第 1 部 基調講演 
「危機対応の国際標準～組織をつなぎ社会を守る技術～」 

 

永松 伸吾（関西大学 社会安全学部 教授 / 防災科研 災害過程研究部門 部門長） 

 

 私は防災科研でも立場を持っているので、主催者側でもあります。今日は危機
対応の国際標準ということで、防災科研でもこうした研究を昨年あたりから行っ
ていますので、その成果も踏まえてお話ししたいと思っています。 

 先ほど平田先生からあったように、国際標準とはこういうものだという教科書
的な話は既にいろいろな本にも出ていますから、今日はむしろ国際標準の背景に
どのような議論があったのかということを中心にお話しできればと思っています。 

 

1.危機管理の永遠の難問 

 危機管理には大きく分けて二つの考え方があると思っています（図表 1）。一つ
は、危機時には関係者の統率の取れた行動が大事であり、リーダーの指揮命令に
沿って行動しなければならないという考え方です。このような話は、今日お集ま
りの皆さんもしばしば耳にすることがあるのではないかと思います。もう一つは、
危機時には関係者の臨機応変な行動が何よりも大事であり、リーダーの指示待ち
になってはいけないという考え方で、これもよく聞きます。どちらも、聞いてい
るときはその場の流れで「そうですね」と言うのですが、危機管理を語るときに
はこのように相反する命題がしばしば言及されます。ここに危機管理のジレンマ
があるのではないかと思っています。 
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 これはわが国に限ったことではなく、特にハリケーン・カトリーナ後のアメリ
カでは大問題になりました。図表 2は、ハロルドという政治学者が描いた図です。
敏捷性（agility）は、簡単に言えば臨機応変な対応ということです。それに対し
て規律（discipline）的な対応をバランスさせることが求められます。 

 縦軸に敏捷性、横軸に規律を取ったときに、何でも臨機応変にする対応はいわ
ゆるその場しのぎ（アドホック）の対応になりがちです。他方、規律を重んじる
といわゆる官僚主義的で柔軟性が全くない対応になってしまいます。ですから、
本当の危機管理にとって、これら両者のバランスを保った、いわば適応的な対応
が本質的に重要です。 

 

2.ICS の限界 

 インシデント・コマンド・システム（ICS）は、恐らくここにお集まりの皆さ
んが一度は聞いたことのある危機管理のシステムであり、いろいろなところで「事
実上の世界標準」といわれています（図表 3）。簡単におさらいしておきたいと思
います。 
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 ICS とは、災害対応や危機対応の標準的な方法を定め、みんながそれに従うこ
とでスムーズな災害対応を実現しようという考え方が根底にあります。従って、
共通の言語などを非常に大事にします。 

 特に重要なのは、指揮命令の系統です。誰が指揮者なのかを明確にし、その指
揮者（図の一番上の丸）から一方的に指示が流れてきます。これを「一元的指揮
統制系統」といいます。さらに ICSの特徴としては、災害対応に必ず目標を掲げ
ています。いつまでにその目標を達成するかという時期を明確に掲げ、そのため
に必要な対策を列挙していきます。これを危機行動計画（Incident Action plan）
といいます。 

 これも非常に有名な図ですが、指揮者がいて、事業部門、計画部門、兵站部門、
財務部門の五つのセクションで組織を構造し、これらを大きくしたり小さくした
り、変幻自在にやっていきます。それから、1 人の人が指揮する相手は最大でも
7 人、標準的には 5 人というような管理可能な統制範囲を作ります。今申し上げ
たのが全てではありませんが、このような基本的な組織原理に乗って動くのが
ICS だといわれています。 

 ICS は元々、アメリカ・カリフォルニア州の山火事対応の消防で生まれたシス
テムであり、それが瞬く間に全米に広がり、非常にいろいろなところで用いられ
ていますが、ハリケーン・カトリーナの後、ICS の限界が非常に強く認識される
ようになりました（図表 4）。つまり、ICS は万能な危機対応のシステムではなか
ったのです。 

 一つは、ある種の組織の活動内容との親和性がありません。例えば、警察は消
防と違って本質的に他の組織と連携したがらない組織です。秘密情報をあまり出
したがらないので、よそと連携するメリットがなく、ICS を使うメリットもあり
ません。 
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 それから、先ほど目標を掲げて対応するという話をしました。消防や警察など
組織のミッションが明確な組織はいいのですが、普通の行政組織はある目標を追
求すると別の目標が立たなくなるような場面も多く、行政の人に目標を掲げろと
いうと、皆さん面食らいます。それでも最近は慣れてきたところがありますが、
そうした組織とはなかなか親和性がありません。 

 あるいは組織メンバーも、ICS の用語等を理解すればすぐに協働で動けるかと
いうと、決してそのようなことはありません。マニュアルには書いていないよう
なあうんの呼吸も結構大事で、こうしたものは肌身感覚で付き合いができている
関係、一緒に研修を受け、同じ釜の飯を食った間柄でなければ、なかなか機能し
ないことも分かってきました。 

 一番重要なことは、今日の本題でもあるのですが、多様な組織間連携のコーデ
ィネートは、ICS では難しいということも分かってきました。後でもう少し詳し
く触れたいと思っています。 

 それと時期を同じくしていわれるようになったのが、インプロバイゼーション
（即興）です（図表 5）。ウェックという人が、非常に面白いことを言っています。
危機対応というのは、ジャズにおける即興演奏と一緒だというのです。ジャズは
基本的に即興で演奏するのが醍醐味の音楽ですが、即興演奏は事前の準備なく行
われるわけです。その場のノリや雰囲気、お互いのプレーに刺激されながら、そ
れぞれの演者が自由に演奏していきます。ところが、その即興が完全に自由な演
奏なのか、アドホック（場当たり的）なものかというと、そういうわけではあり
ません。それまでに演奏された旋律、フレーズ、曲のコード進行、リズムなどに
制約を受けているので、全くの無秩序ではないのです。こうした発想こそ、危機
管理において非常に重要なのです。 

 こうした議論を経て、ICS という危機対応の原理が決して間違っているわけで
はなく、むしろ、ICS を機能させるプラスアルファの何かが必要ではないかとい
うことがだんだん認識されるようになってきたのです。 
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3.水平連携の重要性 

 グローエンダールという研究者が、ICS を採用している国や機関の災害対応を
調べてみたところ、非常に面白いことが分かってきました（図表 6）。指示で動く
指示・命令の行動原理と、それぞれが自発的に対応する自発的協力の行動原理が
それぞれどのように使われているかを調べてみると、純粋な ICSの原理に乗って
いる災害対応はむしろ稀です。だからといって、みんなが自発的に行っているの
も稀で、一番多いのは、組織間の連携は水平的なつながりで取りつつ、平時から
何らかの組織系統を持っているようなところは ICS 的な指示・命令で動いている
というふうに、組織間連携は水平、組織内連携は指示・命令という手法が多いこ
とがだんだん分かってきました。 

 現在、危機対応に関する国際規格としては ISO22320 というものがあります（図
表 7）。これがまさにこうした考え方にのっとってできたもので、2011 年 11 月に
発効しています。わが国も、その制定に当たっては多くの方が貢献されました。 

 その最も本質的な図が図表 8だと思います。各組織はそれぞれに指揮系統を持
っているわけですが、これらの組織が連携して危機対応の計画を作り、意思決定
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事項を共有し、連携して情報収集し、状況を予測し、その状況に対応するような
計画を作るというふうに、組織間が水平的に連携しながらこのようなプロセスを
取っていくことが何よりも大事だということをうたっています。 

 その例といっていいのが今年初め、まだ新型コロナウイルスが中国で確認され
始めたばかりで、世界的に流行するかしないかという頃、私はアメリカ・カリフ
ォルニア州に行って、現地の災害対応を調査してきました。その直前の 2019 年
に、カリフォルニア州では非常に大きな山火事が連続して起こっていたのです。
その一つであるソノマ郡で起こったキンケード森林火災の現場に行き、その対応
を見てきました（図表 9）。 

 ここはまさしく ICS が生まれた土地でもあるのですが、そこでの災害対応も純
粋な指示・命令系統だけでなく、日々進化しながら面白い災害対応をしていまし
た。これは基本的に山火事なので、消防の仕事なのですが、アメリカの消防シス
テムは日本と随分違います。日本の消防は基本的に市町村消防で、都道府県や国
は基本的に消防力を持っていませんが、アメリカは全く違います。基本的には市
町村ですが、カウンティといわれる郡も消防を持っており、その上の州も消防を
持っており、さらに連邦も消防を持っています。なぜなら、連邦直轄の地域は連
邦の消防が管轄し、郡があって市町村がないところは郡の消防が管轄する形で、
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同じ消防でも政府レベルによっていろいろなものが入り組んでいるのがアメリカ
の消防の特色です。 

 例えば、沖縄・首里城の火災を消火したのは那覇市消防ですが、首里城は国有
の資産なので、アメリカであれば連邦政府の消防が担当しなければなりません。
日本ではそういうことがないので、この辺はちょっと分かりにくいのですが、キ
ンケード森林火災の出火点は州政府直轄の森林だったので、州政府が消火しなけ
ればならないのです（図表 10）。ところが、火災が広がってソノマ郡内に入り、
さらにヒールズバーグ市、フォレストビル市、サンタローザ市とさまざまな市の
土地にも関わっていったわけです。このような場合、どこが全体的なリーダーシ
ップを取って対応するのかという問題が生じます。 

 このときはたまたまカリフォルニア州直轄地に出火点があったので、カリフォ
ルニア州の森林火災局が中心になって、各自治体の相互調整を行う体制になった
のです（図表 11）。日本のように、市町村間の調整は都道府県、と決まっている
わけではなく、あくまで最初に事案を担当したところが主導して調整します。 

 このように、危機時においてはある程度水平的な調整を臨機応変に行うことが
大変重要となり、組織間が対等な立場で連携することが大切です。そこで重要に
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なってくるのは、ICS でいう Unity of Command ではなく、各組織が水平的にお
互いの努力を結集する Unity of Effort の要素だと私は考えます。 

 

（司会：下村） どうもありがとうございました。後ほど第 3 部で詳しく議論を
深めたいと思いますが、永松先生の今の国際標準の話を受けて、日本の組織はど
うなのか、皆さんにお尋ねしたいと思います。Zoom Webinar でご参加の皆さん
に質問です（図表 12）。「あなたが所属している組織・団体で、危機対応時に実際
に機能する指揮系統があると思いますか」。あるという方は①番、あると思う方は
②番、分からない方は③番、ないと思う方は④番、ない方は⑤番をクリックして
ください。今のお話で出た敏捷性と規律性をバランスよく兼ね備えた指揮系統が
ないと、いざというときに機能しないということでした。果たして、あなたの所
属している組織には規律性と敏捷性を兼ね備えた指揮系統があるでしょうか。 

 皆さんのお答えが、どんどん増えています。Zoom Webinar でご覧の皆さん、
クリックして送信してください。8 割ぐらいの方にお答えいただいたので、ここ
で締め切って集計に入ります。一応、形は整えているからといって、実際に機能
するかというと、今の先生のお話を伺っても相当難しいですよね。かちっとした
柔らかさのようなものがなければ駄目だという話でしたから。実際、皆さんどの
ように自覚していらっしゃるかというところですね。 

 

（平田） 日本はマニュアルや規則に基づいてきちんとやるというところはあり
ますね。 
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（司会：下村） 結果が出ました。「あると思う」も含めて「ある」が 4 分の 3
近くになりました（図表 13）。 

 

（平田） 意外と素晴らしいです。 

 

（司会：下村） これを受けて、第 3 部でさらに深めていきたいと思います。 

 

13  


	第1部　基調講演
	「危機対応の国際標準～組織をつなぎ社会を守る技術～」
	永松　伸吾（関西大学 社会安全学部 教授 / 防災科研 災害過程研究部門 部門長）
	1.危機管理の永遠の難問
	2.ICSの限界
	3.水平連携の重要性



