
102 

 

3.1.5   事業継続能力の向上のための業務手順確立（課題 a⑤） 

3.1.5.2 業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立(課題 a⑤b) 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

「事業継続能力の向上のための業務手順確立（以下、ＳＯＰ）」については、災害時

においては、災害対応機関を含む各々の組織が、被害や損失を最小限にとどめるため

に、平時に行っている中核業務の継続を行いながら、早期復旧を可能とするために災

害時特有に発生する業務を実施する必要があり、加えて、この事業継続を実現するた

めの方法、手段をあらかじめ取り決めておく必要がある。特に災害対応機関において

は、災害規模に応じて、災害時特有に取り組むべき業務量が膨大な量となり、応援を

得て業務を実施することが必須であるが、令和元年 8 月の前線に伴う大雨では、佐賀

県を中心とする九州北部で発生した集中豪雨、また 10 月には台風 19 号による豪雨に

よって 140 カ所で堤防の破堤氾濫が発生し、災害救助法が 390 市町村に発令されるな

ど、広域災害となった。とくに後者ではボランティアが不足し、災害対応業務を継続

することが困難となり、業務の一貫性と質の担保が図られていない現状が課題となっ

ている。標準的な業務手順（Standard Operating Procedure）はベストプラクティス

を伝達するための有用なツールであり、協議会において、参画企業、参加組織の共働

プロセスにおいても意図した結果が確実に実現するための技術的課題であり、平成

28 年熊本地震に続いて、その抽出と検討を実施する。 

 

(b) ２０２０年度業務目的 

事業継続能力の向上のための業務手順確立のために、2019 年に発生した九州北部

を中心にした豪雨災害と台風 19 号による集中豪雨で被災した自治体の災害対応につ

いて、どこに問題があったのかを検討し、なぜその問題が発生したのかを明らかにし

て、首都直下地震時に被災自治体が具備すべき災害対応の諸条件の改善策を提案す

る。 

(c) 担当者 

所属機関  役職 氏名 

学校法人関西大学 

社会安全研究センター長 

特別任命教授      河田 惠昭 

  

(2) ２０２０年度の成果 

 

(a) 業務の要約 

1)首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの国難災害対策：新型コロナウイルスによる感

染症拡大（以後、COVID-19 と略称）では 1 次と２次の相転移という社会現象が起こって

パンデミックとなったことを明らかにした結果から、国難災害に対しても被害が相転移に

よって発生しないような事前対策を講じることが有効であることを明らかにした。 
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2)災害文明的対策一辺倒から災害文化的対策を上位に設定：COVID-19 の感染率の解析か

ら、一人当たりの GDP がわが国より多く経済的に豊かになっても感染率がわが国より大き

いことから、災害文化的防災対策を進める必要があり、従来のような災害文明的防災一辺

倒では減災を実現できないことがわかった。 

 

3)令和 2 年７月豪雨での相転移による被害発生を発見：地球温暖化の進行に伴う線状降水

帯による豪雨災害では、従来の河川の破堤氾濫だけではなく越流氾濫が主流となる相転移

が発生していることを明らかにした。また、同時に、内水氾濫被害も増加していることを

見出し、従来の洪水対策では不十分なことを明らかにした。このように、災害時に相転移

の発生がわかれば被害軽減できるので、国難災害にも十分適用できると判断された。 

 

(b) 業務の成果 

 

1)国難災害対策  

国難災害の発生時に被害が未曾有となる社会現象としての相転移が起こると推定でき

ると、相転移の発生を抑えれば被害は少なくなり、国難災害とはならずに済む。この手順

を明らかにした。  

a)COVID-19 と国難災害の相似性 1) 

 COVID-19 の感染症拡大のメカニズムが 1 次と 2 次の二重の相転移の結果としてネット

ワーク構造によって発生したことが判明したので 2)、これを国難災害に当てはめて検討す

ることができた。ただし、自然災害による社会経済被害の拡大と感染症の感染経路の広が

りは、いずれもネットワーク的であるが細部は異なっている。そこで、ここでは自然災害

の被害や感染症発病者の拡大過程がネットワーク的という点に着目して考察を進めた。そ

の結果、首都直下地震が起これば、複合災害がノードになり連続滝状災害（略称：連滝災

害）がエッジとなって時空間に被害が拡大することが想定できる。ノードとなる複合災害

の候補としては、まずライフラインが挙げられよう。それらは被害だけにとどまらず新た

な複合災害を惹起するのである。たとえば、停電、断水、都市ガス供給停止、通信途絶、

交通（道路、鉄道、空港）障害などが挙げられる。その他に金融、医療、福祉などの機能

障害も候補となろう。この中でもっとも影響が大きいのは停電であろう。停電すれば、そ

の他の多くのライフラインの機能不全を引き起こすからである。これらの解析結果から、

首都直下地震が起これば、長期停電が社会現象としての相転移を起こす可能性がもっとも

大きいことを見出した。一方、南海トラフ巨大地震では、避難行動要支援者の避難遅れが

相転移となることを指摘した。すなわち、2018 年西日本豪雨に際して、倉敷市真備地区

で発生した洪水氾濫災害で犠牲者 51 人中、42 人が避難行動要支援者だったことがわかっ

ており、震度 6 弱以上かつ地震後 10 分程度以内で大津波が来襲する沿岸地域に住む避難

行動要支援者が大量に犠牲になると推定できるからである。 
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b)文明的被害だけではなく文化的被害を減らす 

自然災害の場合は地域的な広がりにおいて、その多くは被害の時空間分布が発展形で

あり、被害拡大途中において被害軽減策や被害抑止策が適用できる場合があるのに対し、

感染症の場合、発症後は特効薬はなく、急激な症状の悪化を防ぐ一般的な治療法しか残さ

れていない点にある。このことは自然災害の場合、人びとが「何を被害と考えるのか」と

いう価値観が多様化するにつれて被害像が変化して対応がより困難になってきていること

に表れている。これまで被害と考えられてきたものの多くは文明的被害であって、文化的

被害を見過ごしてきた可能性が大きい。災害の復興事業の最終目標は。被災者の生活再建

であるが、そこでは日常生活を営む上で大切な文化的被害が軽視されてきた恐れはなかっ

たのであろうか。少なくてもそのような観点からの被害軽減や抑止は重要視されてこなか

ったと言ってよいだろう。今回、COVID-19 を経験して、その被害像を解析するうちに、

被害には文化的被害と文明的被害があることに気がついたわけである。 

そのような考察を経て得られた結果として表１は、文明的防災と文化的防災の特徴を

列記したものである。 

 

表１ 文明的防災と文化的防災 

 

2)被害評価に必要な文明

的視点と文化的視点 4)5) 

 図１(a)と(b)は、いず

れも 2018 年の世界各国の

国民一人当たりの GDP と

2020 年 7 月下旬の COVID-

19 の感染率示したもので

ある。わが国の GDP は世

界 26 位であるから、図

(a)は 27 位から 50 位ま

で、図(b)は 1 位から 25 位までを示し、感染率が公開されている国が対象である。ま

ず、図(a)から、GDP が増加するにつれて感染率は減少していることがわかる。その理由

は簡単である。GDP が多くなると一般的にライフラインなどの社会インフラが充実し、そ

れに伴って生活環境が良くなり、たとえば上下水道が普及し、医療水準が上がれば感染率

は確実に低下するだろう。典型的には感染率が爆発的に拡大したブラジルのファベーラ

（貧民街）やインドのスラムが挙げられる。貧しさゆえに密集市街地が形成され街全体の

生活環境が 3 密構造となりやすい。そこでは目に見える形での文明的防災（施設などの充

実による被害抑止）が必要なことが理解できる。 



105 

 

 

図１ 国民 1 人当たりの名目 GDP（2018 年）と感染率との関係 

 

一方、図(b)では、GDP が増加するにつれて感染率が増加している。なぜだろうか？経

済的な豊かさが豊かな社会づくりに必ずしも寄与していないということである。これらの

該当国の移民率（年間流入する移民数の人口割合）が大きくなると GDP が大きくなること

はすでに認められているが、経済的な豊かさが社会全体を必ずしも潤していない実態が浮

かび上がる。これらの国では所得格差が年々、むしろ拡大しているという問題も同様の理

由に拠るものだろう。それは感染症拡大のさなかに 100 カ所以上の都市で BLM（Black 

Lives Matter）という人種差別を糾弾する運動が起こった米国に象徴される。黒人やヒス

パックが密集市街地を形成するニューヨーク市ブロンクス区は典型例である。米国の場合

は国民皆保険ではないので、低所得層には医療費の高さが PCR 受診率や入院治療者数の低

下となって顕在化している。これらは生活習慣に根差した目に見えない形の文化的防災

（機能などの充実による被害軽減）に関係すると考えられる。 

 これまで、首都直下地震対策は特殊なものではなく、都市で起こる地震災害の拡大版

として取り扱われてきた。しかし、東京を中心に首都圏に 3700 万人が居住する世界最大

の人口稠密な地域であり、地震が起こればスーパー都市災害になることを主張してきた。  

 

3)多発する水害に見られるもう一つの相転移 2) 

a)線状降水帯による豪雨災害の特徴 

 都市で発生した水害を都市水害とは言わない。この水害が都市災害に『相転移』した

場合を都市水害と呼ぶことにする。図２は国土交通省が河川データブック 2020[15]で公

表している水害被害の経年変化である。これから 1996 年（平成 8）頃から一般資産水害

密度（1ha 当たりの被害額）が急激に大きくなり、その傾向は現在まで継続していること

がわかる。つまり、水害の社会経済被害の出方が急変したのである。これは社会現象とし

ての『相転移』が発生したことを示唆している。 
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わが国では、この頃から線状降水帯による豪雨災害が増加していると判断されている。従

来の洪水氾濫と言えば、豪雨で増水してこれが原因で堤防が決壊して破堤氾濫が始まると

いうものであった。ところが近年は、豪雨の程度が並外れたスケールであるために河川の

増水が早く、破堤氾濫よりも越流氾濫が起こりやすくなっている。堤内地に短時間で流入

する洪水は後者の方が多いために、被害は当然大きくなろう。現実のこの越流氾濫が卓越

するようになっているのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 1995 年以降、水害による総浸水面積や宅地・その他浸水面積がほぼ一定である 

にもかかわらず、1ha 当たりの被害額が激増し、相転移が起こったことがわかる 

 

b)社会インフラが機能する環境整備が必要 3) 

災害が起これば、電力や水道、鉄道、道路などの社会インフラの復旧が最優先で実行

される。これらが復旧しないと早期に復興ができなく、結局被災者の生活再建が遅れるか

らである。また、近年の災害では、教育、福祉、医療施設被害は発生しているにもかかわ

らず特殊な事例とみなされてきた。しかも、施設の機能回復も同様に必要である。従来、

社会インフラの定義は土木工学的な発想で行われてきており、災害発生時のこれらの被害

も具体的であった。しかし、社会が成熟するにしたがって何を社会インフラとみなすのか

という点に関しても再考せざるを得ない環境が出てきている。すでに宇沢は経済学の観点

からだけでは教育、福祉、医療とその関連施設の重要性は議論できず、制度資本として公

的な充実が必要なことを指摘し、制度資本を社会インフラに含めることを主張してきた。

後述するように、球磨川の水害では、この制度資本が大きく被災したことも特徴であり、

その復旧・復興の重要性は改めて認識されているが、容易ではないこともわかってきた。 

たとえば、球磨川流域では 4 つの鉄道橋が流失して約 1200 名の高校生の登下校に支障

が発生している。また、人吉市では道路橋が破壊され、ある小学校では全児童の約 70％

が通学できなくなってしまった。学校施設の被災だけでなく、被災すると児童・生徒が通

学できなくなる私道の安全確保や鉄道の輸送機能回復なども全面的な公的資金投入対象に

すべきであろう。図３の手前側に写っているのは肥薩線のレールであり、浸水した結

果、道床全体が不同沈下し、沿線のほとんどの通信ケーブル柱もケーブルごとなぎ倒され

ていた。不通となった 370 ㎞にわたる被害の大きさに、JR 九州や第 3 セクターは復旧計

画もままならないと推察される。 
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図３ 令和 2 年 7 月豪雨で熊本県・球磨川が氾濫し、被災した人吉市の住宅地 

 

また、福祉施設もそうである。14 名が犠牲になった球磨村の高齢者福祉施設「千寿

園」は廃園するそうであるが、100 名を超える入所者や待機者が路頭に迷うことになる。

被災した同種施設がこの流域で 27 を数えるとなると、推定 2 千名近い入所困窮者が発生

し、大きな社会問題である。また、たとえば人吉市だけでも医科 44、歯科 25 の医療機関

が地域医療に貢献しているが、その多くが被災した。しかも、地震よりも被害は一般に大

きい。なぜなら。医療器具・機械は水損すると修理がほとんど不可能だからだ。診療再開

まで長時間を要することは自明である。 

 

c)自助・共助・公助でそれぞれが対策を持ち寄る 

どのようにすれば水害被害を軽減できるのであろうか。2015 年の水防法の改正で、起

こりえる最大規模の洪水に対するハザードマップが公表されている。どこまで浸水が広が

り、深さがどうなるかがわかっている。しかし、このマップの利用方法が書かれていな

い。そこがポイントである。利用方法を示せば公助先導型の治水となってしまうだろう。

あくまでも自助、共助、公助が対等の立場でそれぞれが対策を持ち寄らねばならないの

だ。 

 人吉盆地は人が住む前は球磨川で発生する“洪水の遊び場”だった。筆者が常日頃指摘

してきたように、“水は昔を覚えている”のである。だから、そこを利用するのであれば

洪水とどのようにして付き合えばよいのかという視点が必要なことがわかる。12 年前に

「ダムによらない治水」を合意したのは地元の球磨川流域の関係者の間であり、地球温暖

化によって線状降水帯が形成され、想定外の降雨が球磨川流域に発生すると考えていなか
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った。過去は振り返ったが将来が変わることに気づかなかった。想定外の洪水が発生して

も、そこに安寧で中庸な共生社会を創る努力が求められよう。 

 今回、球磨川では「ダムによらない治水」の限界を残念ながら経験してしまった。いや

がおうでも新たなリスクの存在を前提にしなければならなくなったのである。 

 

(c) 結論ならびに今後の課題  

本研究の目的は、首都直下地震を中心に南海トラフ巨大地震などの国難災害が発生し

た時の首都圏を中心とした自治体、企業の事業継続能力向上のための事業継続ガバナンス

の向上である。2020 年に実施した研究によって、ここでは相転移という社会現象が

COVID-19 においても発生し、グローバルなスケールで危機管理的対応が執られなかった

ゆえに被害が大きくなったことを明らかにした。被害を大きくしないためには相転移が継

続しないようにすればよく、クラスター（感染者集団）のノードと感染者の移動によるエ

ッジからなるネットワーク構造を脆弱にすれば実現できるが、それを理解できる関係者が

皆無で、三密対策や都市封鎖（ロックダウン）を一律に課したために、とくに社会経済活

動が沈滞してしまい、被害拡大を招いたことを示した。被害の拡大が首都直下地震や南海

トラフ巨大地震という国難災害でも起こることを述べて、従来の文明的防災を主流とした

対策だけではなく文化的防災が不可欠であることを明らかにした。そして、近年の線状降

水帯による豪雨災害では、地球温暖化による雨の降り方が異常になって河川の越流氾濫を

もたらし被害増大の相転移を起こしていることを実証した。 

 これらの考察結果は、将来の大災害を予見することが可能なことを示唆している。なぜ

なら災害によって相転移が起こらなければ従来の対策が役立つからである。しかし、何が

相転移を引き起こすかが不明な現在、その候補を見出すことが喫緊の課題となっているこ

とが理解できる。対策を進めるにはこのロジックの理解が必須であり、それがごく少数の

関係者に限られる現状では、せめて文化的防災を人びとが個人的に実行することが望まれ

る。研究成果の理解の進捗が将来の災害による被害の軽減と抑止につながっているのであ

る。 
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3)河田惠昭：想定外の水害に備えるため治水の災害文化を創ろう、第 6 回自治体防災の 

 先端的実践論、pp.38-39、2020 

4)河田惠昭：災害文化論（１）災害文化を豊かにする、月刊フェスク、5 月号、日本消防 

設備安全センター、pp.2-9、2020  

5)河田惠昭：災害文化論（2）災害文化を新たに創る、月刊フェスク、7 月号、日本消防 

 設備安全センター、pp.2-9、2020 

https://chuokoron.jp/international/114395.html（2021年3月30
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(e) 学会発表実績 

1)学会等における口頭、ポスター発表  

発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別） 

発表者氏名  発表した場所  

（学会等名）  

発表時期  国内・

外の別 

コロナ・パンデミックは

都市災害だ～感染症の専

門家だけでは制御不可能

～,口頭 

河田惠昭 日本救急看護学

会 

2020 年 12 月 1～

31 日（配信）  

国内 

 

2)学会誌・雑誌等における論文掲載  

・査読付き 

掲載論文（論文題目）  発表者氏名  発表した場所  

（雑誌等名）  

発表時期  国内・ 

外の別 

私たちは都市災害を攻

略できるのか  

河田惠昭 建築と社会

Vol.101、

No.1181、pp.27-

31 

2020 年 8 月 1 日 国内 

巻頭言 豪雨災害の「相

転移」の発生とその解決

策「縮災」 

河田惠昭 地質と調査

Vol.156、pp.1-6 

2020 年 11 月 20 日 国内 

相転移する社会災害へ

の対処－COVID-19 と

豪雨災害の場合－  

河田惠昭 社会安全学研究

Vol.11、pp37-56 

2021 年 3 月 30 日 国内 

 

・査読なし 

掲載論文 

（論文題目）  

発表者氏名  発表した場所  

（雑誌等名）  

発表時期  国内・ 

外の別 

時流  コロナウイルス

のパンデミックの教訓

－いま、BCP を見直せ

ば、まだ間に合う国難災

害－ 

河田惠昭 野村資本市場

Vol.23-4、pp.3-4 

2020 年 5 月 1 日 国内 

首都圏内での水害リス

ク 

河田惠昭 積算資料  

pp.8-12 

2020 年 5 月 1 日 国内 

「日本水没」が起こる日 

殺人級大雨と巨大複合

災害 

河田惠昭 季刊 社会運動

No.439、pp.24-

34 

2020 年 7 月 15 日 国内 

異常気象新時代  日本

中に水害リスク  

河田惠昭 月刊保団連

No.1329、pp.4-9 

2020 年 9 月 1 日 国内 
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自治体防災の先端的実

践論第 9 回 災害や感染

症にはトランス・サイエ

ンスとして対処  

河田惠昭 日経グローカル

No.402、pp.38-

39 

2020 年 12 月 21 日 国内 

首都の水害対策  河田惠昭 ベース設計

No.187、pp.59-

61 

2020 年 12 月 20 日 国内 

変貌する災害列島と縮

災○59  新常態時代に大量

の災害情報をどう処理

するか 

河田惠昭 Water&Life 

No.658、p22 

2021 年 3 月 1 日 国内 

東日本大震災の総括の

試みと縮災 

河田惠昭 21 世紀ひょうご  

Vol.30、pp3-17  

2021 年 3 月 25 日 国内 

 

3)マスコミ等における報道・掲載  

報道・掲載された成果  

(記事タイトル) 

発表者氏名  発表した場所  

（新聞名・TV 名） 

発表時期  国内・

外の別 

「防災省」創設 議論進

まず 

河田惠昭 北海道新聞社  2020 年 8 月 14 日 国内 

災害から企業を守る CRE

戦略～不動産は人と企業

を守り抜けるか～  

河田惠昭 日本経済新聞社  2020 年 8 月 20 日 

 

国内 

危機管理 在職中の大災

害想定を 

河田惠昭 神戸新聞社  2020 年 9 月 24 日 国内 

都構想 論戦が活発化  河田惠昭 毎日新聞社  2020 年 10 月 5 日 国内 

国難を迎え撃つために：一

刻も早い防災省創設が必

要 

河田惠昭 日本ドットコム  2020 年 12 月 7 日 国内 

県民会議が「安全の日宣

言」 

河田惠昭 神戸新聞社  2021 年 1 月 17 日 国内 

ぼうさい甲子園  河田惠昭 毎日新聞社  2021 年 1 月 29 日 国内 

感染症と災害 どう対応 河田惠昭 朝日新聞  2021 年 2 月 11 日 国内 

東日本大震災 10 年 復興

の検証と未来への提言  

河田惠昭 NHK、視点・論点  2021 年 3 月 10 日 国内 

東日本大震災 10 年「今は

災害前」意識しよう  

河田惠昭 読売新聞  2021 年 3 月 10 日 国内 

・新聞報道は上記の他に 16 件 
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(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

  なし 

 

2)ソフトウエア開発 

  なし 

 

3)仕様・標準等の策定 

  なし 

 

(3) ２０２１年度業務計画案 

 

a)業務計画 

 本研究の開始時においては、標準的な業務手順（SOP、Standard Operating 

Procedure）確立のための事業継続ガバナンスの確立について継続的に検討を進める、と

いう前提があった。しかし、本研究を進める中で、具体的には、首都直下地震、南海トラ

フ巨大地震および荒川氾濫というような国難災害では、相転移が起これば被害が未曾有に

なるというメカニズムを発見することができた。つまり、SOP は標準的な被害の出方を

想定したものであり、相転移はそうではなく、被害が極端にある原因に集中するという特

徴をもっている。したがって、この原因に対して SOP を確立すればよいことになり、む

しろ対応の複雑さが減ずるという効果がある。したがって、国難災害では、最悪の相転移

がどのような条件で発生するのかを検討する。すでに、首都直下地震では長期停電、南海

トラフ巨大地震では避難行動要支援者の津波避難、荒川氾濫では、市街地氾濫と地下空

間・地下鉄水没が有力な候補であることが事前検討でわかっているので、その信頼性を高

める。さらに、そのような相転移が実際に発生した場合を想定して事前対策と事後対策で

何を重点的にやらなければならないのかを示して、それを実現するための業務手順とその

ガバナンスの確立に向けた提言をまとめる。  

 

b)実施方法 

 業務計画で示した国難災害において、候補となる複数の相転移間の発生確率を比較す

る。たとえば、首都直下地震では長期停電は、いつ地震が起きても発生する危険があるの

に対し、週日の朝のラッシュアワー時（1 時間半）に起こる確率は、長期停電の 1/16 に

小さくなる。このような相転移候補間の発生確率の大小から、考慮しなければならない相

転移を見出して、その防止策として必要な事業継続ガバナンスを明らかにする。また、相

転移にならない被害については、過去の災害事例を参照して被害の大きさを推定し、全体

としての被害は、相転移による被害と一般的な被害の輪として、そう被害額を提示する。

これと同時に事前対策と事後対策の具体例を示して、筆者が進めている縮災（Disaster 

Resilience）の具体化を図る。  
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c)目標とする成果 

 従来は、首都直下地震や南海トラフ巨大地震では、人的被害については過去の発生事

例、社会経済被害については、およそ 30 項目の内容の内、定量的評価が可能な 10 項目

程度の被害で、全体被害を代表させてきた。ここで示す相転移では人的被害と社会経済被

害の両者を対象とするものであり、その発生シナリオを明示して、対策が総花的ではな

く、何に的を絞ったものであるかを明らかにして、実効性の高い対策を提案する。これま

での研究成果は、被害全体をいきなり少なくする観点から対策の評価を行ってきており、

これでは何を優先すべきであるかが議論できなかったが、本研究では、何をどこまで実施

すれば、被害はどの程度少なくできるかを示すことができ、費用対効果を議論できるとい

う特長を有している。  




