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解析をとおして災害時ロジスティクスを検討してきたが、その結果、現状の日本国内の
災害時ロジスティクス能力では被害に対応できないことが明らかになった。

その根本原因として、災害対応そのものが標準化されていないために、災害時のロ

いての世界のディファクトスタンダードとして Incident Command System (ICS) が
ジスティクスの標準化を目指す。

2014 年（平成 26 年）度は、日本で精査されていないロジスティクス対応の問題を、

災害対応のディファクトスタンダードである ICS を参考に、支援内容を Emergecy
Support Function の 18 項目、収 集情報を Element of Emergency Information
の 18 項目として抽出し、東日本大震災における実際のデータを課題解決のための解

析を行った。その課題から ICS 研修システムのうち IS-100 と IS-200 を基本として日
本版の作成を実施し、災害時のロジスティクス能力向上に必要な対応な研修素材を研
究開発した。

当部会の今後の研究目標
［ａ］災害の Planning（計画）の支援システムの研究

災害対応でもっとも重要な課題としては、計画立案段階ですでに多機関および多職

種間の評価法や準備対応の不足があげられている。その課題解決のため、欧米で使用

されている Plainnig のための準備計画運用方式を、日本のシステムにあったシステ
ムとするべく研究、開発を行なう。

［ｂ］災害対応標準化の基礎的知識に関わる技術開発

さまざまな機関や職種が関わる災害対応の基本的な標準化を啓蒙するためのツール

として、e-Learning システムを用いた支援ツールの研究、開発を行なう。当内容は

2014 年（平成 26 年）度に教材素材について研究を行なったが、
2015 年（平成 27 年）
以降は社会実装のための研究を行なう。
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1

開催日：2013 年 1 月 8 日 13:00-17:00
会

場：メトロポリタン盛岡（岩手県盛岡市）

「ロジスティックス能力の育成の
ためのトレーニングプログラム」の
目的と概要
［研究説明］

岩手医科大学救急医学講座

秋冨 慎司

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

1. 目的

3. 総合的地震災害シナリオの構築

明します。私たちは、阪神・淡路大震災、東日本大震災をはじ

大規模広域地震災害に対する効果的な災害対応に必要となる基

めとする過去の大きな地震災害での経験・教訓を、未来につな

本的な対処法について、災害時ロジスティックス能力を科学的

げなければなりません。都市直下型や南海トラフ巨大地震、西

根拠に基づくシナリオという形で体系的に整理し、共通の認識

日本大震災といわれる巨大地震の発生が予測されています。今

をもって総合的地震災害システムを構築したいと考えます。

秋冨：まず始めに、このサブプロジェクトの目的と主旨をご説

本震災で展開された後方支援、自衛隊による支援のように、

回被災した東北三県では、自衛隊の約半分の労力を投入し、全

それらのシナリオを、いま木村玲欧先生が進めている防災リ

国・全世界から支援をいただきながらなんとか乗りきってきま

テラシーハブのような形にしてインターネットサイト上で体系

した。それをぎりぎりといっていいものか、非常に難しいとこ

的に公開し、研修・訓練プログラムの教材として幅広い活用を

ろではありますが、それは皆さんも認識されていることだと思

促すことによって、すべての組織や機能がいろいろなところで

います。

つながりあうことができ、また実際に被災地へ災害支援する場

倒れてもしなやかに立ち上がる竹のように、災害を受けても

合でも、普段から訓練で使用しているリテラシーハブのシステ

復旧・復興できる社会基盤をつくるためにも、今後未来につな

ムを使って効果的な活動ができる共有の場を設け、問題を解決

げていくべき教訓があるだろうと思いますが、これがまだ充分

していきたいと考えます。

たように、今回は想定外のさまざまな問題が露呈しました。そ

北総病院 薬剤部）は、東日本大震災で医療品供給の後方支援

都市減災サブプロジェクト

れを一旦すべて洗い出さなければならない。そしてできなかっ

にあたりました。中田正明先生（神戸赤十字病院 放射線科部）

http://www.drs.dpri.kyoto-u.ac.jp/ur/

よる医療チームの支援に関して。関谷拓郎先生（陸上幕僚監部

グプログラム」提案・開発検討委員会 分科会の開催にあたり、

◎ 本サブプロジェクトは、阪神・淡路大震災、東日本大震災を

の情報活動について。また永田高志先生（九州大学大学院医学

災害回復力（レジリエンス）をもつ社会の実現を研究の全体

の指示を受けて福島県で行なった医療支援活動を中心にお話し

ざいます。「ロジスティックス能力の育成のためのトレーニン

で防災に関する大きなプロジェクトが進められています。その
メンバーとしてぜひ秋冨慎司先生にも参加してもらいたいと、
当プロジェクトの代表者である京都大学防災研究所の林春男先
生から協力をお願いしたところ快諾をいただき、秋冨先生の差

運用支援情報部 自衛艦隊連絡官）には、震災における自衛隊
はじめとする過去の地震災害での経験・教訓をもとに、高い

研究院先端医療医学部門 災害・救急医学）には、日本医師会

目標とする。

いただきます。

と協働しつつ、防災担当者の災害対応能力と一般市民の「防

旧・復興が全体の復旧・復興のペースを左右する要素があるた

ニング手法について提案することを達成目的とする。

無理矢理なんとかしのいできたというのが実情でした。初期段

◎ 日本全国の防災研究者の叡智を集め、他のサブプロジェクト

災リテラシー」の向上のための、災害情報提供手法とトレー

配のもとでこのような素晴らしい会を開催できることを大変喜
ばしく思っています。

今回の講演テーマは比較的医療寄りですが、これは医療の復
めです。本震災では、医療分野でもさまざまな問題が発生し、
階から復旧・復興のスピードを高めるためにも、各現場での問
題を明らかにしていく必要があると考えます。

2. 防災リテラシーの育成方策に関する研究

なお、震災の対応については、都市減災サブプロジェクトの

プロジェクトの概要について簡単に説明します。レジュメで

「防災リテラシーの育成方策に関する研究」の要点は、防災に

ホームページが立ち上がっておりますのでご覧ください。アメ

は「防災リテラシー向上のための問題抽出およびトレーニング

関する問題解決能力にあります。リテラシーというのは、読み

リカには e ラーニングといいまして、誰でもウェブ上で防災に

プログラムの提案・開発」と記されていますが、これは今回の

書きする能力のこと。防災に関するリテラシー能力を身につけ

関する共通認識を学べるホームページがあります。こうした方

大震災での皆さまのさまざまな対応を、今後の教訓となるかた

なければなりません。具体的にいいますと、災害に対応する防

法は日本ではまだあまり知られていませんが、これから広めて

ちで共有し、広く発信していくことです。特に、防災リテラシー、

災担当者と一般市民の双方が正しい状況認識をもつこと。これ

いきたいと考えています。

つまり災害・防災のための対応能力として提言し、地方行政の

がとても重要なのですが、今回の震災ではなかなか実現できま

方々を中心とした防災トレーニングプログラムとして形づくっ

せんでした。防災担当者同士でさえも、気持ちの行き違い・意

ていくという研究を進めています。

見の相違があり、人を助けなければいけない・人を支援しなけ

この分科会で報告・提案いただいたさまざまな事例や、皆さ
まの貴重なお知恵・教訓を全国へ、そして世界へと展開してき
たいと考えています。こうした壮大なプロジェクトのもとに、

ればいけないという考えは一緒なのですが、その方法が違った
方向に向かってしまったこともありました。
こうした行き違いをなくすためにも、効果的な災害対応を実

このような研究会を秋冨先生に開催いただき、そして本日を第

現できる対処法を準備しておく必要があります。そのためには

1 回目として皆さまにお越しいただき実現することになりまし

トレーニングが必要になります。科学的根拠に基づく対処法を

た。秋冨先生はじめ、皆さまに深く感謝申し上げます。これを

シナリオという形で体系的に整理し、総合的地震災害のシナリ

主旨説明とご挨拶に代えさせていただきます。（兵庫県立大学

オを構築して、トレーニングにつなげていくことができればと

環境人間学部／大学院 環境人間学研究科）

考えています。

008

防災リテラシーの向上を目指す。

本日はこれらの問題を考えるうえでの提案や経験を 4 人の

には、花巻に設置された SCU を中心に展開された DMAT に

木村玲欧：兵庫県立大学の木村と申します。現在、文部科学省

・防災研究者の叡智を集め、災害対応能力と

先生にお話しいただきます。渡邉暁洋先生（日本医科大学千葉

ングできる形にして提供していきたいと考えています。

きたいと思います。

力をもつ社会を実現する。

なことは、問題を抽出するということです。皆さんも経験され

たこと・できたこと・未来につなげることをまとめ、トレーニ

／大学院 環境人間学研究科の木村玲欧先生からひと言いただ

・過去の災害の教訓をもとに、高い災害回復

にサマライズできていないのが現状です。そのためにまず大切

秋冨：本日はお忙しいなか、お集まりいただきありがとうご

当プロジェクト主宰者のお一人、兵庫県立大学 環境人間学部

［プロジェクトの目的］
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●

大規模災害時における
医療品供給体制

援など。忘れられがちなことですが、現場での医療支援も重要

医療支援携行医薬品・供給流通・備蓄の検討

ますと、迅速性・機動性を担保する医療チームですから、限ら

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

な役割です。医療支援だけでなく災害急性期における被災現場
での医療隊体制を立て直していく支援にも携わっています。
DMAT が携行する医薬品にどのようなものがあるかと言い
れた医薬品しか携行できません。たとえば当院の医療チームが

講演［1］

福島県立医科大学の医療支援に向かった際の車両では、隊員 4

②

名が乗ると他の資材はもう載せられない。携行する医薬品や医

日本医科大学千葉北総病院 薬剤部

療資機材にも限界があります。

渡邉 暁洋

ばらばらの医薬品を持ち寄ってきても、現場のスタッフに共通

全国には数多くの DMAT がありますが、それらのチームが
認識がなければ、
それらの効率的な活用は望めません。最低限、
持ってきてほしいとされる標準的な医薬品（はもちろんありま

秋冨：東日本大震災で問題となったことのひとつが、医薬品を

して、一次隊・二次隊・三次隊に応じた携行医薬品のリストも

一般の支援物資のルートで運ぶことから生じる問題でした。避

用意されています。DMAT はこうした医薬品を持参して現場

難所経由で医療物資が搬送されることで、必要な医薬品がダイ

の後方支援にあたっていますが、これも完璧ではありません。

レクトに現場に届かないという状況が発生しています。医療用

【表①】に DMAT の携行医薬品のリストを掲げましたが、携行

の専用ルートをつくる必要があったのではないか。そうした反

できるのはこの程度に限られます。救命医療に用いられる最低

省を踏まえながら、渡邉暁洋先生のお話をうかがいます。

限の医薬品と医療資材です。しかし東日本大震災では救命医療

①

③

【写真①】被災地の病院では、ネットワークの途絶により手書きで処方に対応した。
【写真②】沿岸の災害拠点病院からの域内搬送 【写真③】津波でお薬手帳を失った患者も多かった。

3.11 岩手県立○○病院で起きていたこと

が、今のところどこからも返事が返ってきていません。

が必要だった方は多くありませんでした。つまり、これらの救

いたのか。岩手県内のある県立病院では、3 月 11 日の発災直後

用の食料を備蓄していた病院はほとんどなかったこと。たとえば

命医療用の医薬品はほとんど役に立たなかったということです。

から緊急医療体制を組み、運び込まれた患者はすべて受け入れ

千葉県には 3 つの災害拠点病院がありますが、職員の食料はまっ

るという対応をとりました。院内に救急医療用のベッドを用意し、

たく手に入りませんでした。入院患者用の食料はあっても、職員

救命救急センター入口にトリアージ用のコーナーも設けました。

の分までは確保されていない。病院にはローソンのようなお店も

大規模災害で何が起きたのか。

渡邉暁洋：ご紹介にあずかりました日本医科大学千葉北総病院

では今回の震災で、被災地の病院ではどんなことが起こって

渡邉：そうだろうと思います。今回明らかになったのは、職員

しかし、ここで想定外のことが起こりました。従来の患者と被

入っていますが、あっという間に在庫がなくなりました。スタッ

災者が病院に殺到してしまったのです。そのことによってトリアー

フは「落ち着くまでもうちょっとがんばってね」といった状況の

東日本大震災は阪神・淡路大震災のときと比べればかなり進歩

ジのスペースも占領されてしまい、目的の医療行為がままならなく

なかで医療にあたっていたのです。

したと思いますが、薬品業界の対処はまだ追いついていないと

なりました。医療現場では、輪滴用の開始液とリンゲル液、そし

また、非常用の電源には限られたコンセント数しかありませ

いうのが現状でした。医薬品供給については WHO が世界的

て特定の抗生剤（ペニシリン系・セフェム系）にオーダーが集中

ん。そのあたりも平時からしっかり確保しておく必要がありま

な基準を出していますが、日本ではそれもほとんど知られてい

しています。病院では相当数の薬品在庫を抱えているはずですが、

す。燃料の確保は、病院の医療において非常に重要なポイント

ません。こうした現状をどうしたら知ってもらえるかというこ

ほぼ半日で不足気味となりました。

です。多くの病院が通常の電源の 70％の容量で 3 日分を確保

の渡邉と申します。私はこれまで、国内災害だけでなく国際災
害の対応にも携わってきました。医療整備や体制に関しては、

とを踏まえながら、今日はお話しさせていただきます。

【表①】DMAT の標準薬剤リスト

もうひとつ想定外だったこと。それは震災で負傷した人だけで

できるように準備されているようですが、これだけでは緊急手

大規模災害でどのようなことが起きるのか。災害が小規模で

なく、普段から受診している患者が薬を求めて病院にやってきた

したら、医薬品の供給もほとんど止まることなくスムースに供

ことです。従来、医薬品の発注はインターネットを使って行なわ

先ほどもお話ししましたように、電話回線が不通になるとオン

給できたろうと思います。東日本大震災でも、DMAT は比較

れていましたが、これらのオンラインが寸断した際にどのような発

ラインでの発注ができなくなります。今回の被災地の病院では、

的早く動き出し対応にあたっていました。しかし、そこで使わ

注方法がとられるかというと、昔ながらの手書きになります。被

防災無線を使い、医療局をとおして薬品の発注を行なったところ

れる医薬品や被災者が通常服用している薬品が、現場になかな

災地の病院では、情報を外に発信することもできなくなりました

もありましたが、これには甚大な時間を要し、医薬品が実際に病

か届かないという状況が続いていました。被災地での具体的な

【写真① - ③】。

術には不安が残ります。

院に届くまでに、1 日半から 2 日ほどの時間がかかりました。こ

これまで医薬品の備蓄は、最低 3 日分継続できる量を用意し

のタイムラグによって、現場で使いたい医薬品のニーズとまったく

きていたのです。しかし必要とされる現場まで届かなかった。

ておけばいいと考えられてきました。しかし今回のように薬の偏り

違うものが届くということも多発しました。防災無線や衛星電話

流通システム的には可能なはずなのですが、この問題は阪神・

が生じると、備蓄薬だけでは対応できなくなります。医薬品の備

に関しては、最低でも各病院で 1 〜 2 台は設備されていると思い

淡路大震災のときからずっと指摘され続けていることで、なか

蓄については、今後検討していかなければなければならない重要

ますが、緊急連絡など重要課題に対応する部署にもっていかれ

なか改善されていません。

課題です。

て、医薬品の担当者まで回ってこないという状況もありました。

状況をお伝えすれば、医薬品はある程度のところまでは流通で

災害時には通常とはまったく異なる状況が発生します。被災状
況が長引くと、自分の薬がなくなることに対する不安が募り、一
DMAT の携行医薬品は役立たなかった。

3.11 想定外だったこと

般の患者が病院に殺到します。特に糖尿病や血液を固形させな

実際どのようなことを行なっているかといえば ①現場活動支

DMAT は迅速性と自己完結性を求められた医療チームです。

援 ②病院支援 ③広域医療搬送・域内搬送 ④避難所・救護所支
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渡邉：ところで皆さんは、入院患者以外の食料をしっかり備蓄し

い薬のように、継続して飲まなければならない薬を服用している

ていた病院はどれだけあるとお考えですか。

患者は、それがなくなることによって死と隣り合わせになることへ

秋冨：病院の食料備蓄については、私も各病院にたずねています

の不安を強く感じるようです。そうした患者が薬を求めて病院に
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⑤

④

⑧

⑥

⑦

【写真④】薬情報をもたない被災者や来院者と面談し、採用薬への置き換え・類似薬等の情報を提供。
【写真⑤】院内の様子 【写真⑥】すべての人に処方箋を交付（いずれも石巻赤十字病院）

殺到し、現場は大混乱しました。
製薬会社と病院は、普段から災害協定を結んでいるはずです

使えないという制約があり、その対処業務のために労力を使うこ
とにもなります。

⑨

【写真⑦】宮城県石巻地区では 97 ある薬局施設のうち 38 薬局が全壊、半壊は 31 局に及んだ。
【写真⑧⑨】石巻赤十字病院に支援された医薬品

患者が服用している薬を特定するのはとても難しいのです。

多くの患者に薬を渡そうとすると日数を制限することになります。

今、電子カルテの共有化と併せて「お薬手帳」を電子化しよう

すると 3 日後にまた同じ患者が来院することになる。医薬品が流

が、今回の震災ではそれもうまく機能しませんでした。ある病院

これ以外にもさまざまな問題が生じました。私たち病院は、通

という動きがありますが、現実化はなかなか難しい。岩手県は電

通してくれば、日数も延ばしていけるようになりますが、発災から

では、現場に顔を出してくれた製薬会社はようやく一社程度だっ

常保険診療を行なっています。病院が購入した薬を患者に処方す

子カルテの共有化は進んでいるのでしょうか。

3 日間が非常に厳しかった。処方箋づくりだけで労力を使うのは

たと聞いております。

る際は、保険診療により点数をとらなければなりません。しかし

秋冨：現在岩手県では、沿岸部の病院の電子カルテを一元化し、

やはり非効率です。また普段でしたら、薬が用意できると電光掲

2013 年 4 月から共有できるよう準備が進められています。

示板でそのことを伝えますが、停電になるとそれもできず、名前を

渡邉：そうした形で電子カルテが一元化されていけば、おそらく

告げて窓口まで来てもらうというアナログな方法がとられます。こ

緊急災害時では、さまざまなところから、さまざまな医薬品や援
助物資が病院に搬入され、それらを医療に用いることになります。

今回のような問題も少なくなっていくと思われます。繰り返しにな

こでも労力が強いられました。

支援医薬品は保険診療に使えない。

病院が購入した医薬品はレセプト請求できますが、援助物資は

最近はほとんどの病院で電子カルテを使っていますが、停電で

レセプト請求できません。通常の保険診療と災害対応用に購入し

りますが、医薬品については、3 日間というのがひとつのポイント。

端末が使えなくなると、その管理もできなくなります。電子カルテ

た医薬品や援助物資は、本来分けてやるべきこと。支援物資に

3 日間もすれば、薬卸問屋も動き始めます。この 3 日間が堪えど

こともあって、遠距離から来院する患者も大勢いました。透析を

にはさまざまな情報が記されているので、病院としては患者の個

よる医薬品を用いる際の保険点数のしくみを整えなければなりま

ころであることを、皆さんで認識していただきたいと思います。

はじめとする腎臓病専門の仙台社会保険病院では、石巻から通

人情報を外に出したくないという考えもあり、そこにも情報を提供

せん。こうしたことも厚生労働省で考えていくべき課題です。

う患者のために、普段服用している薬を用意して仙台から届ける
ということも行なわれています。

する際の難しさがあります。
病院に届けられた医薬品は本来、オーダーの端末にひとつず
つ、それらを記録しないと使えないようになっています。災害時
には、オーダーリング以外のバックアップのシステムや手書きによ

医薬品には独自の搬送ルートがある。

石巻赤十字病院で起こったこと

名が亡くなり行方不明となりました。97 ある薬局施設のうち、全
壊が 38 薬局、半壊が 31 局に及びました。薬剤師会の本部を併

大規模災害時には、医薬品の搬送経路と搬送手段が限られて

耐震化されていて、比較的早い段階で復旧しました。しかしそれ

しまいます。その搬送を自衛隊に頼るところも多かったのですが、

故に、被災地病院で受け入れていた患者すべてを、ひとつの病

要があるでしょう。

従来、医薬品業界は自衛隊のような機関と接点をもっていません。

院で診療しなければならなくなりました。患者は初日と 2 日目は

医薬品の発注から納品までに 2 〜 3 日もかかると、
「今、ここ

他機関に搬送を依頼する術をもたないので、その搬送を自衛隊

少なかったのですが、3 日目以降から急激に増加します。これは、

で必要」という医薬品が臨床現場にないというタイムラグが生ま

に頼みにくいということがありました。こうした理由から、準備し

本震災が津波による被害が多かったためで、地震だけであればも

れます。実際、被災地の病院では、多くの薬に偏りが生じました。

ていた医薬品がほとんど使われなかったところもあります。

う少し早い段階から患者が集中することになったと思われます。

病院には、とにかく薬がほしいといって外来患者が殺到するの

石巻赤十字病院では、すべての患者を受け入れて処方箋を出

ことから、
薬が製造できなくなりました。この問題については現在、

ですが、そのほとんどが自分の飲んでいる薬について把握してい

す、つまりすべての患者に対して医薬品を提供するという体制をと

国からも薬の製造会社を分散させて立地するよう要請を出してい

ませんでした。そうしたとき、病院サイドがどのようにして服用薬

りました。3 日目以降、津波で薬を失った被災者が病院に殺到し

るようです。

を確認するかというと、ひとつの手段として「お薬手帳」を使いま

ます。現在はほとんどの病院が院外処方の形をとっていて、患者

メディア等で病院サイドが「この薬が足りない」ということをア

す。これまでの診療記録が残っていれば、
「お薬手帳」を見て処

は病院の外にある薬局で薬を処方してもらいます。これは私たち

ピールすると、全国からその薬が一斉に供給され、発注から 2 日

方できる。その病院にかかっていない患者が来た場合でも、
「お

の病院でもそうなのですが、薬局には通常、病院の患者数に適っ

後に病院に集中して届けられました。それでも現場では、その時

薬手帳」があれば、普段飲んでいた薬を効率的に確認できます。

た薬しか置いていません。患者が大勢押し寄せれば、当然薬品

点で必要な医薬品がないという状況が続いていました。オーダー

しかし、こうしたデータがないと薬の特定は難しく、一から診療

は不足します。こうしたことから、薬局に備蓄している薬が 2 日も

リングや電子カルテだけに依存していると、そこに登録した薬しか

することになります。臨床で処方されている膨大な薬のなかから、

たないという状況が起こってしまいました。
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石巻地区では、石巻医師会の会員 160 名のうち、薬剤師の 9

宮城県の石巻赤十字病院のことをお話ししますと、この病院は

る事務的な業務が発生することを踏まえて、準備を整えておく必

今回の震災では、薬品製造工場も被災し原料の流通も止まった

石巻赤十字病院は、被災地のなかで唯一機能した病院という

【グラフ①】石巻赤十字病院・外来処方箋の枚数比較（2011 年 3 〜 6 月）
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●

【グラフ②】石巻赤十字病院の薬剤倉庫

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【グラフ③】石巻赤十字病院の医療チームと医薬品払出しの推移

設した「会営薬局」も全壊し、会としてまったく機能しない状況

本赤十字グループのなかで融通しているものもあると思いますが、

になりました。こうしたなか、薬剤師たちは多岐にわたる業務を

融通できなかった医薬品はすべて廃棄。つまり、これだけ管理

自分たちだけでこなしていかなければなりませんでした。13 ペー

された病院内であっても、かなりの医薬品が無駄になってしまう

支援薬品・備蓄医薬品についての供給に関しては、日本だけ

ジの【グラフ①】
「外来処方箋（院内）枚数比較」を見ると一目

ということです。避難所のように管理できる者がいないところに運

でなく世界的にも検討されるべき課題です。これから検討しなけ

瞭然なのですが、石巻赤十字病院では震災前と震災後の医療

ばれた医薬品は、使われることなく廃棄物になってしまうというこ

ればならないのは、急性期から長中性期に及ぶそれぞれの状況

対応を比べると、2010 年 3 月の外来処方箋枚数が 1,423 枚。

とが実際に起こっています。

のなかで、情報共有しながら供給を行なっていくこと。医療ニー

（経口剤）の標準化も必要です。不足した医薬品を後方で支援す
るチームを充実させていく必要があると思います。

2011 年 3 月の外来処方箋枚数が 11,590 枚と 10 倍近くの患者

電子カルテ化と並行して、処方箋やカルテの書式統一を検討し

ズ収集のフォーマットは、いろいろなところでつくられているので

を診なければならない状況になりました。当然、医薬品の確保も

ているところもあります。電子化によるデータの共有はとても大切

すが、医薬品に関するフォーマットというのは、世界を探しても今

必要です。自分たちの病院にある在庫を使いながらの診療になる。

で、今後の災害医療、医療分野の復興にもつながってくるものと

のところまだありません。そうしたところをもう少し検討するだけ

薬が充実していれば医療スタッフの負担も減らすこともできます。

思われます。

でも、効率的な対応が可能になると思います。そのためにも、医

石巻赤十字病院は赤十字社グループの病院ですので、そこか

繰り返しになりますが、情報管理がすべての鍵。2 〜 3 日後に

薬品供給に関するガイドラインをしっかりつくること。また、各病

らの支援も期待できますが、個人の病院や私立の病院では、各

必要な薬が到着したのではもう遅いのです。現場から情報が発信

院・各自治体で備蓄している医薬品の管理はそれぞれ異なってい

機関との連携がうまくとれず、充分な医療品を得ることができま

された際、外からすぐに確認できて、即それらを供給できる体制

て、支援する側からすると、まったく見えてこないところがあります。

せん。そうした病院では、自力で医薬品をかき集めながら、診

をつくる。それができれば無駄もなくなります。薬品に関しては、

こうしたことに関しても、うまく情報を公開・管理して効率化を図

療や治療が行なわれていました。石巻赤十字病院の薬剤倉庫規

ただ送ればいいというものではなくて、それをしっかり処理できる

れればと思います。

模の倉庫がなければ、充分な薬品供給はできなかったのではな

人員が現場にいないといけません。人とモノ、かつ情報がセット

いかと思います。

になって動かなければ、有効な対応と活用は難しいと思います。

が医薬品を車で供給しようと思っても、優先順位から外れてしま

医療分野に関わる機関のロジスティックス体制をきちんと整えて

い、緊急車両として登録することが困難だったということがありま

おく必要があります。

した。自衛隊や他の機関とも連携して、それを管理する者と一緒
に被災地に送ることが、実質的な支援につながると思われます。

多くの医薬品が被災地で使われなかった。

上の【グラフ②】は、緊急時の医薬品の状況をよく示していま

す。石巻赤十字病院でどんな医薬品がどれだけ使われていかた

また、震災当時に問題となったこととして、医薬品関連の企業

そのためにも、被災地や災害のことをよく理解している医薬品や
災害時用の医薬品フォーマットの必要性

医薬管理者をコーディネートできる薬事コーディネーターが必須

DMAT は限られた医薬品を携行して現場に向かいますが、実

ではないかと思います。医療コーディネーターは最近増えてきて

救護班提供の医薬品はオレンジ色棒グラフで示されています。救

際の現場では想定しなかった患者がいて対応できないこともあり

いるのですが、医薬品に関する薬事コーディネーターについて検

護班がこの赤い棒グラフの部分が、現場で実際に使われた医薬

ます。医薬品がないから対応できないというのではなく、他の機

討しているところはまだ非常に少ないのです。現在、高知県では

品ということになります。一目見ただけで、供給されたものと実際

関と連絡を取り合い、情報を共有して必要な薬品・医療資材を

災害医薬品コーディネーターを置いて、災害医療コーディネーター

に使われたものとがアンバランスになっていることがわかります。

提供できるしくみを考えなければなりません。DMAT は救急医療

と共に災害支援していこうという動きがあり、そうした研修も実施

に対応する薬を主に携行していますが、軽症患者への対応医療品

されています。

を示したもので、支援医薬品は青色の棒グラフで示された部分。

青とオレンジ部分の差異、この医薬品がどうなっているか。日
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日本集団災害医学会や日本臨床救急医学会などでも、災害医
療に関する研究や検討・教育がなされています。そうしたところと
も情報を公開・共有ながら、災害医療を考えていくことが大切か
と思います。

渡邉暁洋氏の提言
今後は何をすべきか

［1］急性期からの医薬品供給体制

［2］備蓄医薬品における日本版ガイドライン
［3］医薬品供与における日本版ガイドライン
［4］備蓄＆支援＆携行医薬品の情報の共有化

［5］医 薬品は生もので情報と流通、適正使用が重要で医薬品
管理者が必ず必要

［6］医薬品関連機関の緊急車両登録

［7］医薬品や医薬品管理者をコーディネートできる薬事コーディ
ネーターが必須
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DMAT における
ロジスティックス強化について

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

現在の DMAT 隊員総数は 6,600 名ほど（2012 年 8 月現在）。
チームにして 1,000 を超えました。チームの職種の内訳は、医師・
看護師、それ以外のスタッフは「業務調整員」という職種になり
ます。私は放射線技師ですが、事務職や他のコメディカルと同様
に業務調整員ということになります。よって下記のように「業務調
整員」を構成する人員は多職種になります。さまざまな職種が集

講演［2］

まり、通常とは異なる業務を実施することになりますので、かなり
ハードルが高い業務となります。

①

神戸赤十字病院 放射線科部 放射線技師

中田 正明

中田正明：神戸赤十字病院の中田と申します。東日本大震災時
は、兵庫県災害医療センターに所属し災害対応にあたっていま

したが、2013 年の 4 月に神戸赤十字病院に異動となりました。
DMAT 立ち上げの頃からロジスティックスに関わっておりまして、
専門は先ほど講演された渡邉暁洋先生と同じ分野になります。秋
冨先生ともずいぶん長いおつきあいになります。
東日本大震災では、花巻 SCU を中心に活動していました。木
村幸地氏をはじめとする岩手県職員、花巻空港職員の協力があっ
て、本震災はなんとか対応できたのではないかとふりかえってい
ます。本日は急性期の医療班である DMAT の活動について、花
巻 SCU での経験、特に急性における医療活動が今後どのように
展開していけるか、ロジスティックス強化についてお話しします。
東日本大震災で DMAT はどのような活動をしたか。

ここにいらっしゃる皆さんの多くは、DMAT についてすでにご

存じかもしれませんが、始めにひととおり DMAT の活動について
説明します。
DMAT は災害が発生した際、その急性期から機動性をもって
迅速に対応できる医療チームです。専門的な訓練を受けた人員
からなり、厚生労働省の認可を受けています。私たちが DMAT
を立ち上げた頃は、まだ日本でもあまり知られておらず、インター
ネットで検索しても、まったくヒットしないような状況でした。専
門的な訓練といっても、4 日間の研修ですから、そこですべてが

［日本 DMAT 隊員登録者］2012 年 8 月現在
• 552 施設

環境をどのように確保するのか、また関連機関との連携・調整を

災地の災害拠点病院の支援、被災地の病院から安全圏に搬送さ

どのようにつけるのか等、災害医療を実施するための必要な環境

れた患者をさらに医療施設が整った場所に広域搬送するといった

• 6,589 名

を確保していく。このような業務が業務調整員の役割となってお

活動が行なわれました【写真①②】
。

• 1,054 チーム

［隊員内訳］

職員であれば資格取得できます。

活動については、花巻 SCU で統括を担っていた中山伸一先生

ます。こうしたさまざまな管理・調整、すなわちロジスティックス

（兵庫県災害医療センターセンター長 ＊当時：副センター長）を
中心に実施しています。自衛隊の航空機を使った広域医療搬送

2,152 名

の能力が、災害医療の成果を大きく左右するといわれています。
これまで DMAT のロジスティックスというと、私たち業務調整

は、これまで訓練ではやってきていたのですが、実際実施され

• 業務調整員

1,758 名

員のひとつの業務として考えられていましたが、今回の震災を経

たのは本邦初の活動となりました。花巻 SCU には、トータル 74

験して、もはやこれは職種の一業務には留まっていないということ

チーム、400 名の隊員が集まりました（3 月 12 日 64 チーム・13

を改めて痛感しています。ロジスティックスを医療全体としての機

日 63 チーム・14 日 34 チーム・15 日 14 チーム・16 日 4 チーム）。

能として捉えていかなければならない。業務内容ではなく、全体

ここで問題となったのは、被災地に医療支援ニーズがあっても

• 看 護 師 2,680 名

［業務調整員職種内訳］2012 年 8 月現在
•薬

剤

師

227 名

• 臨 床 工学 技士

116 名

•理学療法士

30 名

現地に向かう手段がないこと。陸路をもたないチームが 74 も集

• 診療放射線技師 123 名

的な機能として効率よく動く必要があると考えています。

• 臨 床検 査技 師

63 名

花巻 SCU で行なわれていたこと

置してすぐに発生しました。花巻 SCU は、患者を受け入れて管

17 名

の航空機を使用し全国から 74 チームほど集まりました。主に被

で、本部が詰め所の役割を担い、診療エリアが病室となります。

•看

護

師

まったものですから致し方ないのですが、この問題は SCU を設
東日本大震災での活動をお話ししますと、花巻 SCU に自衛隊

理し安全な場所へ送り出していく、いわば簡易病棟のようなもの
本部では組織図がつくられましたが、現実には初動時はなかな

• 救 急 救 命 士 16 名
•作業療法士

8名

か組織図どおりには機能しませんでした。

•管理栄養士

1名

SCU 開設は訓練が行き届いていたこともあり、私たちが到着した

•歯科技工士
•言語視覚士
•事
計

務

等

花巻の SCU は旧ターミナルに設 置されました【写真③ ④】。

1名
1名

休憩場所

1,105 名

1,758 名

現場に入った DMAT がどのようなことをするかといえば、先ほ
ど渡邉先生からも説明があったように、現場救護所での緊急患

DMAT の派遣要請については、自動待機要請基準が設けられ

者の応急処置や病院の支援、自衛隊と協力して広域医療搬送な

ています。被災地県からの SOS が発信されると、厚生労働省は

どの活動が主になります。DMAT の活動における業務調整員の

要請のあった都道府県と DMAT に要請を出します。具体的には

役割は、DMAT が立ち上がった当初は、シンプルに診療のサポー

イーミス（EMIS）と呼ばれる広域災害救急医療情報システムか

トというイメージが強かったのですが、活動を経験するに従って

ら都道府県担当者や隊員宛にメールで連絡が入ります。

次第に活動内容も多岐にわたり、重要性も高まってきました。

本震災では全国の隊員に「待機要請」というメールが 3 月 11

現在では、業務調整員の役割は「災害医療の土台を担う」と

日の 15:13PM に出ています。そして「派 遣 要 請」が出たのが

いう認識をもって実施しています。これはどういうことかといいま

16:46PM。これをもって建前的には動き出すわけですが、ほと

すと、実際に現地までどのような方法で行くのか、現地の情報を

んどの DMAT が派遣要請の入る前に出動の準備を進めています。

どのようにつかんだらいいのか、あるいは被災地で一週間の生活

016

り、こうした業務を DMAT では「ロジスティックス」と呼んでい

師

•医

修得できるかといったら難しい面もあるのですが、研修受講資格
については基本的に、災害拠点病院もしくは DMAT 指定病院の

②

【写真①②】東日本大震災では、花巻空港 SCU で約 400 名の DMAT が活動した。

SCU

ときにはすべてが整っていました。これはすばらしい対応だと思
います。なぜこれほどうまくいったのかをお聞きしますと、やはり
訓練を重ねていたからという答えが返ってきました。厳しく訓練さ

資機材・搬送班待機

れてきた賜だと思います。こうした施設開設に関わる運用も、こ
れから重要な教育のひとつになると思います。
【写真③ -2】

【写真③ -1】岩手花巻空港 SCU の配置図

【写真④】岩手花巻空港 SCU 診療エリアの様子
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● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

⑦

⑧

⑨

【写真⑦⑧⑨】広域医療搬送：花巻 SCU から新千歳空港・秋田空港・羽田空港に搬送
⑤

⑥

【写真⑤⑥】域内医療搬送：自衛隊機やドクターヘリで沿岸の被災者を花巻 SCU に搬送

るまでの間には大混乱があり、さまざまな情報が錯綜するなかで

域内搬送と広域医療搬送

私たちは、被災した患者をすべて花巻 SCU に集めたいと考え

対応しなければなりませんでした【写真⑦⑧⑨】
。

ました。岩手県災害対 策本部の秋冨先生たちと相談しながら、
空路を手配して DMAT を投入し、現地で搬送を必要とする患者
のトリアージを行ないました。今回は 21 チームの DMAT が沿岸

DMAT におけるロジスティックス強化のポイント

東日本大震災での経験を受け「災害医療等のあり方に関する

被災地内の支援に投入され、搬送を必要とする患者を花巻 SCU

検討会」は、ロジスティックス関連、また DMAT 本部機能にお

に送り込んできます【図①】
【写真⑤ ⑥】。搬 送された患者は、

ける課題として、以下のようなことをまとめています。

次の搬送先に安全に向かえるようパッケージングの処置が施され
ます。SCU では根本的な治療は実施できませんので、根本治療
ができる場所まで、きっちりと搬送することが DMAT の役割とな
ります。
広域医療搬送は、新千歳空港・秋田空港・羽田空港に向けて、
4 機の自衛隊航空機を使って搬送されました。域内・広域の搬
送は、結果的にのべ 136 人の患者に対応しました。域内搬送は
120 人。自衛隊航空機を使った広域医療搬送では、新千歳空港
に 4 人。羽田空港に 6 人。秋田空港に 6 人の計 16 人が搬送さ
れています。まとめるとこのような活動となりましたが、ここに至

【図①】被災地の重症患者を花巻 SCU に搬送

［ロジスティックス関連の課題］

• 48 時間以上の活動により DMAT の物資が不足した。

ジスティックスを強化してくかですが、我々厚生労働省科学研究

災地内ではなくて、被災地に入る手前の場所、陸路が途絶えて

班では今後の課題として

いないところに拠点を設け、そこに一旦集約すべきという考え方
です。空港でしたら、外からの物資も入ってきますし移動手段も

①本部活動を行なう統括者・本部要因の不足
②通信手段の不足・脆弱な通信環境

③必要な情報の不足・過多・錯綜──を挙げています。
花巻 SCU には 22 カ所の DMAT 本部が 設置されましたが、
それらのチームの報告から課題を洗い出しますと

ある。物資の拠点を中心に DMAT の活動も体制をつくっていく
べきなのではないかと、今は考えています。
DMAT の要請があった時点で、関係機関の協力を得ながら、
通信・移動手段・医薬品物資・燃料や食料をサポートしてもらえ
る拠点をつくる。そのことでより効率のよい活動につなげていくこ
とができます。絵にするとイメージしやすいのですが、そう簡単に

①通信

実現できるものでもないでしょう。調整がかなり難しいと思います。

• 多 数の DMAT が被災地に入ったことにより、DMAT 事務

③情報

なりません。また、もしこの拠点ができた場合、誰が運用するの

のインターネット接続が不可能だったチームがあった。

局や DMAT 都道府県調整本部等における業務量が膨大と
なった。

• 被 災地内での医療ニーズの把握が困難であった。

• 空路参集では DMAT の生活資材等の携行が困難であった。
［DMAT 本部機能の課題］

• 人員配置（10 本部）：本部業務を行なう統括者、本部要員
の不足

②人

この構想が正しいのかどうかも、これから検討していかなければ

④もの──の 4 点に尽きます。

かが問題になってきます。この運営を担う人間にもきわめて高い
スキルが求められます。DMAT でいう医師や看護師以外の人間、

この課題はすべて、基本的にはロジスティックスに関わることば

業務調整員がその役割を担うことになるのかもしれませんが、こ

かりで、医療に関わる部分はほとんどありません。これをどう解

れは我々業務調整員だけでなく、DMAT 全体の機能として考え

決していくかについては、いくつかの強化ポイントが考えられます。

る必要があります。

以下に示すことには個人的な考えも含まれております。
【1】物資・搬送手段等の拠点の構想
［ロジスティックス拠点構想］

【2】人材育成

こうした構想を考えた場合、自ずとそのための人材を育成してい

物資・搬送手段の拠点については、東日本大震災が発生する

く必要性が出てきます。さらに本震災の活動においても、本部業

前から、我々研究班でいろいろ構想しておりました。厚生労働省

務を担う要因が不足していたという報告が多く挙がりました。そ

• 燃 料確保（4 本部）：DMAT 車両、ドクターヘリの燃料確

• 情報管理（8 本部）：必要な情報の不足、過多、錯綜など

では DMAT が立ち上がった当初は、自己完結性を担保すること

の解決としても、
人材育成に尽きるのではないかと思います。現在、

保の困難さ

が求められ、自分たちですべてを運用し、医療行為をし、自力

DMAT の養成では、チームとしてのロジスティックスを担う業務

• 移動手段（4 本部）：空路投入された DMAT の被災地域内

で帰ってくることが基本とされました。しかし以前からわかってい

調整員を教育していますが、このもうひとつ上、本部で活動でき

での移動手段の不足など

たことですが、これは到底無理な話です。やはり我々 DMAT だ

る要員を育てる必要があります。

• 活 動環境（5 本部）：隊員の宿舎、傷病者受入にあたって

けではどうしようもできない部分がでてきます。今後は行政を含

実は我々近畿地方では、災害医療ロジスティックスに特化した

SCU テント内の寒さなど

めた関連機関や団体等との協力・サポートなくしては実現できま

DMAT 隊員の研 修を 2008 年から始めています。今回、花巻

• 資 機材（6 本部）：食料・飲料水、DMAT 車両のスタッド

せん。そこで必要なのは、関連機関と協定を結び、拠点をつくる

SCU で活動したチームのほとんどが近畿地方のメンバーでした

レスタイヤ、地図、SCU 資機材、酸素ボンベ、OA 機器、

ことなのではないかという構想に至っています。

が、私がイメージする DMAT 活動ができたと思える隊員は、や

放射能検知器などの不足

• 資機材管理（１件）：花巻空港 SCU での資機材管理の困難

018

は「ロジスティックス拠点」と呼んでいます。物資の拠点は、被

• 通 信が困難であったチームや、EMIS へ入力を行なうため

• 通信手段（13 本部）：通信手段の不足、脆弱な通信環境など

花巻空港 SCU

これからどういったところにポイントをおいて DMAT 活動のロ

ロジスティックス拠点構想のイメージは 21 ページ【図②】のよ

はりこの研修に参加していた隊員でした。地道な人材育成活動で

うになります。もともと DMAT の活動は、被災地病院を拠点とし

はあっても、今回少しは成果があったのではと捉えています。現

て展開され、その近隣の空港を使って患者を搬送しますが、人

在は 2012 年度より、全国で近畿地方のように地方単位で災害

だけではなく、物資の拠点も必要だと考え。それを我々研究班で

医療におけるロジスティックスに特化した研修を進めています。
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【3】本部の情報部門の強化

ここからはかなり私の個人的な見解になります。現在使われて

いる EMIS というシステムでは、

●

に関しては輻輳による遅延が生じています。3 月 11 日以降は、ど

③患者の管理 ── ができます。

用によるものが何よりも高かったという結果が出ています。

これをうまく運営するためには、情報をリアルタイムで正確に

ソーシャルメディア（インターネット・SNS・mixi・Twitter）の活

なってきます。現在、それをパーフェクトに実現することは難しい

メージはわかりません。Twitter による情報共有はできると思い

ですが、最低限、文字情報に関しては管理・情報共有できるよ

ますが、これは発信者を特定できません。Facebook であれば、

うになりました。大規模災害では、情報過多となり混乱を招くこ

情報ツールとして活用できるのではないかと思います。また、通

ともあるのですが、DMAT ではこの EMIS を軸に情報共有を実

信のアプリケーションの開発も期待できます。携帯電話やメール

施しています。

や固定電話に頼らずに、文字情報として効率的に活用できるツー

応じたのかも、現場は混乱して把握できていない。これはどこで
も起こることだと思いますが、ひとつの例をとれば、厚生労働省
や防衛省や各 DMAT 本部など、どの機関からの電話であっても

国立病院・日本赤十字社

空港：SCU

被災地

国立病院・日本赤十字社

民間企業等

物資

ルがあるのではないかと。ここもロジスティックス強化のポイント
として考えられるのではないかと考えております。

物資
被 災 地 外

電話で要請したのにそれに応えられていない。誰がどこで電話に

関係協力機関

ディアをうまく活用する必要があるのではと個人的には思います。
私は素人なので、どのように組み込んでいけばいいか具体的なイ

東日本大震災を経験して感じたのは、音声情報、すなわち電

災害拠点病院

【図②】ロジスティックス拠点構想

ソーシャルメディアも進んでいますし、医療分野でもこうしたメ

入力する必要があるのですが、そのためにもやはり教育が必要に

話ですが、これが現場でまったく調整できなかったということ。

  DMAT/ ロジスティックスチーム
  必要物資等搬送拠点

くといった状況でした。総務省の報告で興味深かったのは、安
否確認の通信手段として何がもっとも有効だったかという調査で、

③の患者の管理は、広域医療搬送する患者に限られます。

   ロジスティックス拠点

んどん遅延が起こるようになって、場合によっては 120 分後に届

①被災医療機関の被災状況の管理・情報発信
② DMAT 隊員の管理・把握

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

物資
患者

民間企業等
物資

「責任者にとりつげ」と言ってくる。その結果、責任者である本部
長はずっと電話に出ていることになります。
DMAT の本部長というのは、病院でいえば院長のようなもので、
院長がばたばたしていることは、トラブルが起こっていることと同

域外拠点空港

義です。即断や即決をしなければならないリーダーが、ずっと電
話で情報を収集しているような状況は避けなければなりません。

災害拠点病院

岩手県の災害対策本部でいえば、秋冨先生に電話が集中する

物資

のではなく、整理された情報が責任担当者に報告されるしくみに
しなければいけないのではないかと。プライオリティがきちんとで
きた情報をリーダーに上げるしくみがないと、
本部長の業務がオー
バーフローしてしまいます。
今後の打開案について模索していますが、情報対処の方策を
プロのマスコミ関係者にヒアリングしてみました。マスコミの場合

避難所

避難所

避難所

は、情報を分析する部門があって、そこである程度整理をつけた
段階でリーダーに判断や決断を求めるといった流れがあるようで

物資

す。そのためには人海戦術。情報が集まるところにはとにかく人
を集めるということになります。あるいはリーダーのサポート要員
として、右手左手になるような人をつけなければいけないとも思い
ます。これが正しいかどうかはわかりません。まだぼんやりしたイ

被 災地内

を集める。災害対策本部の組織図でいえば、情報収集の部に人

被災地

患者

メージで、具体的にどのような整理のしかたをすればいいのかま
では考えが至っておりません。このことについては今後皆さんの
意見や提案をうかがいながら、検討を続けていきます。
【4】情報ツールの展開

情報ツールの展開については、ぜひ皆さんから教えていただき

DMAT 活動拠点本部

域内拠点空港 :SCU

たいところですが、今回の震災では、固定電話の不通率がもっと
も高く、次いで携帯電話、その次にメールと続きました。メール
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大規模災害時の医薬品供給は
通常ルートの復旧を優先する。

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

本部におられた秋冨先生は、そのあたりを痛感されたと思うの

大震災では、情報はないけれど無事ではないというケースばか

現場はどのような状況になっているのかを想像する。その想像

ですが。
（神戸赤十字病院 放射線科部 放射線技師）

りでした。津波が襲来したら、おそらくあの地域はこんな状況

によって動かざるを得なかった。今回のことを具体的にいえば、

秋冨：
「情報を制するものは災害を制する」といわれているの

になっているだろうといったことを想定して、一刻も早く現場

津波によって道路は全部使えないだろう。被災者はほとんど孤

に入ることを第一義にしました。
（岩手県総務部総合防災室）

立しているだろう。病院は電気が止まって医療機能がストップ

は皆さんもご存じのとおりですが、これまでの災害でも発災当

初の情報の 8 割がウソだといわれています。今回の震災では 9
割が大袈裟だったり間違いだったりで、私たちはそのなかで戦
い続けなければなりませんでした。ここにいらっしゃるのは、

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

現場サイドから見えるロジスティックス

も必要だとなる。こうした状況を確認するためには、ヘリコプ

小山雄士：ロジスティックスの最初のステップは、情報を得る

ターを使うしかない。ではヘリをどう運用するかとなります。

ための通信機能が作動していることが前提となっていますが、

そしてどのような手段で、どのように救助するかというオペ

た方ばかりで、そんな方々の経験を私が代弁するのも恐縮です

今回はその機能がすべて途絶しましたので、何もないところか

レーションになってくる。情報が入らないからといって、何も

が、私たちが何をし続けてきたかというと、ベストを選ぶので

ら情報をどうイメージするかということが重要でした。そうし

手を打たないというのは間違いです。こうしたことは、普段か

はなくてベターを選び続ける──ということだったように思い

たイメージは訓練によって培うことができると思います。そう

ら訓練しておかないとなかなかできません。だから今回の医療

ます。

した前段があって、次に情報が入ってきたときにどう処理する

災害におけるロジスティックスにおいても、地震の場合はこう、

かとなります。

津波の場合はこう、噴火の場合はこうと、具体的にシミュレー

災害対策本部のなかで本当に大変な思いをして苦しんでこられ

討論［1］

しているだろう。だから透析患者の対応が急がれる。酸素供給

ベターで選び続けたとしても、ひとつ間違えば人の命に関
大規模災害時の医薬品ルートと必要なツール

わってきます。情報過多のなかで、どのようにそれを整理し活

災害対策本部には、ある時期からさまざまな情報が続々と

秋冨：渡邉暁洋先生、中田正明先生、ありがとうございます。

用していくかということで皆さん苦労されました。そのなかで

入ってきました。初日の段階では漠然とした情報だけで個別の

役に立たなかった医薬品がたくさん出たという話がありまし

おふたりの講演を受けて討論に入ります。講演の内容ついて、

まず重要なのはクライシス・マネジメント。これは木村玲欧

情報は少なかった。情報が莫大に集まってきたときの処理に関

たが、東日本大震災は、阪神・淡路大震災のときと状況がまっ

ご意見・ご質問のある方はいらっしゃいますか。

先生（兵庫県立大学 環境人間学部 大学院環境人間学研究科）

しては、我々は成功していないと思います。膨大な情報がかな

たく違います。普段からそうしたことをイメージできていない

関谷拓郎：自衛隊の関谷です。医薬品の物流について渡邉先生

のご専門になりますが、インシデント コマンド システムは、

り乱雑にペーパー化されていきました。本来であれば、それら

と、医薬品の備蓄や支援に向かう態勢や準備が的外れなものに

におたずねします。薬剤の発注から輸送において、通常時であ

ISO22320（社会セキュリティ—危機管理—危機対応に関する

の情報を一つひとつ精査し、どのような具体案で対処し、その

なりかねません。今回の教訓としてそうしたことを思っていま

れば薬剤関係の独自のルートで事足りるはずだったが、今回の

要求事項などの認証規格）として認証されることになりました。

結果がどうなったのかをマネジメントする必要がありますが、

す。
（岩手県総務部総合防災室）

ような大規模災害が発生するとニーズが膨大になり、ボトル

そのなかに情報処理という項目があります。

それが充分にできなかったというのが現実だろうと思います。

ションしていく必要があると思います。

ネックが生じるというお話だったと思いますが、医薬品に関し

クライシス・マネジメントにおける情報処理の仕方には手順

てはやはり専門知識が必要になりますし、流通も法的な制約や

があります。①まず情報を収集する。その次に必要なのは、②

際、災害規模によって考え方を分けたほうがいいのではないか。

資格がないと扱えないものもあると思います。場合によっては、

情報のないところのことを認識する。今回の震災でもそうでし

現場サイドの視点からロジスティックスを捉えていかないと、

クロネコヤマトのような専門の宅配業者にも搬送を委託してで

たが、気仙沼や石巻から連絡がないから大丈夫だという判断は

同じ轍を踏みかねない。しかし実際、我々の現場からすると、

DMAT を否定するわけではなく、中田正明先生のロジスティッ

きることもあると思いますが、そのあたりをもう少し詳しくお

中央の大きな誤算でした。連絡がないから対応しなくていいと

情報を一つひとつ確認している余裕はありませんでした。平時

クス拠点の話にも通じることになると思います。我々災害対策

聞かせください。
（陸上幕僚監部運用支援情報部 運用支援課）

いう考えは間違いです。このように情報収集の仕方を知ること

の考え方では対応できなかった。救急車の要請あったとき「そ

本部にしても DMAT にしても、
また警察・消防・自衛隊にしても、

渡邉暁洋：まずボトルネックのひとつは、情報発信の部分にあ

が大事。続いて大事なのが、③情報の集約化です。かぶってい

れは本当ですか」とは聞き返しません。まずその現場に行こう

最終目標は人命救助・救援なわけですから、もっと連携した活

ると思います。基幹病院であればそれなりの情報ツールをもっ

る情報を整理する。つまり分析です。分析で何をするかという

となるはずです。それが時としてからぶりになっても致し方な

動ができればいい。今回の震災対応でも、DMAT のなかには自

ていますが、一般病院になると発信能力のためのツールが充分

と、優先順位・プライオリティをつけること。私はこれを「情

いと思います。五里霧中のなかで入ってきた情報は、それが味

分たちだけで動きたがっているチームが見受けられたものです

ではありません。もうひとつのボトルネックが物資の搬送です。

報のトリアージ」と呼んでいますが、それらをどうオペレー

噌かクソかはわからないけれど、相手側の状況がわかってくる

から。

麻薬や放射性物質のようなものでしたら法律に絡む場合もあり

ションにつなげるかが重要になってきます。さらにそれをどう

と次第に見えてきて正しい判断もできるようになってきます。

ますが、一般的な医薬品であれば大きな制約はありません。医

フィードバックして、対策に活かすかということになります。

私個人の意見としては、当時情報を選んでいる余裕はなかった

まっています。そうした救援機関と連携して、連携することを

し、それをしてはいけなかったと考えております。
（岩手県総

前提として、DMAT の派遣隊数を調整するこことも必要なので

大規模災害時の情報の受け取り方

確かに大切ですが、その前段階「情報を受け入れる態勢づくり」

薬品を運んでいるというなんらかの証明があれば、流通におい
ては足かせにはならないと考えています。

ここで論議されているロジスティックスのあり方を考える

災害対応における DMAT 活動のあり方

小山：組織全体でのロジスティックスを考える場合、DMAT
の活動に関して検討すべきことが多いと感じました。これは

支援先には、警察・自衛隊・消防とさまざまな救援機関が集

務部総合防災室）

はないか。初動期には域内搬送もひんぱんに行なわれました。

小山雄士：岩手県総合防災室の小山です。情報のトリアージは

越野修三：岩手県総務部総合防災室の越野です。情報というの

そうした戦力をお互いの戦力としカバーしあえれば、さらに効

は大規模災害であればあるほど、
入らないものなんですね。入っ

率的な活動が展開できるはずです。今回の震災をふりかえって

先生からお話しがあった防災リテラシーハブのなかに医薬品の

も重要です。それを我々は
「通信を確保する」
と呼んでいました。

たとしても、秋冨先生がお話しになったように誤報がほとんど。

思うのは、組織間連携とは、すなわち「チーム岩手」なのだと

流通やニーズ情報を引き込んでいって、それをいろいろなとこ

災害対策本部の場合は、市町村との通信を確保しようとするわ

何が起こっているのかと想像できるというのが一番大切なこと

いう発想で動くことの重要性。そうした考えの基に、それぞれ

ろで共有できる形にしていけば、そのあたりは改善されていく

けですが、今回はその市町村自体が被災し、あるいは大きな被

で、それがイメージできないと対策はできません。今回の津波

の機関が補完しあえる、新たなシステムづくりが重要だと思い

のではないかと思います。
（日本医科大学千葉北総病院 薬剤部）

害を受けていない市町村であっても、地域の被災情報を得られ

被害のなかで、それがどれだけイメージできたかどうか。私は

ます。

中田正明：今回の震災では、情報が集まりすぎることの弊害を

ていませんでした。

自衛隊出身なものですからこうした表現になってしまいます

感じました。もしツールをつくったとしても、そこに情報が集

我々は被災者を助けたいと考える。その肝心な情報がないと

が、敵の状況がわからない場合、いわゆる情報が入ってこない

長谷川信之：日本赤十字の長谷川です。医薬品の保険診療に関

まるだけでは問題解決にはならない。そのなかで本当に優先す

きにどうするか。たとえば病院の場合でしたら、その専門分野

場合は、なぜ敵はこのような行動をとるのか。すなわち敵の可

たいのですが、被災地の避難所で診療を受ける人は、診療費が

べき情報をどのようにすくい上げ洗い出すか。そうしたシステ

実際に情報を発信するためのツール開発には、それなりの費
用がかかります。ソフト開発とまでいかなくとも、先ほど秋冨

しては、いまだにわからないところがあるので教えていただき

のなかである程度の実態を把握できます。専門機関から情報が

能行動を考えるということをします。敵の戦術的妥当性といっ

無料になりますが、被災地から域内搬送や広域医療搬送で別の

ムをつくることができたら一番ありがたい。それがキーワード

得られなければ、これは危険だと想像することもできる。危な

たらいいでしょうか。要するに、こうした状況だったら相手は

地域に連れてこられて診療を受け、再び被災地に戻って診療を

検索になってくるのか、あるいは別の方法があるのか。これは

いかどうか、住民がどんな状況にあるかということをイメージ

どう動くか。その戦法や戦術を想像するわけです。

受けた場合、どのような対応になるのでしょうか。
（日本赤十

私のほうから、むしろヒントがほしいと思っているくらいです。

できるか否かが最初の出発点になると考えております。東日本
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これは災害の場合でも同じで、こうした災害が起こったとき、

字社岩手県支部事業推進課）
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

渡邉：自分のわかる範囲でしかお答えできませんが、被災地で

問に思っていたことですが、聞く間もなく、終わってしまった

九州地方からも医薬品を運んでもらうことができますから。実

医療を提供した場合、その診療費は患者の負担にはなりません。

わけですが。

際、今回の震災では 2 日半くらいで薬を供給できています。

医療チームが地元に戻ってから被災地で使った医療資材費を地

渡邉：医薬品の流通は、他の一般物資とほぼ同じで、アップす

元の都道府県に請求します。その請求が岩手県宛に請求されま
すので、結果的には保険診療と同じ形になります。

るところが少し違うだけです。製造メーカーがあって、そこが
つくった薬を問屋が仕入れてストックし、通常は病院や薬局が
卸しを経由して、ストックから薬を配達してもらうという流れ

自治体におけるロジスティックスとは何か

です。

いて、ロジスティックスのスキルについて考えました。私は

自治体に必要な情報分析チームとトレーニング

秋冨：最後に、災害対策本部で情報班だった小原さんから、一
言いただければと思います。

小原：中田先生の講演のなかで、情報班のなかに情報分析する
部を設けたらいいのではという提案がありましたが、県の災害

木村幸地：岩手県総合防災室の木村です。おふたりの講演を聞

越野：たとえば今回の震災のようなことが起こって医薬品が足
りないとなったときに、行政サイドとして誰にその業務を任せ

対策本部では、情報班・対策班・総括班・通信班・総務班・広

東日本大震災当時、秋冨先生のサポートとして動いておりま

ればいいのか。保健福祉部なのか。県立病院の誰に状況をたず

報班が本部支援室におかれ、その情報班のなかには、情報集収

したが、それまで DMAT のトレーニングを積んだわけでもな

ねればいいのか。そのあたりの流れがよくわからない。

チームと情報分析チーム、情報発信チームの 3 つがあり、それ

く、まずはとにかく手足になれということで災害対策本部に入

渡邉：それはおそらく県によってしくみが異なると思います。

ぞれ訓練を積んできました。やはり一番難しいのが情報の分析。

医薬品の流通は、通常ルートの復旧が最善策

ではないかを判断することはとても難しい。そうした分析チー

り、電話番からメモ書きなど、あらゆることをやってきました。
今思えば、先ほどお話にも出たように、被災地の状況を想定で
きれば、それに応えられるような対応ができるのかなとふりか
えっています。

入ってくる情報の何が良くて何が悪いか。何が重要で何が重要

小原亜季子：岩手県保健福祉部医療推進課の小原です。東日本

ムが、本部だけではなくて DMAT や消防、物資担当など、そ

大震災時には災害対策本部におりました。現在、保健医療計画

れぞれの担当分野にあったらいいのになと思いながらお話を聞

具体的なトレーニングは確かに必要だと思いますが、実際私

をつくっているところで、県の薬務担当とも打ち合わせを重ね

いておりました。災害防災に携わる職員みんなが、そうした情

がやっていたことといえば、電話を取り次いで時系列の記録を

ています。医薬品は一般の食料品や生活必需品のルートとは異

報分析のトレーニングが積めるようなプログラムになればと思

残すことや、状況に応じて相談や判断を求められるようなこと

なり、集積拠点に一度集めてそこからトラックで運ぶという

います。

があれば、統括 DMAT の本部長につなぐといったことが大半

ルートは考えにくいので、医薬品のルートは別途もっていたほ

でした。情報の記録を正確にとるといった平常の実務がトレー

うがいい。災害緊急時に医薬品のルートを新たに構築するのは

高橋主夫：岩手県総合防災室の高橋です。東日本大震災では、

ニングできていれば、特殊なスキルをもっていない我々のよう

無駄が多いので、通常の卸しの流通ルートを早急に復旧するの

うのは本当の現場です。現場では、救急車はどこの指示を受け

な一般事務職員でも、災害対応の補助として機能することがで

がベストだろうということを踏まえて、保健医療計画を検討し

て動くべきか、その命令系統がはっきりしないケースが多々あ

きるのではないかと思います。その延長として、ロジスティッ

ているところです。
（岩手県保健福祉部医療推進課）

りました。情報を共有しながら指示がひとつであれば動きやす

クスを担うために的確に対応・連携するためにどのようなト

い。花巻 SCU にしても、どこからどのような指示がきたのか

レーニングプログラムをつくっていくかが、これからの課題で

渡邉：日本災害医療薬剤師学会の検討委員会には、医薬品の問

屋の方もいるのですが、聞くところによると、災害が発生して

が現場ではよく把握できませんでした。そのあたりも今後の課

はないかと思います。
（岩手県総務部総合防災室）

も医薬品の流通が復旧するには 3 日間もあればなんとかなる

題として検討してもらいたいと思います。消防サイドとすれば、

小山：医薬品の流通や製造過程、それらが普段どんなところに

と。医薬品の流通は、やはりそのルートに乗せておいたほうが

DMAT とも協力したいが、ただあそこに行きたいから乗せて

ストックされているかといった医療の専門的なことは、一般の

わかりやすいですし、管理もしやすい。通常から医薬品の流通

いってくださいと頼まれても困る。要は、県と違って市町村の

私たちには理解しづらいことです。そちら側のしくみが見えな

システムをいろいろなところと共有し、アピールしておくこと

消防であるということを改めて認識してもらって、いい方向で

いと適切な対応もできない。ロジスティックスのトレーニング

も必要でしょう。

調和をとっていければと考えています。
（岩手県総務部総合防

北上市の消防現場で指揮をとっておりました。消防の現場とい

においても、そうした専門的な内容を訓練のなかに取り込んで

しかし最近は、問屋でも在庫をしぼるところが増えていまし

ほしいですね。情報の整理の仕方などについては、かなりレベ

て、たとえ近くに病院があっても、3 日分程度の薬を発注する

ルアップしたと思いますが、業界にいなければわからないこと

と返品されることもあります。災害対策としては、地域の核と

も多数あります。医薬品の流通について理解できていれば、緊

なるような薬問屋にはできるだけ多めに薬をストックしてもら

品資材を携えて、自分で運転して移動して、その間連絡も取れ

急時にはこうしたことが起こりうることも想像できます。どう

うよう依頼しておいて、そこと連絡をとれば薬が集積しやすい

ません。今回、大津波警報が出たときに、警察・消防・自衛隊

いう状況になると、製造が滞り、物流の滞留が生じるかも理解

ルートを普段からつくっておく。そうすれば災害時でも比較的

はすぐに避難ししましたが、唯一避難警報を出せなかったのは

しやすくなります。

早く対応ができるのではないかと思います。

DMAT でした。ロジスティックスのもっともコアなところで活

越野：各機関を運用する立場となったとき、たとえば医薬品を

小山：たとえば食品を扱っている業者などはかなり大規模で、

動している DMAT がこのようでは、いつどのようなことが起

そういう意味では、災害対応能力があると思いますが、医薬品

こっても不思議ではありません。他機関と連携し共存しながら、

そのシステムがよくわかっていませんでした。一般の物資であ

の問屋の場合、パイプの太さとか強さといった視点からすると、

災害対応ができる環境をつくっていくほうが有効です。そのこ

れば、どこにいけば何が補給できるか、大方は把握できる。し

災害時の組織体としてどれくらいのパワーがあるものですか。

とによってロジスティックスの能力も高まっていきます。そう

かし医薬品については、補給系統が他の物資と違うという印象

渡邉：現在、
全国展開している薬問屋は 1 〜 2 社しかありません。

した政策に対して、国のほうでも予算をつけて進めていかない

それ以外は西日本だけで展開しているところが多いので、大手

と、近い将来、本当に何が起こるかわかりません。そのあたり

衛隊に依頼して被災地の病院に食料を届けましたが、栄養管理

でやっているところをうまく抱き込むことがいいのかなと。厚

についてもこれからの検討課題としていきたいと思います。

ができていないものは受け入れられないといって断られたこと

生労働省的には善しとしないところですが、災害時にはそんな

がありました。医薬品や病院関係の食料や飲料水については、

ことも言っておられませんので、通常から医薬品問屋とパイプ

実際どのようになっているのでしょうか。震災時からずっと疑

をもっておくのが有効だと思います。大手とつながっていれば、

補給するとき、どこにどのように要請すれば供給されるのか、

を受けました。もうひとつは、病院の入院患者の食料の件。自
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災室）
秋冨：私は自己完結型の DMAT はむしろ、なくしたほうがい

いと思っているくらいです。DMAT は自ら食料を担いで、医薬
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● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図②】発災直後の主要部隊の運用

巨大災害時にどのような
情報活動が必要なのか

【図③】主力展開以降の部隊運用

【図④】第 9 師団の態勢

講演［3］

陸上幕僚監部運用支援情報部 運用支援課

関谷 拓郎

秋冨：東日本大震災では、岩手県庁に入って災害対策本部の指
揮本部を立ち上げ、情報部長として県内の情報をまとめていた関

谷拓郎先生（陸上幕僚監部運用支援情報部）の講演に入ります。
地震が発災し津 波警 報が出るといったある条件に至った場

東日本大震災における自衛隊の活動

関谷拓郎：自衛隊の関谷です。本日は情報や通信に関することを

お話しいたします。私たち陸上自衛隊は、日本を 5 つの方面隊

合、計画が自動的に発令され、非常勤務態勢へと移行されます
（2011/3/11/14:46PM）
。続いて情報部隊や初動対処部隊が展

で担当しています。そのなかで第 9 師団は北東北 3 県を担当し、

開され、岩手県に駐在する主力部隊が県内全域に展開されて、

東日本大震災では、東北方面隊の指揮下に陸海空の部隊が入っ

その間に他県に駐在している部隊も岩手県に向かって投入される

て岩手県全域で活動しました。

ことになります。

師団は【図①】の左側の縦のラインで約 1,000 人ほどの 5 部

上の【図②】は発災直後の主要部隊の運用を示したものです。

①情報支援活動

を集めるようにします。情報を集めるうえで、薬剤師にとっては医

③端末物流・在庫管理──といったことです。

使いようがありません。医薬品に関する情報は、薬剤師のグルー

今回の震災の特色として、第一に情報の途絶が挙げられます。

場合は、その情報を自衛隊や自治体と共有して解決策を編み出し

②情報共有

本来、現地で情報を収集すべき市町村が崩壊して、情報収集が

薬品に関する情報が必要なわけで、警察が薬の情報を集めても
プで状況を把握する。しかし医薬品の流通に困っているとなった
ていくことになります。

できませんでした。県につきましても情報源が被災し通信インフ

隊を主力として編成されています。師団司令部の下に、人事・情報・

次ページ【図③】は発災から 3 日目以降、被災地で活動する主

ラが崩壊したため、被災地の状況掌握ができず、通常の意思決

訓練と運用・後方支援などの各部があり、このなかで私は情報

力部隊の配置を示したものです。陸前高田市・大船渡市・釜石市・

定が不全となりました。意思決定メカニズムが崩壊した場合、そ

を担当する第 2 部に所属しておりました。この司令部は、通常で

大槌町・山田町の各被災市町村に師団下の各連隊が、宮古市以

れを維持するためには状況掌握能力（通信・情報収集能力）の

ますから、そこに共有すべき情報だけを集めます。逆に共有する

したら駐屯地で勤務するのですが、作戦の際には要員を抽出し、

北には北海道の師団が担当として配置されました。岩手県庁には

強化が鍵となります。

必要のないものは各組織ごとに処理して対処します。個々の組織

コンパクトな指揮所を編成して作戦を実施することになります。

第 9 師団指揮所、また遠野市には後方支援拠点が置かれました。

師団長
副師団長

師団司令部

（作戦時は指揮所を運営）

幕僚長
第 1 部（人事）
第 2 部（情報）
第 3 部（訓練・運用）
第 4 部（後方支援）
総務課
会計課
通信課
施設課
監察官
法務官
医務官
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第 5 普通科連隊
第 21 普通科連隊
第 39 部普通科連隊
特科連隊
後方支援連隊
災派時のみ指揮下

第 4 対艦ミサイル連隊

戦車大隊
高射特科大隊
施設大隊
通信大隊

災派時のみ指揮下

飛行隊
化学防護隊
音楽隊
司令部付隊

第 5 高射特科群
1000 名規模

探偵隊

200 〜 400 名規模

100 〜 200 名規模

【図①】第 9 師団の編成（概要）

自衛隊は自隊の通信確保で精一杯

緊急対象となる情報を判断するのは、県の災害対策本部になり

適切な判断をするためには質の高い情報が必要ですが、質の

だけで対処できないところは、対策本部にそれを上げて対処法を

【図④】は第 9 師団の通常の基礎配置です。それぞれの部隊が

高い情報というのは、こちらから取りに向かわないと得られませ

考え、指示して実行し対処する──といった流れになります。こう

青森県・秋田県・岩手県に点在しています。通常から即応態勢を

ん。逆にいえば、向こうから勝手に上がってくる情報は信頼度が

したことからも、通信の基盤ということではとても大事です。

維持し、それぞれの部隊から即応部隊として、ヘリコプターでし

きわめて低い。ある作戦を考え、こういう対処をしたいとなったら、

たら 30 分、偵察要員であればだいたい 1 時間以内に出動できる

そのために必要な情報を各担当機関が集めてくる。その集めてき

月かかったとしてもなんとか対応できる。しかしライフラインのな

ように態勢を整えてあります。その他の主力部隊は、発災後、出

た情報を対処する人、意思決定する人のところに一極に集める必

かでも、もっとも重要で緊急を要するのが通信基盤です。通信基

動準備のためある程度の時間を要します。通常自衛隊としては、

要があります。その集めるときの基盤が「情報伝達基盤 = 通信」

盤が 1 〜 3 日途絶したら、立ちゆかない問題が多数出てきます。

戦闘訓練と並行して防災関連の訓練を行ないます。

ということになります。

それほど通信基盤の途絶は、危機感があおられる問題です。

陸上自衛隊隊員の活動基盤は基本的に野外で展開しますので、

当時はさまざまな状況が不明でした。状況不明だからこそなん

ライフラインのなかでも水道・ガス・電気は、復旧に 2 〜 3 カ

東日本大震災でも、自衛隊・警察・消防、それぞれの組織が

そのための装備・自活の設備は通常から備えております。東日本

とかしないといけない。発災当初の情報がないところ、あるいは

必要な通信系統をもって情報を収集していました。しかし今回は、

大震災では、岩手県庁内で既存の施設を借りることができました

勝手に集まってくる信頼度の低い情報しかないなかで対処を考え

通信能力が貧弱で通信機能が途絶した組織がいくつかあり、自

ので、負担が大変軽くなりました。

る場合、先ほど越野さんもお話しになったように、状況はこの幅

衛隊の通信機器を貸してもらえないかという声もちらほら聞かれ

で推移しているだろうということを予想して行動していくことになり

ました。これは基本的な考え方が違うように思います。自衛隊の

岩手県における自衛隊の情報活動

ます。しかしながら、それは初動期の段階のことであって、次に

通信機能は、自衛隊の部隊を運用する力しかありません。特に発

私たちが何をしなければならないかといえば、それぞれの機関が

災当初の 4 日間（3/11 〜 3/15）は、情報を集めて指揮するとい

医療支援・瓦礫除去といった活動を主に行ないました。実質期

情報を集めに行くことです。

う段階ではありませんでした。お恥ずかしい話ですが、発災当初

東日本大震災で私たちは、人命救助・情報支援・生活支援・

間はそれぞれの仕事によって長短がありまして、6 月中旬以降は、

このとき、たとえば治安に関する情報はこの地域を警察が担当

使われていた無線は一方向の通話機能しかなく、電話のように双

民間団体や行政などへ活動を移管して、いずれの部隊も撤退。

する。避難所に関する情報はこの地域をこの行政が担当し、こ

方向で通話できるものではありません。しかも地形の影響を大き

他機関へ機能代替を行なっています。

の地域は薬剤師、この地域は保健師と全体をデザインして、個々

く受けるので、中継を 2 カ所くらい経由しないと使えません。伝

の機関がもっている能力に応じて、能力を最大限に活用して情報

言ゲームのようなものです。とてもではないが、効率的に情報を

岩手県での自衛隊活動をとおして教訓として挙げられるのは、
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集められるレベルではありません。
3 月 16 日からは、電話回線を構成して、双方向の音声通話が

●

自衛隊による情報支援活動

【図⑤】指揮系統の確立（一案）

自衛隊は発災から 72 時間の間は、行方不明者の捜索・人命

可能になりました。ファクシミリも使えるようになり、紙コピーに

救助を最優先しました。3 月 12 日夜の段階では、避難者の実態

よる送受信も可能になりました。4 月 5 日以降は、民間回線のイ

が不明で、県もどのような支援をすればいいか、内容の具体化が

ンターネットを使用し、陸上自衛隊の指揮システムも一部使えるよ

困難でした。発災 72 時間以降は、避難者支援に軸足を移行す

うになり、データ通信が可能となりましたが、民間回線使用時に

る必要があるため、それ以前から避難者情報の収集を開始しま

は規則上の制約を受けました。

した。避難者状況の把握には救助人員を割いて運用する必要が

結果、発災から 1 カ月の間は、隊員が避難所を回って集めて

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

［対策本部内に方針決定機関設置］
◇対策本部内に調整班を開設
◇班内に統括責任者を配置
◇各機関調整者により対処方針を決定

［通信組織構成］
◇調 整者～本部～対処チーム間の通信
を確保

あり、隊力に余裕はまったくありませんでした。

きた情報を 10 枚程度の用紙にまとめ、本部に戻ってからそれら

通常でしたら、行政の支援ニーズに基づき、自隊の活動に必

の情報を打ち直して、真夜中の 2 時 3 時にようやく集計が終わり、

要な情報を収集しますが、本震災での情報収集活動の特色は、

提出できるレベルのデータにして報告するという状況が続きまし

行政が適切な判断をするために必要な情報を収集して提供すると

た。データ収集に約半日要しています。1 カ月以降、ようやくイン

いうことでした。岩手県庁に席を置くことができましたので、県対

ターネット回線を使って、集めた情報を同じフォーマットに入れて

策本部の苦しみや悩み、何がうまくいっていないかといったことを

チェックできるようになりました。このように自衛隊は、自隊の通

同じ場で同じ空気を吸って感じることができ、県の意思決定を支

信確保で精一杯だったというのが現状だったのです。

援するための情報収集を行なうことができたと思います。

［状況掌握・実行監督］
◇対処チームの状況を掌握
◇現地の状況を掌握
◇対処チームの実行を監督

現地の活動部隊が避難所を回って必要物資、洗濯や入浴の希
情報基盤の確保

今回の震災で私が驚いたのは、沿岸部の通信インフラと固定

望など、避難所ごとのニーズを収集し市町村および県対策本部へ
伝達しました。ある程度落ち着きを取り戻してきた頃から、各避

［実行］
◇状況報告
◇命ぜられた事項を実施

電話回線・携帯電話回線の基地局が崩壊し、電話（固定・携帯）
・

難所に対して、最低限の健康がキープできているか。避難者弱者

データ通信・インターネット接続が不通になりましたが、その復

（乳児・妊婦・高齢者・慢性疾患など）の状況など、避難所での

旧のために NTT の移動無線基地局車が展開され、数日で主要

生活レベルを調査しました。調査の結果、不充分なところは県に

地域の携帯電話の通話・Wi-Fi 接続が復旧したことです。被災

報告・協議して、しらみつぶしに対策を講じてもらいました。県

地の市役所周辺では、発災から数日後に音声通話やデータ通信、

が管理する病院情報からもれていた市町村が管理する病院の情

モバイル通信ができるようになりました。しかしながら全域の通

報等にも目を配りながら、支援の薄いところがないか調査を重ね

点ではない。必要とする者に情報が届かず、情報を活用できない

信復旧には約 1.5 カ月かかっています。

ました。

組織が多数ありました。

クラウドシステムによる情報活動

あります。システム化によって役割分担し、責任と権限を明確化

東日本大震災では、各避難所にギャラクシーというクラウド端

すること。そして IT でできることは IT に任せる。このことによっ

展開するしくみをつくっておく必要があります。また、各組織ごと

末を配置し、避難所の代表が入力できるシステムを取り入れてい

て指揮官は状況判断に専念することができます。誰が何をやる

に本部と実行部隊をつなぐ通信の確保も必要でしょう。それも一

ます。入力されたデータは、ホストサーバーで管理され、県や市

かを明確にすれば、ミスやもれを防止することにもつながります。

改善できる余地があると思われます。指揮系統を確立するため医

般的な通信器材ではなくて、現地施設に依存しない、あるいは

町村の対策本部が活用できます。このシステムは、大槌町や陸前

実際自衛隊でも、熟練の下士官が一般の若手隊員でもできる業

療機関を一案として示します【図⑤】。対策本部内には医療関連

崩壊しない通信器材を保有する必要があります。できればワンセ

高田市など、被害の大きなところで 5 月から導入されました。

務に忙殺され、識能、経験を生かして本来やるべき業務ができ

の方針決定機関として保健医療班を開設します。また班内に統括

ていないことがよくありますが、システム化・IT 化によりこれを避

責任者を配置。事案の対処方法は、各機関調整者が決定します。

けることができるようになると思います。

ここでの調整者には、各機関の本部長と同じ能力と権限をもった

被災地の通信確保といっても、一事業者だけが移動無線基地
局車を確保して全域をカバーするのは無理ですので、有事の際に
は、移動通信車等のモバイル通信基盤を国が整備し、被災県へ

組織全体の協同作戦を成功させる鍵は、指揮系統の組織化に

グ通信のように、音声通信だけでなくデータも映像も通信できる

このシステムの優れているところは、人海戦術が不要であるこ

衛星通信のようなものが望ましい。ただここで注意したいことが

と。それまでは自衛隊が全部避難所を一つひとつ回って情報を

あります。データ通信は、垂れ流しの状態になることが多く、そ

把握していましたが、このシステムがあれば、避難者自らが入力

れが実際に処理されているかまではわかりません。一方、音声通

して情報を発信できます。そのことによって被災自治体が情報収

信であれば直接確認することができます。このようにそれぞれの

集できるようになり、本来のイニシアチブを握ることも可能になり

メリットがありますので、両方を取り入れる必要があります。
通信基盤のところで、勝手に集まってくる情報は信頼度がきわ

こうしたシステムの構築は、ハードの有無を問わず、今すぐに

整者を通じて保健医療班内で協議し、そこですべてが解決できる

ます。
短期間で改良ができることもクラウドシステムの大きなメリッ

確立された組織は、適切に情報収集・状況判断・対処ができま

運用できるもっとも適切な手段で対処します。

本震災においては DMAT や日本赤十字社などの指揮系統が

したが、指揮系統が確立できていない組織は、県・組・個人ご

自衛隊が赴かなくても市町村がイニシアチブをとりながら、ある

とに各個ばらばらに行動していました。

フを現地へ派遣して直接見てきた情報と、Twitter で大量に発

程度の状況把握が可能だったのではないかと思います。震災にお

信されている情報とを比べてみると、おそらく100 倍くらい現地

ける情報収集のノウハウを今後に活かすこともでき、これは優れ

で見てきた情報のほうが有用性があり、役に立ちます。専門家が

たしくみだなと思いました。

現地を訪ねれば、何が不足し何か必要かということが理解できる
関連組織による大協同作戦と情報共有

県災害対策本部が立ち上がることにより、平時の縦の組織に

めの、組織の通信確保を充実させるためにお金をかけるべきでは

横断的（プロジェクト的）な危機管理態勢ができあがりました。

ないかと思います。

しかしながら、見かけ上の組織ができても全体的に見れば 100

028

─といった流れが必要になります。

人を配置する必要があります。対処が必要な事案は各機関の調

トのひとつです。発災当初からこうしたしくみが導入されていれば、

るべきではなくて、自分の部下を運用して情報を集め、伝えるた

⑥各機関は隷下対処チームに対処を命じ、実行を監督する─

指揮系統の確立

めて低いというお話をしましたが、たとえば日本赤十字社のスタッ

からです。つまり通信基盤は、一般の SNS の整備に予算をかけ

を掌握し、機関内および県対策本部内で情報を共有する

⑤県は対処方針、対処要領、各機関の任務を決定する

異なる能力、機能をもった組織が共通の目的、目標のためにもっ
とも効果的・効率的に活動するには

ようにする。班内で解決できないことは対策本部に相談し、県が
県対策本部の調整者と本部、その対処チームは、各組織ごと
通信を確保しておきます。各本部は対処チームの状況を把握し、
現地の状況を把 握し、実行を監督します。対処チーム内でも、
逐一状況報告を行ない、命ぜられた事項を実施し、その結果を
報告します。

①県は指揮系統系列を確立する（各機関の権限・役割を明確
化する）

今回、県対策本部で充分にできなかったと思うことは、対処が
必要な情報に接した際、実際着手されたか。またどのように実施

②各機関は県対策本部に要員を配置し、構想決定に参画する

されたか。無事完了したか。完了できなかった場合はなぜできな

④各機関は支援対象および隷下対処チームの状況・活動環境

は簡単なことのようで難しい。命令された事案、必ずやるべきこ

③各機関は県対策本部、指揮下組織との通信を確保する

かったか。といったことを充分に監督できなかったことです。これ
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【図⑥】情報入手から対処までの流れ

［4］状況判断・方針決定
（例）日赤で対処、消防は車両
輸送・自衛隊はヘリ輸送支援、
他の避難所で同様の事態がない
か確認

［5］情報収集
各本部は、対処チームを通じ、避難所情
報を収集

［5］実行を命令

●

［5］実行を指示

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図⑦】対策本部での情報共有と実態

・各国家機関は担当業務のみに専念
・対策本部は入手情報の処置の監督不十分
・通信・情報共有インフラ不備
・指揮系統が確立できていない組織は情報共有の効果なし

［3］情報提供・調整
班、対策本部に情報提供・調整

・対策本部内に連絡員を配置していない組織には情報提供困難 し

［2］通報

［5］情報共有
班 ､ 対策本部 ､ 各機関で情報共有

［2］報告

［1］状況把握

対処が必要な
［6］対処
事態発生

［6］対処支援

量物流システムをむりやり構築した結果、途中からプロの知見を
導入して改善していこうにも、不足事態による物流の途絶を怖れ、

のバランスもとれるようになります。
自衛隊の活動は、被災地の全避難所を回って避難者のニーズ

それが困難な状況にもなりました。避難所のニーズは日々変化し

を情報収集し、市の物資拠点にあるものは配り、ないものは県対

ていき、当初は生存のためだったものが健康・快適性へと変化し

策本部に依頼するという状況でした。途中から富士通のシステム

ていくのに応じて、交付する支援物資も多様化・細分化していき、

の導入が試みられました。これは、入庫・出庫をバーコードで管

在庫管理ができず、
需給統制ができませんでした。需給を統制し、

理する在庫管理システムです。端末に入力された現地のニーズに

在庫管理を効率的に実施するためには、やはり有事に導入すべき

応じて物資を調達し、入荷・出荷をバーコードで入力しこれらの

端末物流システムを予め準備しておく必要があると思います。

データは、ホストサーバーで管理され、調達担当者や倉庫管理
者がデータを使用・調整し、管理することができます。

とが実行されたかどうかを報告し、それを監督することは、指揮

発災当初、避難所に搬送される支援物資は、県拠点から市町

これらの経験を踏まえて、必ずくる次の震災に備えたシステムを

対策本部内での情報共有

村の拠点に運ばれましたが、その時点では必要と考えられる物資

事前に整えておく必要があります。これまでの話の繰り返しにな

本震災で岩手県が展開した災害対策本部の組織図は、先ほど

や食料を人頭割して前送されています。このことにより、需給不

りますが、震災対処準備として必要なのは ①指揮系統の組織化
（システム化・IT 活用）②通信の確保（モバイル基盤の活用）③

系統の実効性を確立するうえでもきわめて重要です。
情報入手から対処までの流れ

このように東日本大震災ではさまざまな問題がありましたが、

決しつつ、こうした情報の流れをつくる必要があると思います。

本震災における端末物流システムの実態

効果的な指揮系統を実現するための情報収集から対処までの

お話しした横断的な組織図になっており、正しい器になっている

一致による過不足が増大し、在庫管理が困難となりました。発災

流れについてお話しいたします。図式すると【図⑥】のような流れ

のですが、実際現場で起こったことをふりかえると、さまざまな問

から 3 カ月すると、被災地の状況も落ち着いてきて、5 月中旬以

が考えられます。

題が発生しました。たとえば、国の機関は自分たちの担当業務に

降は市町村から調達要求書が提出されるようになり、需要と供給

強くて簡単な物流システム だと思います。

のみ専念して、横の連携がまったくありませんでした。県対策本
① 対処が必要な事態が発生した場合、

部は情報に接して対処が正しく実行されたかどうか充分に把握・

② 当該対処チームはその状況を掌握して各機関本部へ調整者

監督できませんでした。各機関を結ぶ通信・情報共有のインフラ

を通じて保健医療班に通報します。
③ それを受けて保健医療班は対策本部に情報を提供するとと
もに、調整を行ないます。
④ 対策本部は、状況を判断し、方針を決定します。

に不備がありました。また、対策本部内に連絡員を配置していな

【図⑧】情報共有インフラのあり方

い組織には一切情報を提供することができませんでした【図⑦】。
指揮系統の実効性が確保できていないと、いくらを整えても、
情報共有の効果は上がらないということです。

⑤ 県対策本部から実行の指示が出された情報は、班・対策本
部・各機関で共有します。同時に、各機関本部は対処チー
ムを通じて、同様の事態が発生していないか避難所の情報

情報共有インフラのあり方

これからのインフラのあり方として、それぞれの専門知識をもっ

を収集していきます。対処を命ぜられた対処チームが対処し、

た人が情報を提供・共有し、それらを引き出せるしくみをつくるこ

支援を命ぜられた機関がこれを支援します。

とが大切です。そのための情報共有プラットホームをつくるため
に有効なのは、警察・消防・DMAT 等の各専門機関が収集した

このように図で示すと簡単なように見えますが、実際にはそうう

情報を、地図上にレイヤーとして重ね合わせていくことです。そこ

まくいきません。自衛隊もこうしたしくみで動いておりますが、ど

から必要な情報や優先順位も浮き彫りにされていきます【図⑧】。

こかで情報が断絶したり判断を誤ったりする。一年中訓練を重ね

東日本大震災では、大量の物流が発生し、5 万人の被災者が

ていても 100％正しい行動をとることはとてもできません。そこに

明日食べるための食料を準備しなくてはならないという逼迫した

はハード面・ソフト面の問題がありますから、そうした問題を解

非常事態となりました。物流のプロではない担当者がそうした大
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● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

大規模災害における
ロジスティックスを
どう強化していくか

討論［2］

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

公職者がもつべき精神ととるべき行動

ります白岩です。今の関谷さんのお話をうかがって、やはりい

が避難所まで御用聞きに赴かなくても、その端末からの情報で

二弾、第三弾という形で発展させていく必要があると考えてい

秋冨：討論に入ります。東日本大震災では災害対策本部の組織

ろいろ思い返されることがありました。今回の震災では、市町

もってさまざまな支援ができたと思います。

ます。

化で尽力された、岩手県政策地域部の紺野由夫さんから、ぜひ

村が被災してもうあっぷあっぷの状態で、被災情報の把握が困

一言お願いします。

難でした。そうしたなか、自衛隊が避難所を毎日回ってくれて、

災市町村あるいは県が、どういった形で避難所を支援していっ

うお話がありましたが、まさしくそのとおりだろうと思います。

紺野由夫：岩手県政策地域部市町村課の紺野です。実は私、災

たとえば「下着の 4L サイズがほしい」
「思春期の子がいるので

たらいいのか。自衛隊が支援してきたことをしっかりと引き継

ただし、使うのは人間です。そのスキルをもった人でないと使

害対策本部の本部員ではなくて、途中から県庁内での意思統一

ブラジャーがほしい」といった細かい情報をとってきてくれた

ぐことができるのだろうか。そのために必要なこととは何かと

えないというものをつくっても、実際に災害が起こったときに、

という役割で参画しました。東日本大震災発災時は、本部から

ことで、被災地のニーズに適った対応ができたとふり返ってお

いうことを考えたとき、やはりギャラクシータブレットのよう

その担当者がいるかどうかわかりません。やはり誰でもが使え

命令を出してもなかなか動かない部や職員がおりました。これ

ります。

な端末は有効だと思われます。

るようなシステムに仕上げていかないと、いざ災害時には無用

だけのことが起きたにも拘わらず、上部から下部まで、特に年

発災直後、国から「これが 5 万人の被災者の 1 週間分の食料」

時期がくれば自衛隊も撤収していく。そうなったときに、被

関谷先生から、情報システムや通信基盤の確保が必要だとい

このシステムは、秋冨先生や関谷先生と共に IBM の協力を

の長物になってしまいます。研究や技術開発は進めていく必要

輩になればなるほど動かない。それでは組織だった活動ができ

といって、岩手県の物資拠点施設である岩手県産業文化セン

得ながら、避難所のなかから避難者自らが情報を発信するよう

がありますが、ある一定のスキルをもった人間だけが使えるも

ないということで、そのあたりの気合い掛け要員として業務に

ター（アピオ）に支援物資が送られてきました。こうした支援

な何かをつくりあげなければならないという考えから生まれ

のにしてしまってはいけない。一般の素人でも使えるものに仕

あたっておりました。そのとき感じたのは、意思統一の重要性

物資は、日本のみならず世界各国からも届けられました。市町

たものでした。そうした考えに立つと難しいシステムは使え

上げいくことこそが、重要なのではないかと思います。
（岩手

です。意思統一は有事以外でももちろん大事ですが、人は何の

村とのニーズ調査のやりとりができるようになって以降は、災

ません。高齢者でも子どもでも、コンピュータに触ったこと

県総務部総合防災室）

ために動かなければいけないのかということを常日頃から意識

害救助法で購入したものはうまく相殺されたのですが、やはり

のないような人でも簡単に使えるもの。いわゆる銀行のキャッ

し訓練しておかないと、実際に動けないのではないかと。精神

初動期に届けられたものがあふれかえってしまい、その対処に

シュディスペンサーだとか、あるいは居酒屋やレストランのメ

面から教育・訓練しておくことが重要だと思います。

苦労しました。

ニューをタッチパネルで注文するときのように、簡単に操作で

2012 年 4 月から市町村課に配属され、現在は市町村課で市

私とすれば、関谷さんが話された物流システムや組織構造、

きるシステムと端末に仕上げる必要があると思いました。

町村行政に携わっておりますが、今震災のように市町村が壊滅

それから国家としての通信の確保など、大変に期待するところ

した場合、県はどういった情報収集を行ない行政機能の回復に

です。阪神・淡路大震災は、行方不明者が 3 人という直下型の

病気を発症していないか。感染症は出ていないかなどの他、避

あたらなければいけないのか。市町村に成り代わってどこまで

地震でしたが、本震災では津波で多くの人の命が失われ、もの

難所のさまざまなニーズも入力できるようにしてあります。開

やれるのかということを調査・調整・見直しをかけています。

がなくなりと、阪神・淡路大震災とはまったく状況が異なりま

発した時点では、自衛隊から市町村に業務を引き継ぐことが大

そのマニュアルを年度内に完成できるよう現在、取り組んでお

した。それぞれの災害に応じた基盤の整備というのが求められ

きな目的でしたが、実はその裏には、これから次の災害が起こっ

ります。
（岩手県政策地域部市町村課）

ると思いますので、ここで洗い出された課題や提案は、ぜひ国

た際に、これをすぐさま市町村や避難所に配ってできるように

などに対しても示していただきたいと思います。
（岩手県食肉

していきたいという思いもありました。

このギャラクシー端末には、避難所の人数や要介護者の数。

5 万人の支援物資をどのようにして調達するか

衛生検査所）

でした。1 日 5 万人の食事を供給するというのは、1 日 15 万

ギャラクシー端末で被災者のニーズを把握する

なくなり、仮設住宅に移っていた頃で、市町村の側からすれば、

秋冨：関谷先生のお話にも出てきたように、物流は大きな問題
食を用意するということです。
「1 日 1 食しか食べていない」

導入した先は、陸前高田市・大船渡市・大槌町・山田町など
の避難所でした。導入時期が、避難所の終期の段階で人数も少

秋冨：本震災では、通信の確保ということで、モバイル基盤の

まもなく避難所生活も終わる時期なのに、なぜまた新たな試み

活用をはじめさまざまな業務にあたった高松秀一課長（岩手県

をしなくてはいけないのかという抵抗感もあったようです。し

と、それに対するバッシングも大きかった。そうした現場で、

総務部総合防災室）からも一言お願いします。

かしながら、これからの災害に備えるためのものとして、使い

いちばん辛く大変な思いをして対処していた白岩利恵子さん

高松秀一：岩手県総務部総合防災室の高松と申します。先ほど

勝手はどうなのか、本当にこれが有効なものなのかどうかを検

関谷先生の講演のなかで、ギャラクシータブレットの話題が出

証したいと考え、利用してもらいました。実際、使ってみてさ

てきましたが、この端末がうまく運用できれば、まさに自衛隊

まざまな課題も浮き彫りになってきていますので、これから第

といった被災者の個人的な意見がちょっとでも新聞報道される

（岩手県食肉衛生検査所）からも一言お願いします。
白岩利恵子：現在は食肉衛生検査所で食肉の検査にあたってお
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● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

す べ て の 人 び と が、
安全かつ平等に十分
な量の水を利用する
ことができる…

生命を保証し、尊厳
を高め、回復力を構
築する人道的食糧援
助…

水と衛生

食糧

基準
②

シェルター

保健

プライバシー、安全と
健康を確保し…、家族
ごとに仕切りのある生
活空間を有している

既存の保健システム
と医療従事者をサ
ポートする…

【図①】スフィアスタンダードのポイント

①

③

【写真①】2010 Earthquake Port-au-Prince, Haiti【写真②】福島県いわき市の被災地（2011 年 3 月 12 日）
【写真③】スクリーニング検査のために並ぶ被災者（いわき市 2011 年 3 月 14 日）

スフィア基準に基づく
国際人道援助活動の
あり方について
九州大学大学院医学研究院 災害・救助医学

永田 高志

秋冨：最後の講演として、東日本大震災で福島県の被災地に入り、
情報収集や医療活動を展開された永田高志先生にお話をうかが
います。

科学会専門医師会災害医療支援ワーキンググループが、アスピリ

飲料水だけでしたら 2ℓくらい。先進国では、トイレの水などを

ン・経口ステロイドなどの必須医薬品をリストアップしていますが、

含めて一日 300ℓくらい使っているといわれています。食糧につい

これでは充分とはいえません。

ては、
1 日一人あたり 2,100 キロカロリー。カロリーも大事ですが、

スフィアスタンダードに基づいた避難所や被災者に関する初期

多数傷病者が発生した際の対応が考えられることが多いのです

一定の人間らしい暮らしを確保しようとすれば、それなりの質が

迅速調査というのは、ある種の偵察行動に相当すると思います。

が、今回東日本大震災で問題となったのは、避難所での対応で

高い食糧が求められます。エネルギーの 10％は良質のタンパク

正直なところ、こうした状況下でいちいち調査していていいのかと

した。避難者たちをどう支援するか。これが突きつけられた大き

質が必要です。避難所に関しても、一人あたりの住居スペースと

いう思いもありますし、実際そうした非難もしばしば受けるのです

な問題で、この支援には、いわゆる負傷者を診るときのアプロー

して 3.5㎡。トイレは 20 人あたりにつきひとつは必要で、住居か

が、やはり適切な調査を行なわなければ、その後の適切な支援

チとは別のアプローチが求められます。ヒューマニタリアン・レス

らトイレまでの距離は 50㍍以下で設置するとされています。

も提供できません。ユニセフでも【図②】のように、事件が発生

ポンス、いわゆる人道支援という形のアプローチが必要でした。
先進国でこれだけ大量の被災者が出た事案は、これまでの災

講演［4］

水のことをいえば、一人あたり1 日 15ℓの水は最低限必要です。

【図②】ユニセフが提唱する支援の時系列

して約 1 週間、6-8 週間、3-4 カ月、1 年と時系列に分けて、最
災害における初期迅速調査

初にすべきは初期調査であると明確に定義しています。

のぞけば、2005 年にアメリカで発生したハリケーン・カトリーナ

なったときの様子ですが、要は支援物資を放り投げて終わり。被

くらいですし、最近でいえば 2010 年に発生したハイチ地震も同

災者支援がこれでいいはずはありません。スフィアスタンダードに

初期調査によってどのような情報を集めるのか

じような状況だったかと思います【写真①】。多くの被災者が発生

則ったアプローチで、被災者が一定の人間らしい暮らしを確保で

た写真です。ガソリンを求めて行列をつくっていますが、こうした

し、一定期間の健康支援が必要だったことは、それですでにひ

きる支援がなさなければなりません。

様子を見て、食べものは水は暖房は……といったことを考えなが

害でそう多くありません。日本の中越地震、阪神・淡路大震災を

【写真④】は 2005 年のパキスタン地震の際に、軍が支援を行
次ページ上【写真⑥】は気仙沼に医療支援に向かうときに撮っ

とつの災害で、テロ・噴火・地割れ・地震・吹雪・津波といった

私たちが福島県で活動したときも、スフィアスタンダードを念頭

ら状況調査をしていきます。初期迅速調査は、このように車で現

形態を問わず、同じような被災者支援のアプローチが必要です。

におきながら情報収集を行ないました。薬剤については、日本内

地を移動しながら行なうこともありますし、避難所など地上の目

スフィアスタンダードとは何か

そうした支援の形は国際的に標準化されておりまして、それが

【写真④】2005 年パキスタン地震での支援の様子

【写真⑤】ハリケーン・カトリーナ 空撮による被災状況

「スフィアスタンダード」と呼ばれるものです。1990 年代、アフリ
カでいろいろな団体が人道支援を行ないました。その当時は共に

災害対策におけるアプローチの方法

やろうという考えが希薄で、各団体が好き放題にやっていたこと

永田高志：九州大学医学研究院先端医療医学部門で災害・救助

からかなり悲惨な結果となり、その反省を踏まえて人道支援の質

医学を専門としております永田と申します。今回のサブプロジェク

を高めるためにスフィアスタンダードという国際基準がつくられま

トでは、情報に関する話題が中心となっていますので、最初にス

した。現在は日本語でも閲覧できるようになっています。

フィア基準に基づく国際人道援助活動のあり方について。続い

人道支援を行なう際にはスキルがいくつかあるのですが、それ

て東日本大震災で福島県に入って医療活動した最初の 10 日間に

は ①水と衛生 ②避難所（シェルター）③食糧 ④保健医療 です。

ついて、私の目から見た状況についてお話しさせていただきます。

それぞれ人間として最低限のところを確保しようということでこの

最後に情報収集に関することをお話しいたします。

項目が挙げられました。スフィアスタンダードのポイントは、次ペー

災害対応というと、通常は交通事故や電車事故、飛行事故など、
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●

御棒が入り 1・2・3 号機の原子炉は停止しました。制御棒が入っ

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

の時点で 150 カ所の避難所に 2 万人が避難していました。

らを集約しました。ただ彼らからすれば「医師が来たらちょっとく

ても中心温度は 2,800 度くらいありますから、4 日間程度はクー

派遣のための救急車を用意していただき、首都高で福島県に

らい診療してくださってもいいのに」となる。当然です。診療した

ラーを全開にしないと冷却されません。しかし当時は、電源が壊

向かいました。
【写真⑨】は当日の首都高の様子です。道路はご

いのはやまやまなんですが、診療するとここだけで 1 時間かかっ

れて空焚き状態になってしまい、加えて津波が到来して能動的冷

覧のように無傷でしたが、理由はわかりませんが閉鎖されたまま

てしまい、他の避難所を見て回ることができません。
「医療ニーズ

却装置が水没し、バックアップの電源も損壊したため、初日でメ

でした。2 時間ほどで福島県に到着し、福島県の医師会を訪ね

を知るために来ましたので」と伝えてお断りし、次の避難所に向

ルトダウンしてしまったわけです。

ますと、いわき市の医療従事者は不眠不休で被災者のために活

かいました。とても辛いことでした。

翌日の 12 日には 1 号機で水素爆発が起こり、14 日には 3 号

動されていて、かなりお疲れのようでした。

次に 1,000 人の避難者がいると聞いていた避難所を訪ねたの
ですが、
【写真⑪】のようにもぬけの空でした。いったいどうした

機が爆発。15 日には 4 号機が爆発と、日々悪いことが重なって
いかにして被災地の情報を集めるか

のだろう。横を見ると新聞には「原子力建屋で爆発」とあるし、

そのひとつは 3 月 15 日です。東電の担当者は、この日の時点で

JMAT の統括責任者でしたので、彼がここにいる限り全国に号令

くらい離れた住民が前日まで一時避難をしていたところでした。

完全に制御不能になってしまったと語っています。その次のター

をかけることができません。石井先生を東京に戻して、私が代わ

事前の協定に従って、いわき市から会津市に再度避難されたこと

ニングポイントは 3 月 18 日です。3 月 18 日から少しずつ事態が

りに現場でお手伝いするというミッションを受けました。

がわかりました。それは後で知った話で、同日はそんなことも知ら

いきました。いま思い出しても辛い出来事です。これは東電の関
係者も語っていることですが、ターニングポイントがあるとすれば、

【写真⑥】東日本大震災発災時の気仙沼地域

日本医師会幹部の石井正美先生は、日本医師会の災害医療班

いわき市は第 2 原発が 10㎞のところにありまして、そのもう少

改善してきました。

だんだん恐くなってきました。ここは広野町という原発から 20㎞

ず、なぜ 1,000 人もの人がいっぺんにいなくなるのかと思いなが

線でなければ理解できないこともあります。ヘリコプターを使って

【写 真 ⑦】が 福島第 1 原発の震 災前の状況。
【写 真 ⑧】が

し先で交通が遮断されていました。津波の被害を受けた普段見

上空調査することもあります。上空から見ると、地上では見えな

震災後の写真です。3 月 11 日の 14:46PM に地震が発生して、

ることのない風景が目に入ってきました。コンビニエンスストアに

かった状況も全体的に把握できます。
【写真⑤】はアメリカのハ

19:03PM に原子力非常事態宣言が出され、避難地域が半径 3

在庫は何もありませんでした。

リケーン・カトリーナの被災状況を上空調査したときの様子です。

㎞から 10㎞と拡大していきました。この日、私は福岡におりまし

この日の私のミッションは、スフィアスタンダードに基づいて情

100 人の避難者に対してトイレが 2 つしかありません。スフィアス

水没した地域の様子が映し出されています。こうした情報を総合

た。翌日の 3 月 12 日に日本医師会からの依頼で東京入りました

報収集することです。いわき市の薬剤師会会長とふたりで、いろ

タンダードの基準では、最低でも 20 人に 1 つは必要とされてい

的に組み合わせていきます。情報収集はできるだけ早期に行なわ

が、この日はさらに避難区域が半径 20㎞と拡大され、菅直人前

いろなところを回りながら調査をしていきました。実は 3 月 13 日

ます。これでは充分ではない。
【写真⑫】のブルーシートで覆った

なければなりませんが、どうしても正確性に欠けバイヤスがかか

首相がヘリコプターで現場を視察し、ベントが遅れて 15:36PM

の時点で、福島県のいわき市でどういうニーズがあるのかを把握

テントはトイレ代用で、地べたに穴を掘って代用していました。こ

りやすいですし、集めた情報をどう解釈すればいいかも難しい問

に第 1 号機が水素爆発しました。

している人は誰一人いませんでした。避難所のこともよくわかって

れもなぁと思いながら記録をつけておりました。この時点でガソ

いませんでした。

リンはすべて売り切れでした。

3 月 12 日の福岡空港の光景をよく覚えていますが、東から西

題です。

ら、どきどきする胸を押さえて次の避難所を回っていました。
次に訪ねたのは 100 人ほどが避 難している小さな小学 校の
避難所でした。市議会議員がよくまとめていた避難所でしたが、

災害弱者でもある子どもについても調査しました。ゲームをして

初期迅速調査を具体的かつ客観的に行なうため、添付資料の

に逃げて来る人でごった返していました。私のように西から東に向

ような調査フォームをつくりました【資料①（42 ページ）
】
。国際

かう人はほとんどいません。全日空の東京行きの最終便はがらが

人命救助団体でも、こうしたフォームを使って避難所や被災した

発災後の福島県避難所

遊んでいたり本を読んでいたりと、子どもは子どもたちでけなげに

らでした。乗っている人はいるのですが、皆さん悲壮感が漂って

【写真⑩】は避難所になった四倉高校で、給水のために避難者

がんばっている【写真⑬】
。ここは草野小学校の避難所で、双葉

病院に赴いて調査しています。むろんすべては調査しきれないの

いました。日本医師会に着くやいなや、明日福島県に向かってく

が並んでいます。津波で自宅を失った方もいらっしゃった。急性

郡の広野町・楢葉町の住民 2,700 人が役場の職員と一緒に避難

ですが、現地で得た情報を他機関の情報と共有しながら人道支

れと要請されました。
「この状況を水戸市以北に留めておかないと、

期の避難先となったところで、高齢者も多く、密集してよそよそし

したところでした。ちょうど私が訪ねたときは、地元の消防団と

援を行ないます。いまシリアが問題になっていますが、もう少し

一気に東京まで総崩れになる恐れがある。何がなんでもいわき市

い感じの避難所でした。ただいわき市の場合は、町全体としては

楢葉町役場との間で、
主導権争いをしている最中でした。まあまぁ

落ち着けば、NGO などが調査用フォーマットを活用して初期調

内で死守しろ」と。そんなこと言われてもと思いながら福島県に

地震の被害が少なかったので、役場の職員もすぐに各避難所に

といいながらお話をうかがいました。

査し、総合的な支援が行なわれることになると思います。

向かいました。

入って、ある程度は把握できていたようです。初期迅速調査で、

3 月 11 日からの福島県での 10 日間

が浜通りにありまして、そこから南 40㎞くらいのところにある市で

ここからは、私の福島での最初の 10 日間についてお話しいた

す。人口は 34 万人。市としては日本で 2 番目に大きく香川県と

自分の名を名乗り、ここに避難している人たちの人数・年齢構

します。3 月 11 日 14:46PM に地震が発生し、その 40 分後に

同じくらいの広さがあります。津波の被害もありましたが、問題は

成やどういう問題があるのかをヒアリングしました。避難所に入っ

屋外に遊び回っていましたので、室内で遊ぶようにと伝えました。

津波が到達しています。私の理解では、地震が起きてすぐに制

近隣からいわき市に流れ込んだ大量の被災者でした。3 月 12 日

た医師や保健師たちが、比較的情報をもっていましたので、それ

湯本にある中学校では、同県施設のスタッフがそのまま校舎の中

私が向かったのは福島県のいわき市です。第 1 原発第 2 原発

【写真⑦】福島第 1 原発 震災前
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【写真⑧】福島第 1 原発 震災後

【写真⑨】2011 年 3 月 13 日 福島県首都高

仮設の診療所では地元の医師が一所懸命診察しているんです

私がもっとも頼りにしていたのはこうした現場で活動していた役場

が、薬剤はほとんど切れかかっていました。こういうところにも役

職員でした。

場の職員が入って、一つずつニーズを確認していました。前日に

【写真⑩】福島県いわき市四倉高校の避難所

1 号機に爆発しているのですが、子どもたちはそのことを知らずに

【写真⑪】福島県広野町の避難所

【写真⑫】いわき市の避難所のトイレ
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で暖を取り、若い人たちは体育館で寝泊まりしていました。
この日は、合計 10 カ所避難所を回り、日本医師会幹部に報告

●

被災地はまさにパニック状況でした。
「永田先生逃げてくださ
い」と言う方もいましたが、私は 2 週間は滞在するつもりだと伝

書を上げました。私が 3 月 13 日に行なった調査に記した内容は

えました。一方、逃げたくてもガソリンがなくて逃げられなかった。

以下のとおりです。

それでも現地の方々が最後のガソリンを私のために用意してくれま

①いわき市避難所では当初 DMAT は想定していたような地震・
津波による重症外傷はいない模様

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

した。
「東京に戻って、今のいわき市や沿岸部の状況を国に伝え
てくれ」と言われました。多くの住民が福島から逃げずに自宅で

②急性被ばく症候群の患者もいない模様

じっと息をひそめているなか、申し訳ないと思いつつ 3 月 15 日に

③避難所は充分に整備されておらず、数千人が避難している

東京に戻りました。

④福島第 1 原発発電事故の状況が不安定で予測困難である

そして 3 月 16 日。日本医師会で行なわれた記者会見で、私は

⑤避 難所の支援（食料・水・衛生）に加えて、役場と情報共

いわき市の現状を訴えました。この時点でのメディアの報道は第

有しながら、巡回診療と薬剤処方が必要である。加えて原

1 原発一色。それも大事なんですが、ちょっと目を向ければ被災

子力災害に対する医療支援が必要である。

地には山のように避難者がいて助けが必要なのに、自分たちから

【図③】放射線汚染マップ

助けてくれと訴えられない。それに対して目を向けてくれないだろ
いわき市の避難所で展開した巡回診療

3 月 14 日も朝から活動を始めましたが、この日はご存じのとお

うかとメディアに向かって強調しました。幸い好意的に受け取って

高い値ではなかった。なぜこうなるのかと地元の人に聞くと、こ

もらうことができたようです。

こは阿武隈山系があるので、おそらく 3 月 13 日の爆発で風に流

り 3 号機が水素爆発し、主だった活動はできませんでした。この

3 月 17 日。私は再び福島県に戻りました。自衛隊がヘリコプ

れてこちら側に飛んでいったのではないかという解釈でした。後

日からいわき市は、練馬区から派遣された陸上自衛隊特殊武器

ターで放水活動した日です。この日も日本医師会としては、いわ

に文部科学省が発表したこの情報は、いまでこそ誰もがご存じだ

防護隊の協力を得てポイントを設定し、スクリーニングを実施し

き市の災害医療を展開しようを考えていたのですが、アメリカが

と思いますが、これと同じようなイメージを私たちももちながら医

ています。もし除染が必要な人が出れば、除染を確保しようとい

80㎞圏内は退避命令を出して、これでまた身動きがとれなくなっ

療活動を行なっておりました。

うことになりました。10 日間の間に 9,000 人のスクリーニングを

てしまったんですね。これはあくまでも日本に在駐しているアメリ

医療活動をするなかでもうひとつの情報が入りました。会津大

行ないましたが、この数は被災者の心理的恐怖感を示していると

カ人に対しての命令だったのですが、アメリカが 80㎞圏内に入る

学学長の角山茂章先生は、第 1 原発の開発に関わった技師で、

思います。実際、このスクリーニングの証明書がなければどこに

なといったら、やめておこうかなとなる。結果、この日も災害医療

発災直後から第 1 原発がどのような状況になっているかを把握さ

も行けなかったのですね。避難所にも入れないし、東京のホテル

活動はできませんでした。

れていました。その先生が言われたことは「現時点では電源がな
くて空炊き状態だが、送電線をつなげて冷却装置が動けば、制

にも泊めてもらえない。今考えれば本当におろかな話ですが、こ
放射線マップをつくる

御装置は再稼働できる。48 時間に電源が再開すれば、冷却装

緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム「SPEEDI（ス

置も再稼働して温度が下がり、放出される放線線量も大分少なく

います。そこから南に 40㎞離れたところで、私たちは大量の薬剤

医師は私しかいませんでした。地元の医師と協力して、避難所の

ピーディ）
」の情報公開については問題になりましたが、私たちは

なるだろう」と。放射線マップと亀山先生の情報をもとに、私た

を受け取り 150 カ所の避難所を、医療活動・役場の職員と情報

巡回診療を行ないました。この日の夜には薬も尽き、食料もなく

国の情報に頼らず、自分たちで情報を集めて医療を進めていこう

ちは 3 月 18 日からいわき市での災害医療活動を再開しました。

共有・役割分担しながら受診活動を展開していました。現場では

なりかけていていました【写真⑭】。

ということにしました。その頃から、各自治体がそれぞれ放射線

の証明書ほしさのために、皆さん並んで検査を受けていました。
知る限り、この時点でいわき市に来援して医療にあたっている

3 月 15 日になると、さらに 2 号機が爆発して避難区域は 30㎞

役場の若い福祉職員が一所懸命活動していました。そうしたとこ
いわき市で安定ヨウ素剤を配布

ろに応援に入ると、山のように食事をふるまわれました。

愛知県からも支援の医師が入ってくれました。愛知県は 9,000

福島県ではヨウ素剤配布の問題もありました。当時は国・県・

したら誰でもやっていることだと思いますが、本震災でこのマップ

万円の薬剤を自力で用意して持参してくれましたが、これは日本

市の順番ですべての健診要請が決まっていて、国がやらないと決

を最初につくったのは、おそらく私たちではないかと思います。

医師会長が自分を担保に借りたもので、最初は三菱のプライベー

めたことは実施しないことになっていましたが、医薬関係者はこ

データをスクリーニングして公開するようになっていましたので、

に拡大しました。いわき市の一部が 30㎞圏にかかったわけです

それらの情報を貼りつけて放射線マップをつくりました。いまで

が、行政的には一部でもかかったら全域が対象となるという考え
方でしたので、再び身動きがとれなくなりました。結果、3 月 15
日の段階で、日本医師会が組織的に行なう避難所の巡回診療は

マップをつくってみると、放射線の飛ぶ区域は同心円状にはな

トジェット機で、後に自衛隊によって福島空港まで運ばれました。

の時点で、ヨウ素剤を配布することを決めていました。
【写真⑰】

中止となりました。それを関係者にお伝えすると、医師会の会員

らないことがわかります。
【図③】をご覧のとおり、原発を中心と

3 月 19 日には第 1 原発のなかでも大きな動きがありました。東

はヨウ素剤を配布している様子です。おとなはヨウ素剤を 2 つ。

はその場で泣き崩れてしまいました。

した同心円ではなくて、いわき市の場合は 1 μ Sv/h とそれほど

京のハイパーレスキュー隊が放水活動のために現場に派遣されて

小さな子どもには水薬が配られました。これは「現時点で飲む必

【写真⑬】福島県いわき市草野小学校の避難所
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【写真⑭】避難所の巡回診療の様子

【写真⑮】いわき市での日本医師会打ち合わせ

【写真⑯】福島県視察時の永田高志氏（2011年3月15日）

【写真⑰】地域の医薬関係者によるヨウ素配布

【写真⑱】いわき市避難所での説明会
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●

合わないものです。この頃はだいぶ現場も落ち着きを取り戻して
いましたが、それでも日々数体の遺体があがっていました。
原発から北に 50㎞のところにある相馬市新地町にも行きまし
た。ここは津波の被害が甚大で、約 100 名が亡くなっています。
津波が新地町役場のぎりぎりのところまで押し寄せました。5 カ
所の避難所に 1,000 人ほどの避難者が入っていました。ここは
医療班が少なく、東京の医療班が対応していたのですが、それ
だけでは対応しきれないということで、福岡の医療班も応援に入
りました。
医療班が送られる場合、通常は地元のカウンターパートナー、
それは地元の行政であったり医師会や病院だったりするのです
が、新地町の場合は、そうしたカウンターパートナーがおらず、
福岡から状況を把握してコントロールしなければなりませんでし
【図④】被災地で活用したオープンカルテ

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

ものです。小さな民間病院ですが、このシステムは間違いなくク

永田高志氏の提言

ラウド上で動く電子カルテです。技術面については、アメリカの専

［1］東 日本大震災の避難所への対応は、多数傷病者対応と異
なる

門医療機関にも確認してもらいましたが、アメリカの医療機関が
使う電子カルテと同じ水準。セキュリティに関しても、データのス

人道援助災害としての認識が必要

ピードに関しても、充分同じレベルだろうとお墨付きをいただきま

国 際基準としてのスフィア基準、そして被災者のニーズ

いるわけではなくて、自宅から患者のカルテにアプローチできる

［2］人道援助災害を行なうために必要な知識

した。ご存じのように、アメリカの医師というのは、常時病院に

調査をお行なうための初期迅速評価

ようになっていますし、そのスピードもかなり速い。アメリカの電

クラウド型災害医療情報システムの導入

ステムに入るしくみです。これが私の認識ですが、これを公に語

教育訓練の実施

かお話ししないようにしています。

［3］避難所の情報共有を行なうためのツールとして
［4］緊急被ばく医療への理解不足

子カルテも基本的には、各個人の端末から ID とパスワードでシ
るとまた叩かれてしまいますので、こうしたクローズドなところでし
木村：電子カルテに関しては、医師によっては「処理が遅い」
「画

面がフリーズする」という声も耳にしたことがあり、しくみづくり

た。そこで私たちが普段使っているクラウド型の電子カルテを導
入しました。新地町は 4 月の段階でインターネット環境が回復し

の難しさ、情報共有の難しさがあると思うのですが、医療の電子

要はないけれど、もしまた爆発があったときには服用しましょう。

ていましたので、紙カルテをすべてスキャンして、電子カルテに落

カルテの問題は、ある程度システムが整いさえすれば被災地に

それまで各自もっていてください」ということで配布されています。

とし込んで利用しました【図④】
。

おいても現実的な運用が可能なのでしょうか。そもそもシステム

日本医師会には、被災各地で薬剤が不足しているという情報が

約 1 カ月半、この電子カルテを使って 15 チームに引き継ぎな

入っていましたので、日本製薬工業協会に医薬品の提供を要請し

がら、どうにか医療活動を運用することができました。クラウド

て大量の医薬品を届けてもらいました。これをどうやって運ぶか。

型の電子カルテはまだ実験段階といわれていますが、このシステ

最初は自衛隊にお願いしたのですが難しいといわれ、米国大使

ムを開発し提供した姫野病院はすでに 7 年前からこうしたシステ

館を経由してアメリカ軍がやってくれることになり、橫田基地に運

ムを取り入れて遠隔操作で使えるようにしていました。今回は、

と思います。銀行でも証券にしても可能。病院の電子カルテの場

んで花巻 SCU にも届けられました。

それを被災地でもつかえるように軽いデータにつくり直していま

合は、どうしてもレセプト処理の問題がありますが、その基本設

す。これらのデータはすべて新地町役場に提供しています。

計を崩さない限りは、クラウド型の運用は可能だと思います。海

いわき市の避難所で展開した巡回診療

3 月 20 日になると外部電源が復旧し、送電線がつながりシス

テムや冷却装置も再稼働しはじめ現在に至ります。その間、被災

災害時における
オープン電子カルテの可能性

別の問題があるのでしょうか。
永田：電子カルテに限らず、クラウドで展開するシステムに関して
はおそらく、どんな分野についても技術的にはたいして難しくない

外の IT の専門家で日本の状況に詳しい方でも、その点は大きな
被災地で有効だったクラウド型の電子カルテ

今回の経験で、インターネットさえつながれば、クラウドは比

地の避難者たちは、被ばくに対する恐怖におびえていました。長

較的使えるということがわかりました。先ほど関谷先生の話にも

崎大学の山下俊一先生はさまざまな批判を受けましたが、私は

ありましたが、被災地での情報共有は私たちも福島で大変苦労し

非常に立派な先生だと思っております。この時点で福島に入られ

たことです。今はまだ開発段階ですが、
地図情報上にクラウドデー

て、被ばくとはどういうものか。どういうことを気をつけたらいい

タを乗せられないかと考えています。グーグルマップ上に API を

のかを住民に伝えた。そのことによって避難所の空気が変わるの

上乗せし、たとえば現場に入っている間に火災が発生したら、地

がわかりました。それまでは放射線を浴びたらすぐに死んでしまう

図情報を載せてクリックすると位置情報が確認できるといったも

ような錯覚をもっている人もいましたから。

の。ここにはもちろん患者情報も載せられます。ID パスワードが

心配はないといっています。問題は利権問題で、なかなか大きな

［質疑］

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

を失う可能性は確かにあります。でも本気でやれば可能だと思い

クラウド型電子カルテの可能性

設計書に基づいてカルテをつくっているというのが現状だと思い

秋冨：永田先生ありがとうございました。永田先生の講演につい

ます。これはあくまでも私の見解ですので、そのあたりよろしくご

て、ご意見やご提案ありましたらどうぞ。

了承ください。

木村玲欧：兵庫県立大学の木村です。電子カルテをクラウドで共

木村：ありがとうございます。永田先生が現地でスフィアスタンダー
りました。

有しようという試みは、いまいろいろなところで検討しているとこ

あってログインできれば、どこにいても確認できる。地理情報に

ろだと思いますが、現実問題、いまどれくらいのレベルまで進ん

出身の私としては、福岡県からの救 援物資の中に博多ラーメン

は緯度経度の情報もありますし、制作者の責任所在も示されて

でいるものか。代案があるのか。あるいは地域的に使われている

が届いたのを見てほっとしたことを覚えています。3 月 13 日の晩

います。
支援者リストやどの避難所で何がほしいとか、
そうしたニー

に、放射線量は一度上がりますが、それは一過性でそれ以降は

ズも反映できます。こうした情報もインターネット上で共有するこ

低いままです。しかしこれはあくまでも風向きが幸いしていたから。

とができると思います。
現在、九州大学の病院でも似たようなシステムを使っています。

市場だと思いますし、クラウドに切り替えることで従来のメリット
ます。ただそれを現実のものとすると、お客さんを逃すので古い

3 月 20 日くらいから徐々に物資も届くようになりました。福岡

実際、現在でも福島市・飯舘などは、現在も線量に高い値が出

の問題なのでしょうか、それともシステムがいくらうまくいっても、

のか。あるいは医師会レベルなのか。どんな具合なんでしょうか。
（兵庫県立大学 環境人間学部／大学院 環境人間学研究科）
永田高志：現在、大手の開発企業が、こうしたクラウド型の電子

ドを用いて活動を展開されていたことは、大変興味深く勉強にな

受援力を高めるために必要なこと

秋冨：ありがとうございます。最後のまとめとして、このプロジェク
トの主旨について、もう少し追加させてください。

カルテを試作しているようですが、そのレベルは非常に低いと思

今回このプロジェクトを始めようと考えたとき、何が重要だった

ています。もし風向きがいわき市にかかっていれば、こうした活

それを外部支援に対応するようにつくったのが今回利用したオー

います。アメリカがいうところの本当の意味でのクラウドにはまだ

のかをふりかえりました。いろいろな関係者がいて、いろいろな

動もできませんでした。いまだに帰れない住民と同じような状況

プンカルテでした。
私たちの理解としては、
今の日本のインターネッ

至っていないのではないかと。クラウドに関していえば、アメリカ

事案があり、県も市町村もやることが膨大にありました。皆さん

になっていたと思います。

トのインフラ状況、そして技術水準を考えれば、こうした災害医

は大変進んでおりまして、たとえば連邦政府のさまざまな行政文

からのコメントにも、被災地のことを想像して対策を講ずるという

いわき市の回復は比較的早く、避難所も順調に減っていき、地

療情報を共有することは充分可能だと思います。後はどのように

書などもすべてアマゾンのクラウドに載せるような方向で動いてい

ことが上げられています。日本医師会からも被災地がこうなって

元の医療機関もひと月くらいでほぼ 7 割くらい回復もしてきまし

インフラに載せるかということ。このシステム自体は無料で提供し

ると聞いております。国防総省からの情報でも、業務を軽減化す

いるだろうという想像のうえに、大量の医薬品が米軍の飛行機で

た。このあたりで私たちもそろそろ撤収しようかとなりました。3

ていて、いつでも使えるようになっています。各団体にも宣伝して

るために、自宅でも安全なセキュリティのかかったコンピュータで

花巻 SCU に届けられました。しかし数㌧の薬が空港に着いたは

月 20 日、私は気仙沼に検視の手伝いに向かいました。医療班と

いるんですが、宣伝力が及ばずあまり関心をもってもらえていま

クラウドのコントロールができるしくみができています。

いいけれど、これをどこに置けばいいのか。私たちは支援を受け

いうのは避難所には入るのですが、検視の場にはなかなか立ち

せん。私たちは現在、災害時に派遣する医療支援チーム JMAT

040

私がいま使っているのは、福岡県の姫野病院で自主開発した

取るための準備が充分でありませんでした。
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●

支援を授けるほうも、支援を受けるほうも、その支援が現地で

はどんどん変わっていきます。最初の DMAT から JMAT、そし

どのように運用されるかを考えなければなりません。コンテナで

て開業医へと医療のフェーズも変化しますし、物資もニーズに応

どんと届けられても、被災地にコンテナのまま届けるわけにはいき

じた配給システムに構築し直していかなければなりません。本震

ません。一度リパックし直して細分化し、名目をつけて送らなくて

災ではこのつなぎがとても難しかった。受援力のそれぞれの力が

はなりません。そのあたりを事前に対応しておいてくれたらよかっ

ばらばらでバランスが悪かったからです。ここにつながりをつくら

たなと思いました。大規模災害時には、こういう形で被災地に届

なければなりません。

けたら使いやすだろうと想像して授ける能力と、それを受け取る

支援したいが何をしていいかわからない。被災した人も何をし

側の受援力が重要になってきます。支援してもらっても、その物

てもらいたいかわからない。このとき下図のグラフのように 10 の

資が充分にマネジメントできずに置きっぱなしになっていたという

N 乗を考えるとよいといわれています。時間軸にした場合、1 時

ケースは実はたくさんありまして、あまり表にはでていないのです

間以内には組 織の安全。10 時間以内には救 援・救 助の準備。

が、大きな課題として残りました。

同時に受け入れる側の準備も考え、受援力のバランスをここでと

これは情報のマジックだと思ったのは、妊婦や孤児・遺児の数
を自衛隊に調べてもらった結果と、保健福祉部の担当者が調べ

情報網を確立し情報収集しながら、次の移動手段を考えてい
く。100 時間は人命救助。救援・搬送・後方支援について検討

婦や孤児・遺児の数を伝えなければならないのかわからなかった」

します。そして 1000 時間、1 カ月以内には、復旧につなげる避

という答えが返ってきました。個人情報を自衛隊に与えても心配

難所の支援。復旧活動をメインに防災を考えていく。このような

ないという事前の情報と心構えがないと、やはり正しい情報は得

時間軸の思考が重要だと思われます。見えなくても見えることを

られません。内陸から片道 3 時間の避難所をこれだけていねい

想定しながら防災していくこと。
「災害の視覚化」の構築が必要

に見て回ることはとても大変な仕事で、自衛隊の活動はすばらし

だと思います。

また、私は避難所での性犯罪を防ぐためにいろいろな試みをし
ましたが、それでも犯罪は起こってしまいました。女性や子どもた
ちのような災害弱者を守らなくてはいけません。被災地のニーズ

【資料①】初期迅速調査フォーマット

日本医師会
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Resilience
Project

ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

2

開催日：2013 年 1 月 29 日 13:00-17:00
会場：メトロポリタン盛岡（岩手県盛岡市）

すので、時間軸で必要なことを考えて対応していくわけです。

隊に伝えていないから。後でヒアリングすると「なぜ自衛隊に妊

への情報提供も段階を踏まないといけないと思いました。

Urban

る。最初から復興のことを考えて支援すると膨大な仕事になりま

た数が倍違ったことです。それは避難所の人が正しい情報を自衛

いものでした。アセスメントは支援のために必要ですが、避難者

都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト

今日はさまざまなご意見をうかがうことができました。内容をま
とめて皆さんにご報告しながら、次のステージに進んでいきたい
と思います。長時間にわたるご協力に感謝します。今後もよろしく
お願いいたします。

【研究説明】

「ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム」の目的と概要
岩手医科大学医学部救急医学講座

秋冨 慎司
【講演 1】

日本における災害対応システムに求められる改善とは
Improvements Needed to Japan's Disaster Response System
元アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁（FEMA）危機管理室

リオ ボズナー（Leo Bosner）
【講演 2】

米国 ICS（インシデントコマンドシステム）を参考としたリソース管理
スペシャルレスキューサービスジャパン株式会社

佐藤 孝洋
【討論 1】
【講演 3】

東日本大震災・大津波における日本赤十字社岩手県支部の活動
日本赤十字社岩手県支部事業推進課

長谷川 信之
【講演 4】

岩手県立大槌病院仮設診療所建設の課題とロジスティックスのあり方について
東亜大学医療学部

中田 敬司
【討論 2】
＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの
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●

開催日：2013 年 1 月 29 日 13:00-17:00
会

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

日本における
災害対応システムに求められる
改善とは

場：メトロポリタン盛岡（岩手県盛岡市）

「ロジスティックス能力の育成の
ためのトレーニングプログラム」の
目的と概要

元アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁（FEMA）危機管理室

リオ ボズナー（Leo Bosner）

の先生に講演をお願いしました。
講演 1 では、アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁（FEMA）

［9］他府県や他市による援助

［10］非営利団体 NPO やボランティア
［11］国内外からの寄付

日本には政府には包括的な災害対応の計画がない。

しかし私は、今回のリサーチをとおして、ある重大な問題を

発見しました。そのひとつは、日本政府には包括的で現実的な
に対するある程度のひな型はあるのですが、この計画はいずれ

秋冨 慎司

災害における災害対応能力の向上方策を考えるにあたり、4 人

［8］医療チームの展開

災害対応の計画がないということです。もちろん政府には災害

岩手医科大学救急医学講座

のトレーニングプログラム提案・開発検討委員会」では、都市

［7］日本の消防の対応

講演［1］

［研究説明］

秋冨：第 2 回目となる「ロジスティックス能力の育成のため

［6］国際的な組織と協力

制づくりが最重要課題とされています。医療従事者の視点から

秋冨：はじめにボズナー先生についてご紹介いたします。ボズ

も現実的とはいえません。災害の本当の問題を正しく捉え扱っ

ナー先生は、アメリカ合衆国連邦緊急事態危機管理庁（FEMA：

ていないのです。そのことによって、大勢の犠牲者がよけいに

Federal Emergency Management Agency）で、ハリケーン・

苦しむ結果となりました。

カトリーナなどの危機管理に対応されてきました。今回は日本

もうひとつは、これと同じ問題が県や市町村などの自治体に

の災害対応システムにおいて求められる改善策というテーマ

もあるということです。大きな災害が起これば、その時々に応

でお話しいただきます。

じてさまざまな問題が発生し、市町村をはじめとする自治体は、

みた受援力の在り方を提案いただきます。

自分たちだけで災害に対処することはできません。もし市町村

講演 4 は、東亜大学医療学部の中田敬司先生による「岩手
県立大槌病院仮設診療所建設の課題とロジスティックスの在り
方」について。中田先生には日本ロジスティック協会の立場か

にしっかりとした危機管理があって、それが県や国の政府の計
日本の災害における強み

ボズナー：初めまして。リオ ボズナーです。2011 年 3 月 11 日、

で危機管理官を務めたリオ ボズナー（Leo Bosner）先生に「日

ら、県立大槌町病院の仮設診療所の建設で支援をいただきまし

本における災害対応システムに求められる改善」について語っ

た。大槌町で直面したさまざまな問題、そして日本集団災害医

ていただきます。ボズナー先生は、2005 年のハリケーン・カ

学会の医療ロジスティクス検討委員会の委員長からの知見を踏

トリーナも経験されており、震災前からさまざまな組織と携わ

まえて伝えていただきます。日本集団災害医学会は災害時の医

日本学術振興会が企画するフェローシップのため来日し、3 月

りながら日本政府に対して災害対策を提案・実施してきました。

療に携わる医師、看護師、救急隊員他各職種の個人や研究者、

11 日に起きた災害対応のリサーチを行ないました。スポンサー

震災時はすぐに来日して被災地で起こったことを調査分析され

災害医療や防災業務に携わる組織などが参加する学会です。

は神奈川大学です。私は原子力の専門家ではないので、福島県

ています。今回の震災で日本ではどのような対応がなされたの

今回の講演内容は、震災の全体像を見渡せることを考えて構

か。そしてどうすべきだったのか──ボズナー先生の日本での

成・設計したつもりです。限られた時間ではありますが、有意

経験を踏まえながらお話ししていただきます。

画と関連して連携をとっていれば、市町村は次の 5 つのこと
を実現することができたはずだと私は考えます。

東日本を大震災と大津波が襲い、震災による死者・行方不明者

は 18,574 人（2013 年 2 月現在）。多くの人が住む場所を失い、 ［1］損害を評価する
今なお避難生活を送っている人が大勢います。2012 年、私は

の原子力問題についてはリサーチを行なわず、3 月 11 日に発
生した地震と大津波について調査しました。

［2］必要なものを確定する

［3］すべての資源を効果的に使う

［4］県や中央政府に援助を的確に要請する
［5］外部の機関と協力する

災害が起こる前に、政府と県、各自治体とともに災害に強い

義な議論ができること願っています。なお本日は、NTT ドコ

6 カ月の滞在の間、神奈川県（横浜市）
・東京都・岩手県（盛

対応計画が構築できていれば、おそらく市町村はこれら 5 つ

講演 2 は、スペシャルレスキューサービスジャパン株式会社

モ東北支社岩手支店の加藤隆氏・NHK 盛岡の金沢保郎氏にも

岡市・大船渡市・釜石市）・宮城県（仙台市・石巻市）など全

のことを実現できると思いますが、それが包括的で現実的な計

代表取締役の佐藤孝洋先生に「アメリカ合衆国の ICS（Incident

画でなければ、現場は崩壊してしまいます。

オブザーバーとして参加いただいております。当検討会はまだ

国の 12 市を訪問し、災害状況について、日本政府の職員・各

Command System ｜インシデントコマンドシステム）を参考

公にできないこともお話しいただきますので、すぐに記事にな

自治体の職員・自衛隊・NPO・医師・看護師・消防機関・大

としたリソース管理」についてお話しいただきます。佐藤先生

るわけではありませんが、今後の大規模災害の対応について勉

学の教授・企業・ボランティアなどさまざまな職務関係者にヒ

は、ICS の概念が日本に周知される以前からその重要性を訴え、

強されたいということでの参加となりました。その点をよろし

アリングをしました。そこから私が何を学んだかといえば、日

消防機関や救助関係機関などで案内されてきました。今回は、

くご了承ください。

本の災害危機管理はある側面では強かったということ。医療関

日本には国家レベルの危機管理システムがない。

日本の災害に対する 3 番目の問題は、日本には国家レベル

インシデントコマンドシステムの視点からロジスティックスの

係・自衛隊・消防・ボランティアなど、大勢の勇敢な人たちが

の ICS や NIMS に準じるシステムがないということです。危

強化とその必要性についてについて説明していただきます。

災害に対応していました。その努力はとてもすばらしかった。

機管理に対する標準的なマネジメントシステムがありません。

たとえば東日本大震災における日本の強みとして、以下のよう

大災害が発生すると、福岡・大阪・東京など各地から多くの支

なことが挙げられます。

援者たちが被災地に向かいますが、支援に向かう救助隊には救

講演 3 では、日本赤十字社岩手県支部事業推進課 課長・長
谷川信之先生に、東日本大震災・大津波における日本赤十字社
の動きについてお話しいただきます。第 1 回の検討会でも挙
げられたように、大規模災害では支援をする側とされる側の受
援力の強化が重要です。今回の震災では、世界 100 カ国以上
から支援金や物資を提供してもらいましたが、それをどうやっ
て現地に落とし込むか。本当に困った人たちにどのように届け
るかというのがきわめて難しい問題で、そのためのフォロー体

044

助に関する統一されたマネジメントがありません。もし消防の
［1］津波の警告システム

救急隊が DMAT と同じシステムのマネジメントを使えれば、

［3］政府の迅速な対応

状は、それぞれの機関が異なるシステムによって動いており、

［5］自衛隊の迅速な対応

労することになりました。

［2］助け合い

ふたつはチームとして協同活動することができます。しかし現

［4］警察がすぐに交通を管理した

そのシステムに慣れていない他の機関は、その調整のために苦
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●

日本はボランティアの有効活用ができていない。

危機に関する情報や知識・経験を獲得する時間も充分ではあり

なかったということ。ボランティアの活動や国内外からの寄付

ざまなことを経験し、
多くの大切なことを学んだと思いますが、

を効率的・有効に活用するための計画がありませんでした。

その担当者は現在そのオフィスにはいません。

4 番目の問題は、ボランティアや寄付の有効活用ができてい

5 番目の問題は、災害のコミュニケーションがトップのみで

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

ません。2 年前の震災時、内閣府政策統括官の防災担当はさま

11 番目。最後の問題として、日本政府にはこれまでの災害

行なわれていたということ。政府は被災地の本当の現実を把握

対応から学んだ教訓を具体化するシステムがないということ。

することができなかった。現場にレスキュー隊を派遣しました

これはゆゆしき問題だと思います。

が、東北の医師たちは東京都に支援を求めたために、効果的な
支援ができなかったのです。
6 番目の問題は、避難所の管理に関する問題。今回の震災で
も、しばしば管理が充分でない避難所を目にしました。

日本への提言

リサーチを踏まえて、私は次のような提言をしました。

7 番目の問題は、生存者の栄養に関する問題。これも具体的
な対策が講じられていませんでした。避難者たちには充分に栄
養価の高い食料を供給する必要があります。特に高齢者は、水
とパンだけではだめ。これは生存に関わる大きな問題です。

［1］災害対応専門家から学ぶ

［2］災害の “トップ” を任命する

［3］“All-Hazards” を取り入れる

［4］国家の正真正銘の災害対応計画を開発する
東日本大震災で政府は自衛隊に頼りすぎた。

8 番目の問題は、日本政府は自衛隊に頼り過ぎだったかもし

れないということ。私にも自衛隊に多くの知人がおりますし、
震災における彼らの活動はたしかにすばらしかった。問題はそ
のすばらしい活動の社会的基盤が、日本政府とは異なっていた
ということです。従来の災害対策だけでなく、新しい災害計画

［5］災害対応の危機管理 “標準” システムを使う

［6］政府レベルで危機管理専門の職員を教育する
職業として危機管理を発展させる

［7］NPO やボランティア、寄付などの役割を定めておく

災害対応の危機管理 “標準” システム FEMA より

［1］災害対応専門家から学ぶ

まず第 1 に、これまでの災害を経験した専門家から、災害

が必要でした。自衛隊はすべての災害に対応できるというかも

対応について学んでください。今回の震災に対応した関係機関

て職務を担うようなしくみを整える必要があります。少なくと

の取り組み方は、いま話したような具体的な取り組み方とは反

しれませんが、自衛隊といえども自分たちだけで 100％の災害

の担当者にヒアリングすると、日本政府から災害対応に関する

も 10 年、20 年あってもいいと思いますね。

対の考え方。災害原因の追及よりも、災害の対応の仕方に重点

に対応できるわけではありません。

質問を受けたという人は一人もいませんでした。日本政府が災

私は FEMA の職員として 29 年間働きました。この 30 年近

を置いています。地震や津波など具体的な事案に対する計画で

害対応システムを強靱にしたいのであれば、災害対応の専門家

くの間に、レイテ島の地滑り災害や地震、ハリケーン、洪水な

はなく、“All-Hazards” に則った計画をつくれば、ほとんどす

に積極的に質問して情報を共有するべきだと思います。

どを経験し、大勢の専門家たちと知り合うことができ、この分

べての災害に効果的に対応することができますし、中央政府も

野の専門家としての知識と経験を積み上げることができまし

県も大きな市町村も小さな市町村も、効果的で早急な災害対策

た。日本の政府にも、そうした専門家が必要だと思います。

が可能になります。

9 番目の問題は、いろいろな組織体が災害対応計画を立てて
いるものの、そこに統一性がないということ。1995 年に阪神・
淡路大震災が起きてから 18 年経過した現在においても、中央
政府はまだ現実的な災害対応計画を構築できていませんでし
た。あの経験から、医療や救援に関わる機関や組織は、災害方

［2］災害の " トップ " を任命する

“All-Hazards” 計画に則れば、災害対応は以下のように 15

第 2 に、政府の危機管理に関する政策を決定する長官を決

策の方向性を把握し、その計画を積極的に考えているのですが、

めること。アメリカで大災害が起これば、その政策を決定す

それらを包括するしくみが整っていません。

るのは連邦緊急事態管理庁（FEMA）長官です。彼が責任者と

［3］"All-Hazards" を取り入れる

なって、災害に対するすべての方策を指揮します。もし日本で

かもしれません。“All-Hazards” 計画とは、災害の原因究明よ

及ぼすことになるのではないかと懸念しています。現状では、

大災害が起こった際、政府の責任者は誰なのでしょうか。どの

りも、災害対応の仕方のほうが大切だとする災害計画に不可欠

各自治体が自分たちで災害対応計画を立て、災害が県内で起

組織のどの部署が責任をもって災害対応をマネジメントするの

な概念です。

こった場合はまだしも、それ以外の場所で大きな災害が発生し

でしょうか。日本政府がどのかの組織を選び、そこに災害の対

日本政府は、地震の対応計画・洪水の対応計画・津波の対応

た場合には充分な対応ができません。そういう意味でも、いろ

応を任せるならば、その組織には国の方策を包括的に統制する

計画・爆弾テロの対応計画などさまざまな災害対応計画をつく

いろな自治体と一緒に協力できる体制を整えていく必要があり

権限と責任を与えるべきです。他の組織とともに包括的な災害

りましたが、問題はこの計画が複雑になりすぎて、結果として

ます。新しい災害対応計画を講じていく際には、日本全体にお

対応計画をつくり、災害時にはこの組織がチームとして対応し

非現実的なものになっているということ。2011 年 3 月 11 日

ける国の計画の統一性が重要だと思います。

ていきます。

の震災以前から、日本政府は地震対応計画をつくっていました

私は、こうした不安定な状況は、将来的な災害対策に混乱を

政府に危機管理対策の熟練職員がいない。

10 番目の問題は、政府に災害に対応できる熟練の職員が充

災害がない通常時では、この組織は危機管理のためのさまざ

が、津波に対応していなかった。津波と地震の被害状況はかな

まなトレーニングシステムをつくります。そのトレーニングを

り異なりますし、その犠牲者の状況も異なります。地震対策は

県本部の職員に提供し、NPO や国民にも提供します。こうし

“All-Hazards” の視点からもっとシンプルに考えるべきです。

た危機管理組織には、
熟練した職員と長官がもっとも重要です。

日本の災害対応計画は、災害の原因を基軸につくられてい

分にいないということ。内閣府の防災チームのスタッフはとて

大災害は常時起こるものではありませんから、おそらくこの職

るため複雑になってしまうのです。30 年前は、私たちアメリ

も優秀でよく働きます。しかし災害対応の経験があまりない。

員は 1 〜 2 年の間に災害対応の充分な経験を積むことはない

カも同じような考え方で対応を計画し失敗しました。現在は

さらに彼らは、毎年人事異動があって職場を変わるので、災害

かもしれません。従って、この職員は長期の危機管理職員とし

“All-Hazards” の考え方で計画を講じています。“All-Hazards”

046

の項目でまとめることができます。

日本ではまだ “All-Hazards” という概念は周知されていない
［1］運輸
［2］通信

［3］公共事業
［4］消防

［5］危機管理
［6］大衆管理

［7］ロジスティックス
［8］保健・医療
［9］捜索・救助

［10］危険な物質
［11］食糧

［12］エネルギー
［13］警察

［14］市の長期の復旧
［15］広報活動
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

アメリカ合衆国では、“All-Hazards” 計画による災害対応シ

インシデント・コマンダー

ステムを ESF（Emergency Support Function）と呼んでいま
す。ESF というのは災害計画の典型的な型式のことを指し、機
関や組織の名前ではありません。災害が発生したら、どんな組
織もこの ESF をベースに活動が展開されます。
ESF には ①基本的な計画
危険に関すること

②役割に関すること

連携担当官

広報担当官
安全担当官

③特定の

④ SOP’s という 4 つポイントがあります。

SOP’s とは Standard Operating Procedures の略。災害が発
生した場合、このポイントを政府の組織のなかでいかにうまく

災害対応の危機管理 “標準” システム FEMA より

運営していくかが鍵となります。組織のなかでそれぞれの立場
で災害対応の具体的な計画を立て、他の機関と協力できる体制
を整えるわけですが、これには理由があります。

現在、アメリカにおけるほとんどすべての災害における救
助組織隊が ICS を基本としています。ICS が基本にあれば、他

たとえば、ある医療機関が医療に関わる詳しい災害対応計画

機関の職員と協力しながら活動できます。かつて私は NIMS

をつくるとする。その機関が取り組むのは医療活動に関わるこ

（National Incident Management System）のプラニングセク

とだけです。医師や看護師は、ラジオや車・飛行機については

ションチーム（Planning Section| 計画部門）に所属していま

考えなくていい。日本にいる知人の医師の話を聞くと、医療チー

した。カリフォルニア州に災害が発生した場合、私は州の災害

ムとして被災地に入る時は、そこでの移動手段や食料、宿泊先、

対策本部に連絡を入れて「NIMS でプラニングセクションチー

情報収集のための手段などのすべてを自分で確保しなければい

ムに所属しているボズナーです。そちらのプラニングセクショ

けないと話していました。アメリカでは、医療チームにそうし

ンチーム担当者と話したい」と伝えます。そうすると、被災地

た負担が強いられることはありません。たとえば、カリフォル

本部の同じ職務担当者が対応してくれます。

ニア州で地震が発生したら、州は FEMA に医師や看護師を要

国の防災組織が同じシステムで構成されていると、このよう

請します。現地に向かう医療チームが医療活動だけに集中でき

に同じ立場の者とやりとりすることができるわけです。さらに

るように、カリフォルニア州の各機関や組織は受入体制を整え

「我々は ICS 対応で 8 の保健・医療と 9 の捜索・救助を担当し

ます。医療に関わる組織はその専門に関わる分野だけの計画を

ますので、そちらは 4 消防について対応してください」といっ

立てる。運輸・通信・公共事業といった他の専門分野の計画は、

たやりとりもできます。

現在、日本の政府には正真正銘といえる災害対応計画はあり

ません。正直に申し上げますがごめんなさい。それぞれの機関
が打ち立てている計画はほとんど現実的ではありません。災害
対応を真剣に検討するのであれば、東日本大震災の問題を徹底
的に分析して、正真正銘の国家としての包括的な災害対応計画
を開発しなければなりません。
［5］災害対応の危機管理 " 標準 " システムを使う

大災害はとても複雑です。特に東日本大震災のように、災害

が広い地域に及んだ場合、状況はより複雑になります。より強
いマネジメントシステムを構築しておかなければ、これから先
もまた同じ間違いをおかすことになると思います。日本の救急
医療チームはきわめて勇敢で優秀ですが、強いマネジメントシ
ステムがなければ、地域の消防や警察、市町村の初動対応者た
ちは効果的に活動することはできません。30 年前、アメリカ
でも同じような災害対応の調整が課題とされ、その検討の結果
誕生したのが、ICS（Incident Command System）でした。

2. 通信

資源

移動・輸送

状況把握

文書管理

サービス部

支援部

地域

物資供給

医療

施設

食糧

地上サポート

財務・管理部門

時間管理

損害賠償

物資管理

費用管理

グループ
ストライクチーム

タスクフォース

ICS の組織図 FEMA より

シングルリソース

［6］政府レベルで危機管理専門の職員を教育する

東日本大震災は、日本における最初の大災害ではありません。
しかしこれが最後の大震災とも限りません。2011 年 3 月 11
日の救援救護チームの活動環境はとてもほめられたものではな

危機管理のトレーニングはほとんど行なわれていません。さら

く、そうしたなかでもどうにか災害に対処してきました。今回

に人事異動で担当が数年で変わりますし、危機管理に熟練した

の経験を踏まえて、さらに強い災害対応システムを構築してい

Communications

職員を育成することは容易ではありません。

く必要があります。

Fire Fighiting

の危機管理のオンラインのトレーニングコースがあります。

Transportation

3. 公共事業

Public Works

5. 危機管理

Emergency Management

4. 消防

部門

航空管理

ロジスティックス部門

これまでお話ししてきましたように、日本政府にはまだ危機

Emergency Support Functin : ESF
1. 運輸

支所

計画部門

管理専門の職員がいません。国の防災管理を担うオフィスでも

それぞれの組織グループが計画を立てるわけです。
［4］国家の正真正銘の災害対応計画を開発する

オペレーション部門

6. 大衆管理

Mass Care (e.g. Mass Feeding & Shelter)

7. ロジスティックス
8. 保健・医療
9. 捜索・救助

10. 危険な物質

Logistics

Health/Medical

Search/Rescue
HAZMAT

11. 食糧

Food

13. 警察

Public Safety & Security

アメリカ合衆国の NIMS のウェブサイト上では、100 項目
NIMS のスタッフだけでなく、市の職員他誰でもオンラインで

最近はさまざまな組織が、災害危機管理の人材育成のため

危機管理について学ぶことができるよう、開発を続けてきまし

に 活 動 を 展 開 し て お り ま す。2013 年 3 月 2 日 と 3 日 に は、

た。どうして日本政府は、こうしたコースを構築することがで

iAEM www.iaem.com と IIGR www.aboutiigr.org と い う 2

きないのか。とても不思議ですね。

つの組織が協力して、オンラインで危機管理のトレーニングが
行なわれます。これはインターナショナル・トレーニングとなっ

［7］NPO やボランティア、寄付などの役割を定めておく

最後の提案は、NPO やボランティア・寄付などの役割を予

12. エネルギー

Energy

め計画しておきましょうということ。大災害が起こった時、国

14. 長期の復旧

Long-Term Community Recovery

害対応において、ボランティアや支援物資の提供・寄付金は重

ていて日本語でも受講できます。下記サイトに日本語の詳細が
紹介されていますので関心がある方は、ぜひご覧ください。本
日はご静聴ありがとうございます。

内外を問わず、生存者を支援したいという人は大勢います。災

Public and External Affairs

要な役割を担います。しかしそれを活用するためには計画が必

日本にもこのようなシステムができれば、岩手であろうが東

用できません。東日本大震災時も、全国から被災地にボランティ

京であろうが、どこからでも的確で効果的な活動をすることが

アが入り被災者を支援しました。しかしこうしたランティアの

できるようになると思います。

活動を日本政府は有効に使えていなかった。残念ながら日本政

15. 広報・活動

2013 年 3 月 2・3 日に危機管理のオンライン訓練開催

要です。計画がなければ、そうした人びとの善意も効果的に活

リスク対策 .com

http://risktaisaku.com/sys/magazine/?p=000008

府には、ボランティアに対する計画がなかったからです。
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標準システムがない。
共通するマネジメントシステムない。
だから連携活動ができない。

［質疑］

●

りません。アメリカのシステムは、DMAT にあたる部署もそ

て戦術を立てる ②合同指揮本部（タクティカルレベル）、さら

ます。もちろんアメリカのシステムもパーフェクトではなく、

の指揮下にあります。日本でいえば厚生労働省の組織のなかに

に ③県や市町村・国が統括する本部（ストラティジックレベル）

改善していくべき課題もいろいろありますが、FEMA のよう

災害対応を担当する 5、6 人のオフィスがあって、彼らが救急

というレベルがあって意思決定が行なわれています。

なシステムとそのトレーニングプログラムをうまく運用できる

医療に関する専門活動を計画しています。ICS をベースにした

実行活動部隊は実践的な作戦や運用、合同指揮本部や県・国

ようになれば、おそらくこうした問題の 90％を解決すること

NIMS では、他の計画グループの担当者と連携しながら活動を

は戦術レベルとそれぞれの役割があり、合同指揮本部レベルで

ができると考えています。計画がなければ、検討を考えること

展開していますが、日本にはこうしたシステムがないことが問

は、現場で何が問題で何が足りないかということを考えて支援

すらスタートできない。お手上げでどうしましょうということ

題なのです。

したり、どのような連携をとるべきか。これからすべきことは

になります。また何か他に質問がある方は、後で遠慮なく聞い

何かを模索しています。

てください。

FEMA が自治体と連携をとれる理由
＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

マネジメントシステムの違いから他機関と連携ができない。

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

県や国のレベルでは、たとえば現場（タクティカルレベル）

會川雅行：岩手県総合防災室の會川です。ボズナー先生が提言

から「ヘリコプターが足りないから調整してほしい」「救助隊

された標準化システムは理想とするところですが、現在の日本

が足りないから追加応援がほしい」といった要請をすくいあげ

においてはなかなか難しい側面もあると思います。政府と県と

てそれに対応していきます。ここで固有名詞を出していいのか

市の関係として、どのように動くのが理想的なのか。もう少し

わかりませんが、元官総理大臣は、いわゆる国の戦略レベル（ス

具体的な例を示してお話しいただけるとありがたいのですが。

トラティジックレベル）のトップにいたにも拘わらず、現場ま

（岩手県総合防災室）
ボズナー：FEMA はまず初めに州知事を交えながら、さまざ

のレベルの人たちが、それぞれの立場で何をするかということ

まなガイドラインやトレーニングプログラムを制定します。

を認識して対応にのぞまないと、指揮命令系統がばらばらに

玉置晴朗：数理設計研究所の玉置と申します。これまで私たち

FEMA の資金も、そのための災害オフィスを各州に設立する

なってしまう。このことは日本における対応の反省点として、

は、国内外を問わず、災害をターゲットにしたソフトウェアや

ことを目的に運用されています。州の職員と FEMA のスタッ

海外からしばしば指摘されています。

ハードウェアを開発してきました。最初に調査に参加したのは

フは日頃からひんぱんに打ち合わせを重ねておりまして、災害

2006 年にフィリピンのレイテ島で起きた大規模な地滑り災害

が発生した際、州は何をするのか。FEMA は何をするかといっ

です。私たちは被災地の状況を観測するために現場に入ったの

たことを話し合う場を毎月設けています。来月も州の新しい職

ですが、そこでフィリピン政府と海兵隊との連携の様子を興味

員を FEMA に招いて、これからの計画やこれまで起きた災害

深く見ておりました。日本は個別の機関が、個別の対策をつくっ

についての会議が行なわれることになっています。

長谷川信之：日本赤十字社の長谷川です。ボズナー先生が掲げ

た 6 番目の問題「避難所の管理が時々下手」という項目につ
いてですが、私の経験でいいますと、被災者自らが何かやろう

また、州の職員も毎月、各市町村の危機管理職員と話し合い

と組織を立ち上げ、活動を分担している避難所は活気があって

のシステムが、日本と海外とではまったく違うその理由が、ボ

の場を設けています。こうした会議をとおして、FEMA・州・

笑顔も見られるのですが、一方、すべて人任せ、自分たちでは

ズナー先生のお話でとてもよく理解できました。（数理設計研

市町村それぞれの災害職員が同じシステムの下で活動している

何もしないような避難所では、避難者の表情も沈みがちという

究所）

ことを理解し、同時に FEMA の職員は、州や各市町村が災害

ことがありました。避難所にもそうした両極端なところがあっ

ボズナー：東日本大震災について、私は全国のいろいろな分野

時にどのようなことができるのかを把握していきます。

たのですが、ボズナー先生が東日本大震災での避難所をご覧に

の職員にインタビューしました。そこで誰もが口にしていたの

たとえば、1995 年にオクラホマシティで連邦政府ビル爆破

が、いまあなたがお話しになったような連携の問題です。どの

事件がありましたが、この時はオクラホマシティの災害部門と

機関も、他の機関と連携しながら支援活動をしたかったのにで

オクラホマ州の災害部門、そして FEMA の災害部門が現場で

きなかった。その理由はマネジメントシステムがばらばらだか

協力しコントロールしながら対応にあたりました。日頃からや

らです。災害現場では、それぞれの機関が自分たちの活動を展

りとりをしているので、いざという時もすぐに連携がとれる。

プの運用と、そのためのトレーニングにあると思います。アメ

開し、ある程度の効果は上げているのですが、それらを統括す

彼らは普段から情報を共有し、打ち合わせを重ね、お互いを理

リカにも日本にもいろいろな NPO やボランティアグループが

るマネジメントシステムが予めあれば、さらに有効な活動が展

解しているので、FEMA はどう動くか。オクラホマシティは

あり、今回の災害でもさまざまな支援を行ないました。しかし

開できたと思います。

何をするか。
現場では何が必要かといったことを、
すぐにリサー

日本政府にはそれを統制するところがありません。私の知人の

チしてその対応がとれますし、それぞれの立場を把握している

一人は、FEMA で組織のなかで、専門に NPO やボランティア

危機管理対応を訓練指導するのは誰か。

わけですね。

のコーディネートをしています。それが彼の専門職で、毎日毎

爆破事件の連絡を受けて、もっとも重要な対応は捜索救助活

週毎月、いろいろな NPO グループと打ち合わせを重ね、そこ

としたら、具体的に誰がそれらの組織をトレーニングし、統括

動でした。FEMA の捜索救助チームはすぐに出動し、2 時間後

で FEMA の危機管理システムについても伝えています。その

したらいいとお考えですか。

にはオクラホマシティに到着し、現場で連携して対応にあたっ

担当者は、それぞれのボランティアグループがどれだけの人材

ボズナー：災害対策にはさまざまな任務があります。自衛隊

ていました。FEMA の同じ計画の下で活動していることから、

を抱え、どのような職務があって、そんな活動を実行できるか

は人命を救助し、ときに医療活動や生活支援にも従事します。

災害の際でもすぐに連携して活動することができるのです。

をすべて把握しています。

しかし義援金をどのように管理すればいいかはわからないし、

FEMA も州や市町村の計画を把握していますから、改めて特

なって、その現場はどのように映ったのかをお聞かせください。
（日本赤十字社 岩手県支部 事業推進課）
ボズナー：私も今回のリサーチで現場から同じようなことを聞
きました。その問題を解く鍵は、NPO やボランティアグルー

ボランティアグループもさまざまで、物資を調達できる

NPO やボランティアの活動も掌握していないと思います。自

別なトレーニングは必要ありません。

NPO、食料が調達ができる NPO、住宅の修繕を得意とする

衛隊・消防庁・警察・内閣の防災チームにはそれぞれの任務が

秋冨：海外の場合には、災害現場で救助活動を担う ①実行活

NPO もあります。災害が発生すると、その彼は FEMA の本部

あり、それらをすべて自衛隊がコントロールできるわけではあ
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動部隊（オペレーションレベル）
、そうした現場全体を統括し

たいと思います。

避難所の活動を左右するボランティアグループの運用

て活動を進めますが、その相互関係が芳しくない。被災地支援

秋冨：ボズナー先生の 7 つの提言を現在の日本で実現しよう

質問を受けたいところですが、時間の関係上、次の講演に移り

で下りてきて指示を与え現場を混乱させてしまった。それぞれ

秋冨：ボズナー先生ありがとうございます。今の講演について、
ご質問のある方はいらっしゃいますか。

秋冨：ボズナー先生、ありがとうございます。他にもいろいろ

で、そうしたボランティアをコーディネートする活動に従事し
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米国 ICS を参考とした
リソース管理

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

る唯一の専門性をもった専門機関です。警察は、法秩序を守る
という専門性をもっています。救援救護の分野に限らず、それぞ
れの専門性をもった機関は、日本国内に数多く存在し、それぞ
れの立場からの専門性が災害対応というひとつの目的活動のなか
で求められてきます。
そうした特殊な専門性をもった機関、行政や民間企業が、災
害を受けて集まったとしても、統合化・一元化された統制管理シ

講演［2］

ステムのなかで活動できなければ、それぞれが単独で行動してい

スペシャルレスキューサービスジャパン株式会社

るのと変わりません。そのためアメリカでは、ICS という標準化

佐藤 孝洋

言語のレベルでも、役職もすべて統一されています。そして必ず、

プログラムを取り入れました。ICS では標準化された認識をもち、
それぞれの役割の権限と責任が明確化されています。平素はばら
ばらで活動している各機関が、緊急時において同じ目的に向かっ

秋冨：スペシャルレスキュージャパンの佐藤孝洋先生には、ICS

て活動する場合、そのための共通認識は必ず必要になります。標

ス管理についてお話しいただきます。このリソース管理については、

合化が実現できるというのが ICS のコンセプトといっていいでしょ

今回の震災でも大きな問題となりました。先生の講演をとおして

う。

（Incident Command System：以下 ICS）を参考としたリソー

準化された概念と体制の元に活動することによって、はじめて統

なぜ ICS（インシデントコマンドシステム）が必要なのか

佐藤孝洋：スペシャルレスキューサービスジャパンの佐藤です。こ

点から、ロジスティックスのなかでも特にリソース管理について提
言してまいります。
先ほどボズナー先生からもお話があった ICS ですが、これは
アメリカの国家安全保障省（DHS）の連邦危機管理庁（FEMA）
が管理する組織編制及び情報流通（指揮系統）の指針をまとめ
たものです（NIMS）。ICS を管理するのは FEMA で、これに関
わる教育プログラムも FEMA が用意しています。緊急時に対応す
る行政及び関連する企業、民間組織に至るまでを対象としており、
組織運営における標準化を促すことが目的とされています。そう
した関連機関が、FEMA の同プログラムを受けることで標準化を
つくるというのが、ICS の大きな特徴です。
なぜこうした標準化プログラムが求められるかといいますと、特
に今回の東日本大震災のような大規模災害が発生すると、その対
応は単一的な機関だけでは、当然不可能になります。交通事故
や火災であれば、消防や警察という単一の機関で対応できるかも
しれませんが、大規模な災害時はさまざまな関連機関の統合が
求められます。
その統合において重要なのは、それぞれの機関の種職性、専
門性です。たとえば自衛隊は通常から標準化レベルで、救助活
動を行なっています。人海的・組織的な援助や後援に関していえ
ば、現在の日本で自衛隊に勝る機関はありません。また、消防
は平素から、消火・救急・救助を職務というかたちで実施してい
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サイズ・キャパシティー・操作の困難性・排気量・等

リソース管理とは何か

統合化されたときには、必ず標準化された共通の言語を用いるこ

では ICS のトレーニングがどのように行なわれているのか。そ

と。指揮体制に関しては、責任者としての資質が必要なのは当然

ので、今回は ICS の基本指針のなかでも、特に「リソース管理」

の教育プログラムに含まれる基本指針をまとめると、以下のよう

ですが、その責任者に権限と責任を与え、それぞれの部隊をどの

に着眼して紹介してまいります。リソースは、直訳すると「資源」。

な 6 つの要素にまとめられます。

ように統制化するかを明確にすること。

日本ではよく「リソース＝資機材・モノ」のみを指す場合が多いの

災害対応の際の危機対応はすべて現実に対応するので、現実

す。私は普段、現場の最前線で活動する救助隊に、アメリカをは
マがロジスティックスにありますので、今回は現場の救助隊の視

医療・消防・計画立案・航空関係・救急・重機・等

［リソースタイプ］

ICS における基本指針とは何か

のたびはこのような研究会にお招きいただき、ありがとうございま
じめとする救助技術指導を行なっております。この研究会のテー

［リソース種類］

ひとつは標準化。さまざまな機関がひとつの目的活動に対して

考察を深めていきたいと考えております。

【写真②】ヘリコプタータイプ I

【写真①】ヘリコプタータイプ IV

基本指針

この分科会は主にロジスティックスについて考察するものです

ですが、ICS では、①人間

②それに伴う資機材のふたつをユニッ

を認識・強化しそのうえで目的を確立し、その目的を管理すること。

トしたものを「リソース」と表現しています。たとえば ICS では「重

また、活動は長期にわたることもありますから、長期にわたる活

機リソース」といったら、重機とそれを専門的に操作するオペレー

動計画書と作成についても標準化すること。

ターが対になったものと考えていただけるといいでしょう。

さらに基準的な組織樹形列、いわゆる構造のつくり方。ひとり

ただし ICS は緊急時の対応ですので、ICS でリソースとして明

・共通用語の使用

の人間が統制する人員は、数に限りがありますから、統制限界を

記登録されているものは、あくまでもその現場においてのみ利用

設けて、その限界内において必ず人と統制するということです。そ

可能であると限定されています。あるいは災害現場に配属・配備

・責任者（IC）

して統括的な情報と規制、チェーンコマンドが重要になります。

できる潜在的に利用可能なものに限定されます。

・統制化

・目的の確立と管理

①標準化
②指揮

・権限と責任

この「チェーンコマンド」とは何かといいますと、チェーン＝鎖、

リソースで重要になってくるのが、その表記の方法です。リソー

コマンド＝指令ですが、つまり上から発した指令をどのようにつな

スを示す際には必ず ①種類（機能別に表記したリソース）と ②

③計画／組織構造

げて、最前線の現場で活動している人たちに正しく伝えるか。そ

タイプ（性能能力別に表記したリソース：5 段階）が明確化され

の情報のもれがないように、くさりでつながる指令指揮というの

ます。
「種類」というのは、それが何のリソースであるかを機能ベー

・活動計画書の作成

が求められます。

スで表記したもの。
「タイプ」というのは、その性能能力別とお考

・統制限界

・基準的な構造

ICS は、それぞれの専門性をもったプロフェッショナルが集ま

えくださるといいでしょう。その性能は 5 段階に分類されています。

ることになりますから、そのプロフェッショナリズムのなかで責任

今回そのディテールは割愛いたしますが、ICS にはこれらを一

④情報管理

を明確化すること。その専門性・スキルを明確に広くわかるよう

覧にしたものがありまして、どのメーカーのどの種類の製品がどの

・統合と規制

にする。
「サイズアップ」とは、現場での現状の認識から始まり、

タイプに該当するか、細かい部分まで決められて表になっており

・チェーンコマンド

その認識に対する正統な評価、その評価のうえで、目的を確立

ます。たとえば、リソースの種類は、どの目的（医療・消防・計

⑤プロフェッショナリズム

することです。その目的に伴った具体的な計画を作成する──と

画立案・航空関係・救急・重機 等）に応じたものが必要か。そ

・責任の明確化

ここまでの一連のプロセスのことを
「サイズアップ」と呼んでいます。

のタイプは、どれだけのサイズでどれだけのキャパシティがある

先ほども避難所の話が出てきましたが、現地において必要な

か。操作の困難性・排気量 等も含めて 5 段階に分けられて表に

・サイズアップ

施設ではどのような管理が必要で、誰が責任をもち、どのような

・現場施設

・明確なる専門性

なっています。

⑥施設とリソース

種類の設備が必要なのかを明確化することも重要です。こうした

たとえば災害現場でヘリコプターが必要になった場合、その発

包括的なリソース管理が、ICS の基本的な教育プログラムに含ま

注は「ヘリコプターリソース・タイプ○○」という形で表記されます。

・包括的リソース管理

れている要素となっております。

上の写真ではタイプ IV【写真①】とタイプ I【写真②】を示しま
したが、実際にはタイプ V まであります。タイプ IV というのはラ
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

現場で対応する隊員のリスクがきわめて高く、対応するための人
員や資機材もより専門的で高度なレベルが求められます【図①】。

なぜこうした標準化された危機管理体制をつくる必要があるの
か。それは共通の標準化された体制をもつことによって、権限と
責任が明確になるからです。別の言い方をすれば、責任転嫁でき

タイプ別に統一された資機材

ないということ。権限が与えられるのですから、それに伴う責任

同じレベルの対応が可能になっているのが特徴です。
【写真④

ルの災害対応では、FEMA という組織がその責任を担うしくみに

-1/-2】は、タイプ I の Urban Search Rescue チームが保有して

なっています。この責任の明確化というのが非常に重要で、その

いる資機材です。タイプ I であれば、どの隊もこれとまったく同

ポイントは包括的なリソース管理にあります。

このようにアメリカでは、災害現場にどのチームを呼ぼうとも、

じ種類・同じ数量の資機材・ユニットが確保されています。
タイプ II の災害では、重い素材（レンガ・ブロック・コンクリート）

【図①】リソースのタイプ FEMA より https://emilms.fema.gov/IS200b/ICS01summary.htm Incident Typing: Overview

が当然発生します。アメリカでは大規模な国家レベル・連邦レベ

ここからはあくまでも緊急援助隊という専門の立場からの私見
となります。東日本大震災では、各地域から緊急援助隊が被災

で造られた建物が崩壊していますが、タイプ II はタイプ I と比べ

地支援に入りましたが、ここにも日本とアメリカの大きな違いがあ

ますと、若干コンパクトになり軽減化されているのがおわかりにな

りまして、日本の各消防本部の緊急援助隊の使った資機材はす

ると思います【写真⑤ -1/-2】。

べて持ち出しによるものでした。自分たちが通常管理している地

【写真⑥ -1/-2】は、主に平素の災害に対応するタイプ III のチー

域のための資機材を持ち出していますので、アメリカ的な考え方

ムが保有している資機材です。タイプ III は軽量的な災害に対応

からすると、同時多発的にその地域でなんらかの災害が発生した

するチームです。このようにタイプ別で資機材も異なれば、それ

場合、その地域は手薄になってしまいます。

を操作するオペレーターのスキルも変わってきます。しかしこのタ

アメリカでは、Urban Search Rescue チームに関する資機材

ンク的にいえば小型で、タイプ I になるほど大型になっていきます。

づけになっていますが、アメリカでは「Urban Search Rescue」

イプ III でも、消防隊・救助隊すべてが、同じ種類の資機材を同

の予算は、国家が負担しています。その国家予算のなかで災害対

このようにどのような資材で、どのような対応が現場で必要かに

と呼ばれる隊があります。これに関しても明確にタイプが分かれ

じ数だけ保有し、全米で標準化されています。

応だけに対する資機材を保有しているわけです。災害援助隊が災

よって、種類とタイプが現場での混乱がないように管理している

ておりまして、タイプ I は ①最大の人員 ②最大の時間 ③それに

のが ICS のリソース管理です。

伴う最大の資機材を含んでいます。現在、タイプ I のチームは全
米に 28 隊あって、そのうちの 2 隊が先の東日本大震災の支援に

害現場に入っても、自分たちの所属する地元の消防や警察の資
リソース管理の重要性

ICS におけるリソース管理はこれまで説明してきたような内容

になりますが、これを踏まえて日本における災害対応を考えると、

機材などが手薄にならない体制をとっている。これはアメリカと
日本の大きな違いのひとつです。

リソースの種類とタイプはなぜ必要なのか

来てくれました。

なぜこうしたリソース管理が必要かと言いますと、これは実際

このタイプ I チームは人員が 80 名。この 80 名というのは人数

各機関の専門性を活かすための組織部隊の管理が重要な課題に

移行・流用できるかどうかということになると、また大きな問題が

アメリカで過去にあった事例なのですが、たとえば「被災現場で

ではなくて、80 の役割を意味しています。この 28 隊は、80 の

なってきます。現在の日本は、先ほどボズナー先生からの提言に

いくつか浮上してきます。そのひとつは、日本には ICS のような

危険物を扱う必要がある」というオーダーがあった場合、オーダー

専門的なスキルを兼ね備えた隊員、保有している資機材の種類、

もあったように、単一的な機関や行政機構は世界にも冠たる優

共通認識を生み出すための教育プログラムがないということ。日

サイドがイメージしていたのは、かなり高度な対応ができるチーム

数量のすべてが全米で統一されています。

秀なレベルにあるのですが、それが統合・連携ということになる

本は、台風のみ地震のみに対する対応策は検討されていますが、

とかなり脆弱で、その管理マネジメントには負い目を感じるという

災害という大きなエリアの事案に対する戦術や、それに対応する

のが正直な感想です。

ための共通認識がないというのが現状であります。

A だったにも拘わらず【写真③ -1】、実際現場に来たのは簡易な

現場の状況に応じて、タイプ I のチームが何隊、どれくらいの

タイプ B だったということがありました【写真③ -2】。しかしタイ

期間必要なのかを見積もることによって、どの隊を招聘しても同

プ B のチームが現場に来ても、必要な対応はできず二度手間を

じ機能・同じ対応が可能というのが特徴です。

踏む結果となります。こうしたことを避けるためにも、事案に対応
した明確な指示を出す必要があります。
ボズナ ー 先 生 か らも災 害 対 応 システム ESF（Emergency

こうした ICS システムにおけるリソース管理を、そのまま日本に

ちなみにアメリカで国家災害レベルとされるのがタイプ I とタイ
プ II が動員される災害。タイプ III からタイプ V は日常の単一的

④ -1

④ -2

な事案に対応すると定義されています。ボズナー先生も支援に携

Support Function）についての説明がありましたが、そのなか

わった 1995 年のオクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件では、

でも 9 番に該当するもの、日本ですと「緊急援助隊」という位置

タイプ I のチームが参画しました。このような大きな災害では、

【写真③ -2】“危険物対応隊の要請” をした場合：本来必要な隊 【写真③ -2】タイプ指定なしで “危険物対応隊の要請” をした場合：現場に来た隊

【写真④ -1】Type 1 (Heavy) Capabilities Required
【写真④ -2】Type 1 (Heavy) Level Equipment
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⑤ -2

⑤ -1

⑥ -1

【写真⑤ -1】Type 2 (Medium) Capabilities Required
【写真⑤ -2】Type 2 (Medium) Level Equipment

もうひとつが、専門性に対する明確な標準化がないということ。
日本にも国家資格というものがあり、医師は医師免許という国家
資格をもっていますし、救命士もその資格をもっています。ただ
し自衛隊・消防・警察における救助対応については、国家資格
や基準・標準がありません。日本には救助に関わる専門的な資
格というのが存在しないのです。
対してアメリカでは、そうしたスキルが明確に標準 化されて
おりまして、それらの資格や標準化を民間組織の米国防災協会
（NFPA=National Fire Protection Association）が 明文化し
ガイドラインをつくり、指針を管理設定しています。NFPA が法
律的な根拠に則って作成したこのガイドラインは、全米の緊急機
関すべてに取り入れられています。
先ほど「サイドアップ」についてご説明しましたが、災害評価
とは、現状を認識し、その後の可能性を予測したうえで現実的な
評価を出し、その評価のうえから目的と具体案を出すという一連
の流れです。アメリカではこの災害評価は FEMA が担っていま
すが、日本では災害を評価し、それがどの規模の災害であるか。

佐藤孝洋氏の提言
［1］米国 ICS を参考とした標準化された統合指揮
平 素は、各機関内における統制でも問題ないが、災害対
応には、関係機関が統合化され、一元化された統合指揮

⑥ -2

【写真⑥ -1】Type 3 (Light) Capabilities Required
【写真⑥ -2】Type 3 (Light) Level Equipment

日本で災害対応教育システムを
実現するために

Support Functions）#9 の党務員の指針として、どのような機能
が必要で、そのポジションに対して何人の人員が必要なのかといっ
た詳細な一覧表をつくっています。
會川：日本では都道府県がレスキューチームをもっていますが、
そのようなかたちとはまた違うのですか。

において活動することが求められる。

佐藤：基本的には同じです。平素は地方自治体に所属する職員

統合指揮には、米国 ICS のような共通化された標準教育

資機材、国の予算の元で出向することになります。このことによっ

ですが、US&R というチームで活動する時は、国の予算で備えた

［2］標準化された教育プログラムの構築

て地元の防護が手薄になる心配がありません。地方自治体の職

プログラムが必要である。また、標準教育によって、統
合化の際における権限と責任が明確になり、情報流通の
混乱も避けられる。

討論［1］

［3］汎用性の高い危機管理体制

員として登録している党務員に関しては、その党務にあたる職員
＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

ニークなところだと思います。
會川：阪神・淡路大震災の時は、消防車のホースのサイズが合わ

型 的な体制構築ではなく、さまざまな災害に対応できる

ないといったことが問題になりましたが、ICS に準じたシステムを

体制のために、必要な根幹部分を標準化するべきである。

［4］リソース（資源）管理の重要性

が出向するためのサポート依頼を行なうというところが、非常にユ

取り入れることによって、そうした現場での問題も防げるわけで

現 場に必要とされるリソース＝人・物は、明確に種類と

日本の救助対応は自治体によってばらばら

すね。

ることで、無駄なく、必要状況に合わせて投入でき、手

佐藤孝洋先生にお話しいただきましたが、どなたか質問ございま

救助に関わるガイドラインを出しておりますが、日本にはありませ

タイプ（量・レベル・キャパシティー・等）を明確化す

秋冨：大きな枠組みのなかでのリソース管理の重要性について、

佐藤：そのとおりです。アメリカでは全米防災協会が、そうした

配も容易となる。また、対応するのはあくまでも人間で

すか。

ん。救命士のレベルは統一化されているのですが、こと救助に関

會川雅行：岩手県防災室の會川です。タイプ I（Urban Search

しては各都道府県がばらばらな対応をしています。岩手県と東京、

ある。

Rescue）のチーム部隊は、どこに所属しているのでしょうか。
（岩

関西とで対応が異なる背景には、地域性や管領面の問題が絡ん

手県総務部総合防災室）

でおりまして、その地域の環境に特化することが優先されるため、

佐藤孝洋：タイプ I の部隊を構成するスタッフは、80 名の緊急

かなりの格差が生じております。しかし本来緊急対応とは、ボズ

援助隊という立場で、普段は州の消防や場合によっては民間企業

ナー先生のお話にもあったように “All-Hazards” レスポンスでな

した専門分野に関しては、日本国内にもアメリカにひけをとらない

に所属していることもあります。80 の役割がありますが、ひとつ

ければならないはず。実際、現場での対応には共通項が多いわ

くらいの優秀な人材がたくさん存在します。そうした方々を国や

の役割に対して 3 名くらいが登録をしています。その構成員を党

けですから、その共通項をいかに見いだすかが重要になってきま

行政がなんらかのかたちで援助しながら、こうした専門家や専門

務員 US&R と言いまして、もしなんらかの発災が起きてそのチー

す。そのために教育プログラムをいかにつくるかというのが、今後

部隊をいかに早く育成するか。これも今度の災害対応の重要な課

ムに派 遣要請があった場 合は、その隊の US&R という立場で

の日本の課題だと思います。

題と考えています。

参画することになります。ちなみに FEMA は ESF（Emergency

秋冨：東日本大震災中、被災地に入った消防から何度も言われた

どれくらいの対応日数と必要なリソースを見極める専門家がやは
り存在しません。
アメリカでは、IMT（Incident Management Team：インシ
デントマネジメントチーム）という評価チームが、発災直後に現
地に派遣されました。そこで災害の現状を認識して評価し、その
うえで災害対応の見積をとり、その評価に基づく具体的な戦術を
サポートするかたちで FEMA という組織が存在しています。こう
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のでしょうか。

場に駆けつけました。しかしああいった刃物をもった暴漢を取り

テムを取り入れたところ、施行数年目にして、199 や 110 にかかっ

佐 藤：アメリカでそれに相当する緊 急 援 助隊（Urban Search

押さえる訓練を消防は行なっておりません。それができるのは警

てくる通報よりも 1999 宛に通報される件数のほう上回りました。

いように国が保証できるしくみをつくり、教育プログラムをつくり

Rescue）は､ 災害優先順位としてやはり生命の保全を第一義と

あげていかなければなりません。岩手県内にもいろいろな消防団

していますので、特に Rescue に関しては、ほぼ 100％消防職員

がありまして、今回、その装備や救助方法も少しずつ異なってい

が救命活動に従事します。各地域での所属が違っていたとしても、

員の活動を暴漢を取り押さえる専門能力をもった警察が、いかに

たり、表現が違ったりといった現状を知って、これは緊急対応で

隊員はすべて同じ背景やスキルをもっていて、同じ統制管理下で

保護できるかということ。ここに消防と警察の連携があり、それ

早急に解決しなければならない問題だと捉えております。

対応が行なわれますので、特別問題は生じておりません。もうひ

が ICS にあって日本にない部分です。治安に応じた対応のために、

察です。
つまり、患者の生命を維持するための専門能力をもった救急隊

こうした警察・消防それぞれの優れた専門機関を統合化できる
行政システムがあれば、大規模災害に拘わらず、単一的な事案
に対するサービスについても強化されると思います。
ICS 普及のための教育

とつ、日本の緊急援助隊の訓練は年に 1 〜 2 回開催される程度

どこがイニシアチブをとるか。これを決められるのは、その地域

訓練には FEMA の予算が使われる。

ですが、アメリカでは毎月行なわれています。しかも最低でも 2

の自治体や県行政のみだと私は考えています。繰り返しになりま

高橋主夫：岩手県防災室の高橋です。アメリカ FEMA の緊急援

日以上。長い場合は 1 週間続けてトレーニングを行なっています

すが、事案事案に応じた、現実的な対応の専門性の統制管理が

はいろいろなかたちがあって、それを具体的にどのように展開して

助部隊のメンバーは、消防に所属する隊員、あるいは民間企業や

ので、そうした訓練を通じて連携や信頼関係が培われ、顔をつ

日本に求められているポイントだと思います。

いけばいいかというのは難しい問題です。

自治体に所属している職員が、出動要請を受けて出向するわけ

きあわせた関係が築きやすいということがあります。

秋冨：秋葉原通り魔事件では、東京消防庁と警視庁の連携がまっ

ですが、そうした人たちの訓練は、具体的にどのようなかたちで

木村玲欧：兵庫県立大学の木村です。ICS の必要性についてとて

も興味深いお話をうかがうことができました。教育プログラムに

私も神戸の「人と防災未来センター」などで、自治体の方々を

たくとれていませんでした。それぞれとても大きな組織なのです

対象に ICS について説明することがあるのですが、
だいたいが
「わ

消防・警察・自衛隊・自治体…イニシアチブをとるのはどこか

が、同じ現場で活動していたにも拘わらず、まったく連携してい

かりました。とてもいいシステムだと思うので、もち帰って検討し

高松秀一：岩手県総合防災室の高松です。岩手県でも総合防災

なかった。東京消防庁がなぜあそこで失敗したかといえば、消防

ます」といってそのままになります。行政の担当者が「検討します。

訓練をやってきましたが、これまではどちらかというと各機関が

救命士がまだ犯人が確保されていないと思って、救助活動が制

考えさせてください」と返事した時は 8 割方、実現しないのかも

えば CERT（ サ ートレ ーニング：Community of Emergency

日頃から行なっている訓練を公衆の前で公開するというケースが

限されたからです。実際には犯人はすぐに捕まっていたのですが、

しれません。

Response Training）といって、緊急災害に関わる対応を市民

多かったと思います。東日本大震災を受けて、やはり各専門機関

現場で活動していた消防職員が、犯人逮捕のことを知ったのは消

に啓蒙するためのトレーニングがあります。このトレーニングは

の連携対応の必要性を強く感じておりまして、2012 年度からは、

防署に戻ってからでした。

FEMA の予算で行なわれ、地方自治体や地元の消防士が、スプ

それぞれの機関が対立することなく、効果的に連携するための連

リンクラーのしくみや消火栓の使い方などを地域のコミュニティに

携訓練に置き換えているところです。

行なわれているのですか。
（岩手県総務部総合防災室）
佐 藤：アメリカの緊急 援 助部 隊は、基 本 的に専門 分 野をもっ
ていることが 参 画の 条 件になります。一方、市民レベルでい

このように現実は、なかなか周知されず、浸透していかない。
なんとかしてこのシステムの良さを知ってもらいたいと思うのです

もし消防と警察が、現場で情報を共有しながら一緒に活動して

が、システムを導入したとしても現場の一部門に留まってしまうよ

いれば、そうした行き違いも避けられたし、むしろ警察に守って

うです。そこをなんとかうまく調整して、広く参加してもらうような

向けて指導するものです。自治体が主体になって、それぞれの専

2013 年度もそうした視点で、消防・警察・自衛隊の関係機関

もらいながら救命救助活動をできたはずです。まさに佐藤先生が

しかけを考えていきたいと悩んでおります。そのあたりのアイディ

門分野の担当者が国の予算を使ってトレーニングするのが一般

による連携訓練をしていきたいと考えているのですが、そのとき

おっしゃったように、餅屋は餅屋でそれぞれの役割を現場対応が

アがあれば、ぜひ教えていただきたいと思います。
（兵庫県立大

的な市民レベルの訓練になります。

の訓練として、こういったことをすれば有効というものがあれば、

行なえる体制をつくらなければいけません。自衛隊のように重機

学 環境人間学部 大学院 環境人間学研究科）

ぜひご教示いただきたいのですが。
（岩手県総務部総合防災室）

を使いながら人海戦術できる組織はありませんし、消防のように

佐藤：私見を申し上げますと、こうしたシステムを周知・普及させ

より専門的な分野に関しては、アメリカは国が広いというところ
で日本との違いもあるのですが、都市部に関しては 100％、自治

佐藤：具体的にお話を始めると、2 時間 3 時間では収まらないと

救助できるプロはいません。警察のように治安統制・交通統制で

体の消防が消火・救急・救助活動に携わっています。しかし行政

思いますので、ここでは簡潔にお答えいたします。また現場レベ

きる組織もありません。医療チームのような専門性をもったプロも

アを出し合って検討していく必要があると思います。現場で主軸

の予算も限られていますし、山間部のような地域では、消火や救

ルの視点からの発言となり、少々失礼なことを申し上げるかもしれ

他にはいません。それぞれが助け合って災害対応をしなければい

となって活動している世代も変わってきましたし、昔と今とではず

助のトレーニングが行き届かないこともある。そうした地方地域

ませんが、その点もお許しください。

けないのに、それぞれがイニシアチブをとろうとする。それを統

いぶん考え方も変わってきているようです。今の 40 代くらいまで

制するシステムがないことで、現場が混乱するというのが、これま

の人たちは、旧態依然とした体制とは違う教育環境のなかで育っ

での日本の実情だと思います。

てきておりまして、自分自身が理論的に納得しないと動かないと

では、多くのボランティアが消防として参画しています。24 時間

ひとつは、行政と各専門機関の間の意識格差というものがあ

2 人しかいない消防署のようなところでも、4 人のボランティアが

るように感じております。これは岩手県に限らないと思いますが、

必ず交替でついているというのがアメリカの消防組織の特徴とい

行政には市よりも県のほうが上という認識をもっている人もいるよ

えるでしょう。

うで、警察も常にイニシアチブをとろうとする傾向があることから、

そのボランティアにも Search & Rescue Team の任務が課せ
られておりまして、ボランティアのメンバーは正職の消防職員と同

消防という専門職の活動が現場で制限されるという現状がありま
した。

るためのしかけについては、
もっといろいろな分野の方々とアイディ

いうのが、ひとつの特徴ではないかと捉えているんですね。そう
緊急の通信指令システムを統合する意義

した人たちに対しては、理論的に納得できる材料を示し、自分た

佐藤：今のお話に関連することかもしれませんが、現在日本国内

ちの必要性をいかに示すかというところがポイントでして、私も教

で、市民が緊急時に通報するダイヤルは 110 と 119。それぞれ

育現場ではそうした戦術を取り入れております。抽象的な表現に

じ訓練を受けることになっています。この訓練でも米国防災協会

消防が平素から取り入れている訓練を現場で実行するのはそ

の機関がそれぞれの通信指令システムをもっています。一方アメ

なってしまいますが、アプローチの仕方はまだいろいろあると考

のガイドラインに則って年間教育カリキュラムがつくられ、訓練を

れほど難しくはありませんが、経験のない警察がやろうとしてもそ

リカでは、消防や警察に関係なく、緊急ダイヤルは 911 に統一さ

えております。

受けると消防と同じスキルをもっていることを証明する修了認定書

れは無理な話です。日本の地域行政に所属する消防・警察・自

れています。救急車・警察・消防車──これらのすべての要請を

が発行されます。その証明が標準化レベルのひとつの目安になっ

衛隊は、諸外国にも自信をもって紹介できる優秀な機関だと思い

911 で受けておりまして、ここに電話をしますと、その市が事案に

ています。こうしたしくみづくりを日本では誰がやるのか。民間が

ますが、いかんせん、その連携がとれていません。その点 ICS

応じて消防や警察にふりわけるといったかたちをとっております。

やるのか国がやるのかということになりますが、こうしたカリキュ

が優れているのは「餅屋は餅屋を発揮する」というしくみが取り入

ラムもひとつの参考になるのではないかと思います。

れられていることだと思います。

たとえば日本で 119 に電話すると「それは警察の管轄だから
110 に電話してください」とたらいまわしにされるケースは現在も

ICS では、目的と段階において専門性をいかに発揮できるかと

ひんぱんにあることでして、これは決して笑い話ではありません。

実際現場で用いられる消火資機材を一般の人たちが扱うのは難

いうことが重要で、そのための枠組みが最優先して求められます

911 の緊急ダイヤルはアメリカだけに特化したシステムではなく、

しい。おそらく消防を専門とするチームで活動するのが大前提に

ので、まずは救助や救急を専門的に行なっている消防が動きや

台湾の台北市もアメリカの 911 にならって、1999 という「台北市

なると思います。同じブロックの職員との協同訓練は私たちも行

すい環境をつくることが第一義とされます。とはいえ、消防士もひ

民ホットライン」を設けて、台北市の職員が事案に応じて必要な

なっておりますが、違うブロックの職員が集まって対応する際の

とりの人間であり、個人です。たとえば、2008 年に秋葉原で起

機関にふりわけるということを行なっています。消防の 119 と警察

集合訓練や人員の養成は、アメリカでどのように行なわれている

きた通り魔事件。あの事件が発生したときには消防救命士も現

の 110 の番号は、いまも生きているのですが、台北市がこのシス

高橋主夫：もうひとつ、被災地では資機材の問題がありました。
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東日本大震災 ･ 大津波における
日本赤十字社
岩手県支部の活動

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

特に日本赤十字社の使命として「わたしたちは苦しんでいる人
を救いたいという思いを結集し、いかなる状況下でも人間のいの
ちと健康、尊厳を守ります」というものがございます。
日本赤十字社の社法は 1952 年（昭和 27 年）
、議員立法によ
り制定されたもので、その第 1 条に「日本赤十字社は、赤十字
に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則
の精神にのっとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成するこ

講演［3］

とを目的とする。」ことが掲げられています。

日本赤十字社 岩手県支部事業推進課

赤十字社標章の由来

長谷川 信之

赤 十字 の歴 史はとても古く、今 から約 150 年 前の 1863 年

①

に、スイス人の青年アンリー・デュナンによって提唱されました。

②
【写真②】3 月 11 日。岩手県消防学校屋内訓練場に設置された dERU

【写真①】国内型緊急対応ユニット dERU

1859 年 6 月にイタリア統一戦争の悲惨さを見たデュナンは、救
秋冨：講演［3］では、日本赤十字社 岩手県支部の長谷川信之

護団体の必要性や傷ついた負傷兵の救護を訴えておりまして、そ

先生に講義いただきます。東日本大震災を受けて、岩手県は全

れが今日の赤十字またジュネーブ条約（赤十字条約）の誕生につ

国からさまざまな支援をいただきましたが、特に日本赤十字社の

ながりました。こうした背景から、赤十字のレッドクロスと呼ばれ

役割は多岐にわたりました。医療福祉・救護物資配布・医療介

る標章は、スイスの国旗を反転したものとなっています。

護チーム・義援金・ボランティア等々の支援をマネジメントされて

【図①】の赤十字のレッドクロスの他にも、赤新月やレッドクリ

います。いろいろなご苦労があったかと思われますが、今回は現

スタルといったかたちの標章があり、世界 186 カ国の姉妹国で用

場での経験をお話しいただきます。

いられています。赤十字は宗教とは直接関わりはないのですが、
やはりレッドクロスはキリスト教を連想するということで、赤新月
やレッドクリスタルを用いている国が約 30 カ国ほどあります。イ

日本赤十字社の使命と目的

スラム教圏内ではこの赤新月のマークを、またイスラエルではどち

東日本大震災における日本赤十字社 岩手県支部の活動の報告と

れています。

長谷川信之：日本赤十字社岩手県支部の長谷川です。今回は、

らにも属さないということで、レッドクリスタルのマークが用いら

とともに、せっかくの機会ですので、赤十字がどのような団体で

このマークは 2 つの意味をもっておりまして、ひとつは ①各国

あるか簡単にご紹介できればと考えております。今回このような

の赤十字社を表すマーク。そしてもうひとつの大きな意味が ②戦

機会を与えてくださいました秋冨先生、関係者の皆さまに改めて

争や紛争等で傷ついた人びとや、その人たちを救護する人施設

感謝申し上げます。

等を攻撃から守るために使用するマークと位置づけられておりま

私ども日本赤十字社のミッションステートメント（理念）は、①
日本赤十字社の使命
の決意

②わたしたちの基本原則

③わたしたち

す。こうしたことから、これらのマークの使用については、ジュネー
ブ条約で規程されています。

という３つの要素から構成されます【図①】。
赤十字社の対応と組織

赤十字社は世界に 186 カ国の姉妹国があるとお話ししました

【図①】日本赤十字社の理念

スイス国旗

した。

日本赤十字社の事業

日本赤十字社の事業は、下記にまとめたように非常に多岐にわ

たっています。

全国の血液センターから陸路や空路で血液製剤を輸送し、安
定供給を確保いたしました。

［1］救護に関する組織及び装備の整備

［2］安否調査、赤十字通信その他捕虜抑留者の援護

すが、3,521 億円を受付し、配分 3,058 億円（122 万件）を

［5］救急法、水上安全法その他の安全事業の普及

募分を含む）
。

［4］血液センターの経営その他血液事業の普及発達

配布しております。
（2012 年 3 月 30 日現在｜いずれも中央共

［6］家庭看護法の普及、巡回診療等の保健指導

これら 4 つの活動の他に、さまざまなニーズへの対応というこ

［7］赤十字奉仕団の育成指導並びに青少年赤十字の普及

とで、今回は特にこころのケア
（718 人を派遣→ 14,000 人を対象）

［9］児童及び妊産婦の保護その他社会福祉のための事業

前高田市・大槌町）で行なわれました。これは後ほどご報告いた

［11］赤十字精神の普及並びに社旨の普及宣伝

ボランティア活動（162,000 人が活動）
。また、現在も続いてお

［8］身体障害者の更生援護に必要な事業及び施設経営

に重点がおかれ、介護チームによる福祉施設支援が岩手県（陸

［10］赤十字に関する諸条約の周知徹底

します。さらに看護ケア（17 班 35 人を派遣 → 828 人を対象）
。

［12］その他業務に関連して必要な事業

ります復興支援（海外救援金による支援）ということで、家電セッ

（日本赤十字社定款第 48 条）

ります。

現在、国内には 92 の赤十字病院があり、それぞれの病院に

国際赤十字および赤新月社連盟（本部はジュネーブ）に対して情

が登録しています。その編成基準としては、1 個班につき、医師（班

報提供や調査を要請します。こうして各国にアピールをして、それ

長）が 1 名・看護師長 1 名・看護師 2 名・主事 2 名の計 6 名で

た課題への対応ということでは、大きく 3 つの活動があります。

ぞれの支援を受けるというしくみになっています。今回の災害では

構成されており、状況によって薬剤師や助産師などが加わります。

ひとつは ①被災地・被災者の要望。これを調査して検証してい

東日本大震災を踏まえた課題への対応

現在進行形で進んでいますが、今回の東日本大震災を踏まえ

ます。②第三者による活動評価 ③支部・施設の意見を反映させ
東日本大震災における日本赤十字社の活動

た災害対応計画や資機材整備計画の策定を進めています。特に

東日本大震災における対応ですが、日本赤十字社の救護規則

東日本大震災では、通信システムや燃料の確保が非常に重要視

らいかもしれません。
「日本赤十字は、社員をもって組織する」と

には、①医療救護 ②救援物資の配布等 ③血液製剤の供給 ④

されまして ・確実な通信システムの構築 ・燃料を含む救援物資

いうことが、日本赤十字社法第 4 条第 2 項で定められています。

義援金の受付と配布 という 4 つの対応項目があります。

の調達と供給 ・後方支援体制の整備（支援要員中継基地等）・

社員というと一般には会社員がイメージされるかもしれませんが、

①医療救護

消防や自衛隊等との平時からの協力関係の強化にも力が注がれ

赤十字における「社」とは社会の社ということで「人の集まり」を
意味しています。赤十字社は、この社員と職員によって構成され
ています。職員は社員から業務を受託（受託責任）し、事業の

060

トの配布や医療施設再建、原発事故への対応などがなされてお

が、今回のような災害が発生しますと、被災国（日本赤十字）が

日本赤十字社の組織と言っても、一般の方々には少々わかりづ

レッドクリスタル

義援金につきましては、いろいろお騒がせしたところもございま

常備救 護班が全国で 491 個班、そこに 5,954 人（2010 度 末）

そのうち岩手県では約 135 億円の支援金が使われました。

赤新月マーク

④義援金の受付と配布

［3］病院及び診療所の経営

100 カ国近い国から約 963 億円という支援金をいただきまして、

赤十字マーク

③血液製剤の供給

実施状況やその結果を報告する義務（説明責任）があります。

3 月 11 日の発災当日、日本赤十字社は 55 班、のべ 6,500 人
が 6 カ月間が派遣出動し、約 87,00 人を診療しました。

②救援物資の配布等

毛布 13 万枚・緊急セット 3 万セットが救援物資が配布されま

ています。
救護員等の養成・育成ということで、全国赤十字救護班研修会
（日赤 DMAT 研修会）を中央レベルで実施し、特に救護班の初
動活動の強化と技術のレベルアップを図っています。併せて、防
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④

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図②】日本赤十字社のこころのケア

｛

③

●

【図③】精神保健と心理社会的支援との関係

赤十字病院
精神科医
心理療法士

PTSD
ASD

こころのケア班
こころのケア指導員
380 名

広義のこころのケア

精神保健支援
精神科医療

こころのケア要員
9154 名
【写真④】陸前高田市の循環診療の様子

【写真③】陸前高田市立高田第一中学校の避難所

ストレス反応

ボランティア
3396 名

被災者
災ボランティア、なかでも特にリーダー養成の研修会を行なって

賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・岡山・徳島・岩手）
。

おりまして、社会福祉協議会等と連携した活動を促進しています。

鳥取や徳島からも救護班が岩手県に派遣され活動しています。

4 月 27 日には、釜石市の鈴子広場に救護所を設置しました。

心理社会的支援

心理療法

社会的支援 心理的支援

こころの救急法

精神科医

診療療法士

専門家のこころのケア

こころのケア要員

赤十字社のこころのケア

ションや足湯のサービス、健康維持に役立つ講習会、職員が歌

当初はエアーテントを設置して救護を展開していたのですが、沿

や踊りなどを披露しながら施設を訪問しています。介護チーム派

なお地元の盛岡赤十字病院は、97 の派遣医療班が、主に陸

岸部はとても風が強く、岩手県では風に煽られて 2 つのテントが

遣人数は、第一次派遣（4/14 ～ 5/13）4 班 32 人。第二次派遣

国内型緊急対応ユニット (dERU) の概要

前高田市の陸前高田市立高田第一中学校で 88 班が、活動いた

破損してしまったことがありまして、プレハブの仮設診療所を設け

（5/31 ～ 7/1）11 班 35 人が被災地に入りました【写真⑩ .P64】
。

東日本大震災では「国内型緊急対応ユニット dERU」を運用

しました。現場では、
のべ従事者数 649 人の救護斑
（医師 126 人
・

ることになりました。

しました。 dERU（デル）とは資機材と要員を合わせたものを指

看護師 256 人・薬剤師 66 人・主事 201 人）が現地の医療に従

しています。61 ページ【写真①】のように自動昇降式コンテナを

事しています。

看護チームとしては、保健支援チームや医療救護班がこころ
のケア班と連携しながら、在宅避難者や避難所、仮設住宅の訪

こころのケア

問し生活指導に取り組みました。陸前高田市の高田市立第一中

陸前高田市・大槌町・山田町での活動

いろいろな団体がこころのケア対策に携わることになりました。

8/29）
。

【写真③】は、陸前高田市立高田第一中学校の体育館の様子

日本赤十字では「心理社会的支援」ということで、被災者に対す

ボランティアの活動としては、1 万人以上が岩手県での活動支

す。この「国内型緊急対応ユニット」を現在、全国に 20 台配備

ですが、この中学校ではちょうど発災日の午前中に体育館の落

る心理的支援、これを「こころの救急法」と呼んでいますが、こ

援にあたっています（地域奉仕団：1,469 人・青年奉仕団：90 人・

しておりまして、今回の震災では 12 台が活動しました。61 ページ

成式をしていまして、それが午後には避難所になってしまいまし

れとその家族や地域社会との関係を支援する社会的支援を展開

特殊奉仕団：169 人・防災ボランティア等：115 人・青少年赤十

【写真②】は、3 月 11 日の 20：38pm に矢巾町の岩手県消防学

積んだトラックに資機 材を一式入れて、それに対応する dERU
要員を合わせて派遣します。これは 150 人程度の軽症・中等症
程度の傷病者に対して 3 日間の治療を想定した装備となっていま

東日本大震災では、このこころのケアの対応が広範囲にわたり、

学校をベースに、17 班 35 人が活動を展開しております（6/2 〜

た。一時は 1,600 人以上の方が避難し、このようにすし詰め状

しました。ここでは、ドクターではなく赤十字のこころのケア要員

字 JRC：8,892 人 合計 10,735 人｜3/11 〜 11/30 の集計）。活

校屋内訓練場に設置された dERU の様子です。

態でした。
【写真⑤】
は高田第一中学校の応急救護所の様子です。

やボランティアが活動を行なっています。

動のほんの一例ですが、救援物資の搬送のお手伝いや救護班

東日本大震災における岩手県での医療救護活動

内の巡回診療も行ないました。車が入っていかれないような場所

関わった人数は 6,165 人でした（9/ １現在）。日本赤十字社のこ

でも活動が続いておりますが、炊き出し交流会なども展開してお

東日本大震災が発災した 3 月 11 日〜 7 月 30 日までの間に活

も多かったので、徒歩で巡回診療しています【写真④】
。和歌山

ころのケアは、赤十字病院の精神科医や心理療法士などの専門

ります。

動した班数 345。2,660 人以上の要員が出動し、約 31,200 人

県支部は、山田町立大沢小学校で救護所を展開しました。校長

家が、PTSD（心的外傷後ストレス障害）や ASD（急性ストレス

の診療を行ないました。一日での最大の活動班数は、3 月 15 日

室をお借りして展開した救護室です【写真⑥】。

障害）にも対応しますが、主力となるのは【図②】の三角形の下

また、赤十字社は岩手県と福井県の救護班とで、陸前高田市

岩手県内では、こころのケアの要員として 317 人が派遣され、

が撤収する場合のお手伝い、また地域の奉仕団の方々は、いま

岩手県への救援物資

と 16 日の 16 班でした。1 都 1 道 2 府 22 県支部から 26 の支部

【写真⑦】は兵庫県支部が大槌町の避難所に展開した救護所

の部分で、ストレス緩和を図ります。こころのケア指導者（主に

班が出動しました（北海道・青森・秋田・茨城・栃木・群馬・埼玉・

で診療待ちをしている人の様子です。長い列をつくって、避難所

看護師）380 人とその下に、こころのケア要員 9,154 名が登録さ

仕切りが供給されたのですが、これはちょっとタイミングを外して

千葉・東京・神奈川・新潟・石川・福井・山梨・岐阜・静岡・滋

の皆さんが診療を待っています。

れており、またボランティアも 3,396 名が登録しています。

しまい不要になってしまいました。避難所でそれぞれお隣同士が

【写真⑤】高田第一中学校の救護所 【写真⑥】和歌山県支部が山田町立大沢小学校で展開した救護所 【写真⑦】兵庫県支部が大槌町の避難所に展開した救護所
⑤

⑥

⑦

岩手県にはワンタッチパーテーションと呼ばれる避難所用の間

日本赤十字社が考える精神保健と心理社会的支援をまとめると

コミュニケーションできるようになると、こうした間仕切りは必要

【図③】のようになります。今現在、復興支援として、臨床心理士

なくなります。この支援については賛否両論ありましたが、支部

とコラボレーションしながら、宮古市の仮設住宅で主に傾聴、血
圧を測りながら被災者のお話を聞き、こころのケア対応にあたっ
ています。

独自の対応として、こうした物資を配布いたしました。
海外からの義援金を財源とする復興支援としては、避難所へ
寄贈の空気清浄器を各避難所へ 500 台配布。またマスコミなど
でも取り上げられましたが、仮設住宅に生活家電 6 点セットを岩

介護チーム・看護チーム・ボランティアの活動

手県では 18,705 世帯に配布しています
（1/4 現在）
。その内容は、

岩手県には全国から介護チーム・看護チーム・ボランティアが

①洗濯機（全自動 7㎏程度）②冷蔵庫（290ℓ程度）③テレビ（32

入って支援にあたりました。高齢者施設の支援として、福祉施設

型程度テレビ台含む）④炊飯器（5.5 合炊き程度）⑤電子レンジ

の介護職員が中心となって、陸前高田市と大槌町で活動を行なっ
ております。マッサージやストレッチ・ホットタオルによるリラクゼー
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（500w 程度）⑥電気ポット（2ℓ程度）となっております。
その他にも海外支援金を使った支援事業としては、
教育支援
（仮
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●

設体育館の建設・スクールバスの運行・保健室の備品・給食セ

米崎の仮設住宅を訪ね、住民の皆さんと一緒に活動しました。

ンターの什器・AED や懐中電灯の寄贈、熱中症対策講習など）

ご存じのとおり、震災当初は芸能人の方も大勢被災地にお見えに

ですとか、避難所の生活環境改善（夏の快適セットや冬の快適

なっていたのですが、その数も段々少なくなってきました。その

セットの配付・仮設シャワーの整備）。また、高齢者施設へ介護

なかでも藤原紀香さんは、赤十字の広報特使として 2 回来県して

用ベッドの寄贈・グループホームへ家電寄贈。市町村への福祉車

います。また近い時期に来県したいとお話になっていました。以上、

両の整備。2012 年には、高齢者に対する肺炎球菌ワクチン接種

東日本大震災における日本赤十字社の活動についてご紹介いた

の補助事業を行なっております。

しました。

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

［質疑］

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

海外の 100 近い姉妹国から義援金を受けているわけですか
ら、当然自国の方々が、どのような使われ方をしているか、現地
に入られて実態を調査することも数回ありました。
【写真⑧】は、
陸前高田市の高田第一中学校での様子。姉妹国の皆さんがこの
ように集まって現地調査をしています。こうした方々を受け入れる
仕事も私たちの役割でして、どの国のどなたが来県するとなった
ら、現地と現場をつなぐということをします。こうしたことがひん
ぱんにありました。
【写真⑨】は、台湾紅十字組織の陳会長が 5

長谷川信之氏の提言
［1］ロジスタッフをサブリーダーとして育成
診 療以外の分野で、たとえば救護所の開設から自己完結

支援活動を連携させるためのコーディネーター

供できないのでは本末転倒ですから。

点を予め指定しておく。

ントし、そして未来に続けるためにどんな努力が必要かということ

で備蓄を考えていく場合、日本赤十字社から毛布を支援してもら

（食住・交通手段）まで権限をもたせる。また、全国の拠

月 14 日に、大槌町の町立安渡小学校を訪問したときの様子です。 ［2］情報収集スキルの向上

当支部の復興支援活動としては、これはいま現在も行なってい

ることですが、こころのケア＝心理社会的支援事業ということで、
宮古市中里にある高浜仮設で暮らす住宅居住者を対象に、月に

高松：先ほどの毛布のこととも関係してきますが、たとえば岩手県

をお話いただきました。長谷川先生の講演について、ご質問のあ

えるという期待を頭の片隅に置いておいていいものかどうか。ま

る方はいらっしゃいますか。

た、医療機関の連携をより図るために、県としても、たとえば保

力を養う。

高松秀一：岩手県および市町村でも、災害時の備蓄について検

健福祉部のような部署でも関係を構築していく必要があるのか。

討する必要があると考えております。日本赤十字社は支援物資と

そのあたり日本赤十字社としてはどのようにお考えでしょうか。
（岩

標準化された教育訓練や現場での権限等を明確にする。

して毛布 13 万枚を配布したというお話でしたが、これは日本赤

手県総務部総合防災室）

十字社で通常備蓄しているものを提供いただいたのでしょうか。

長谷川：毛布については全国単位で配布しているところもあり、い

無 線が使えない、携帯が使えない等、さまざまな対応能

支部復興支援事業

秋冨：膨大な支援をどのように被災者につなげ、全体をマネジメ

［3］医療チーム（DMAT、日赤、JMAT 等）の標準化

1 度、臨床心理士、こころのケア要員（日赤看護師）が奉仕団員

もうひとつ、本震災では医療班や介護班として日本赤十字社の皆

の協力を得ながら、チームで仮設住宅の集会所を拠点としたイベ

さんに活動いただきました。DMAT であれば県庁の災害対策本

回の震災でもそうでしたが、ネックとなったのが配布の方法でし

ントを行ない、地域が元気になるように支援を進めております。

部に医療チームを調整する秋冨先生がいて、そこで統制をとって

た。的確な物資配給の運用については、これから検討していくべ

いましたが、DMAT に属さない日本赤十字社の医療班や介護班

き課題だと考えています。

ます。ルディック・ウォーキングについてはご存じの方もいらっしゃ

は、他機関とどのようなかたちで連携を図ってきたのでしょうか。

るかもしれませんが、2 本のポールを使って歩く運動です。ポー

この 2 点についてお教えください。
（岩手県総務部総合防災室）

秋冨：医療機関の連携に関しては、今回、災害対策本部に医療

ルを使用することで背筋が伸び、楽に歩けるというのが特徴です。

長谷川：支援用の毛布は、従来から赤十字社で備蓄しておりまし

すが、自治体の医療チームの責任者というのは一般的に、保健

て、岩手県内では各市町村単位でお配りしました。配布数につい

福祉部のその下の課にひとりいる程度という組織編成の都道府県

も少なく、そうした方々に特に健康を支援することを目的に行なっ

ては特に決まりはなく、今回のような大規模震災のための備えと

がほとんどだと思います。他県の医療チームがうまく運用できな

ているものです。みんなで歩きながら、お話をしながら楽しもうと

してはもとより、火災時などにはお見舞いとしても配布しています。

かったとすれば、理由はこの組織構成と、その組織編成のため

いう支援のひとつです。最後はお茶っこということで、集会所をお

毛布以外にも「緊急セット」、洗剤ですとか軍手、懐中電灯などを

に現場の声が災害対策本部に届かなかったということにあると思

借りしてお茶のサービスをして、汗をかいたあとのリラクゼーショ

パッケージングしたものもあります。また「安眠セット」といいまし

われます。医療チームがどんなにがんばろうとしても、協力体制

ンを促しております。だいたい 1 回あたり 90 分の時間を使って行

て、避難所生活が長引くような場合に配布するマットレスやアイマ

が築けませんでした。こうしたことを踏まえても、災害対策本部

なわれています。これは県内沿岸部の仮設の入居者を対象として

スク、耳栓、スリッパなどをパッケージしたものも共通の救援物資

内に医療従事者が入ることはやはり望ましい。ただ、医療従事者

おり、仮設の住環境にいることから限定しております。

として用意しています。

のなかには自分の意見を強引に通そうとする方もいらっしゃいます

秋冨：医療チームについては私からお答えします。DMAT は県の

ので、もしそうした人が災害対策本部に加わってしまうと、指揮

また、ノルディック・ウォーキングによる健康支援も展開してい

沿岸部の仮設住宅にこもりっきり高齢者はなかなか運動する機会

日本赤十字の広報特使でもある藤原紀香さんが、陸前高田市

災害対策本部で運用しましたが、JMAT および日本赤十字社に
【写真⑧】義援金を寄せた姉妹国の現地調査 【写真⑨】台湾紅十字組織の被災地訪問 【写真⑩】介護チームの活動
⑧
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⑨

⑩

関しても、連携をもって被災地に支援に入ってもらっています。た

ざというときには全国各地から集めてくることも可能です。ただ今

チームを置くことができたので、なんとか対応できたと思っていま

命令系統が崩れてしまいかねません。
そういった意味でも、
関係者との協力体制を築きつつコマンダー

だ残念なことではありますが、同じ赤十字社、同じ日本医師会、

になれる医療従事者が求められますし、そのための教育が必要

JMAT 等の医療機関でも、県との連携を聞き入れてくれず、うま

になってきます。現在、全国的にも災害医療コーディネーターを

くいかないところもありました。被災地の医療機関といざこざが

育成しようという流れがあり、その制度についても検討が重ねら

あったところもいくつか認められています。

れています。しかしコーディネーターはあくまでもコーディネーター

岩手県が医療チームを引き受けるという方針については予めア

であって責任者ではありません。責任がとれない人が自治体の災

ナウンスしていたのですが、それが届かない医療機関に対しては、

害対策本部の人たちと対等にやっていけるのかどうか。たまむし

さらに県の方針を徹底して周知させていく必要があったと反省し

色のあいまいな位置づけにしておくことが、有事の際にネックとな

ています。一所懸命対応している被災地の医療機関が、外部か

るのではないか。それを受け入れることになる自治体の災害対策

らやってきた医療チームと連携がとれず、住民のための医療を提

本部としても、慎重に考える必要があると思います。
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支援活動を第三者機関により評価する。

●

日本赤十字社の活動のしくみとしては、被災地支部の指揮命令

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

ボズナー：政治家のパフォーマンスとしての被災地訪問は、アメリカ すね。お答えにはなりませんが考えていきます。
（岩手県総務部

木村幸地：震災当時、秋冨先生と活動をともにした総合防災室の

に従うのが原則となっているのですが、その指揮命令がなかなか

木村です。日本赤十字社の活動は多岐にわたり、しかも迅速に

一本化できず、指示を飛ばしても「それは支部に聞いてから」と

展開されたという印象をもっておりました。社員や職員の方々は、

か「自分たちのチームリーダーに聞いてから」とかいう返事がくる

日頃どのような訓練あるいは研修をされているのでしょうか。そ

ばかりで、事がなかなか進まないこともありました。一般に医師

の人びとを助けることのほうが大切であることを伝えて理解してもら テムがありません。海外の人にとって、振込の制度はなかなか理

れは支部単位で行なわれるものか。それとも赤十字社全体で統

というのはそういう方が多いのかなという印象を述べたまでで、こ

うことはできると思います。しかし FEMA のような組織がなければ、 解しがたいシステムです。また現金を直接送金する場合でも、か

一的に行なわれているものか。そうしたものがあればその状況も

れは秋冨先生のことを言っているわけでは決してありませんので、

大統領が訪問したいと言ってきたとき、それを断ったり対応したりす なりの手数料が発生します。クレジットカードが使える簡単なシス

教えていただきたいと思います。
（岩手県総務部総合防災室）

ひとつの苦労話として聞き流していただければと思います（笑）。

る責任者は誰もいません。

テムがあれば、いいなと思いました。

長谷川：訓練については、本社で行なう統一的な訓練、そして支

秋冨先生、何かご意見ございますか。

秋冨：どの国にでも同じような問題はあるのですね。

小山：ありがとうございます。クレジット対応のことも考えて、義

くとも年に 2 回の訓練を実施しています。
「○○災害に対する訓

事実です。
「あれを出して」といったらあれが出てくるところで働い

自治体にも支援金を受ける窓口がほしい。

中田敬司：東亜大学の中田です。赤十字社は団体の信頼度が高

部単位で行なう訓練との両方があります。岩手県支部では、少な

秋冨：誠に申し訳ないことですが、医師にそういう方が多いことは

でもよくあることで、しばしば問題として取り上げられています。政 総合防災室）

治家のような人たちが災害現場を視察したいと要請してきた場合で アマンダ：県庁には寄付金受付の口座があって、私もその英訳の

も、FEMA のようなシステムがあれば、今はその対応よりも被災地 お手伝いしましたが、海外には日本のような口座振込というシス

援金受付のシステムを考えていきたいと思います。

練」といった特定はせず、情報収集や基礎行動訓練など、さま

ていることもありますし、たとえ小さな病院であってもそこのリー

ざま訓練を実施します。それ以外にも、県や市の防災訓練等にも

ダーとして「お医者様」と呼ばれてきた医師には、そうしたケース

参加させていただいております。いずれにしても、皆で集まること

が多いように思います。派遣先でこころのケアチーム同士で喧嘩

いる私の知人のなかにも日本赤十字社に義援金を寄付したいという 金と支援金がありまして、義援金として集められたものは被災者

が大事と考えています。

した医師に対して、僕がこころのケアをするというようなことも何

人がたくさんいました。しかし海外から日本の赤十字に義援金を寄 に届くことになりますが、支援金の部分をもう少し考えていただ

木村：やはりそういった日頃の訓練や講習があったからこそ、あの

度かありました。当然ながら、全員が全員そういう医師ばかりで

付する方法は簡単ではなかったようです。たとえばアメリカの赤十 きたいと思いました。たとえば国際協力 NGO ジャパンプラット

ように迅速な対応ができたのだと思います。実際、各県から支援

はありません。被災地に支援に入ってくれる志の高い医療従事者

字ですと、ウェブサイドにアクセスしてクレジットカードを使って直接、 フォームなどは、経済産業省と民間企業とで蓄えた資金を、有

に入った日本赤十字社の各救護班に担当地区をお任せしたときに

が十全に活動を展開できるように、現場で被災者のために働くん

義援金を寄付することができますが、当時の日本の赤十字社にはそ 効な活動を行なう事業団体にその要求に応じて評価し一定基準

も、日本赤十字社内でしっかり引継ぎをしながら、活動を継続し

だという目的意識を統一化し、きちんとした指揮命令系統のもと

ういうシステムがなく、寄付したいと思うのにそれができませんでし 額を支給していきます。その活動は国内外を問わず展開されてい

ていただくことができました。そうした活動のなかでも特にロジス

でシステマティックに部隊を運用することが重要だと思います。こ

た。

ティックス、主事担当者の活動が大変行き届いていて、いろいろ

こでひとつボズナー先生にお聞きしたいのですが、今回の震災で

な場面できめ細やかな対応をしていただきました。医師・看護師

日本が苦労したことに、介護福祉の支援と在宅住民の支援、そし

あったのですが、義援金を考えている人たちは、できれば日本赤十 赤十字社の支援金を、そうした分野でももう少し活用できないも

は当然なんですが、主事やその他サポートにあたる方々の活動が、

てこころのケアの支援がありました。アメリカではこうした 3 つの

字社に直接寄付したいという思いがあって、それができないことが のかと思っておりました。ぜひご検討していただきたいと思います。

役割をしっかり弁えていているという印象を強く受けております。

支援は、どのようなシステムで運用されているのでしょうか。

残念だと思いました。私のところにも、クレジットカードで寄付がで （東亜大学 医療学部）

ボズナー：私は、その 3 つの支援についてはあまり詳しい情報を

きるのかという問い合わせが多く寄せられています。日本赤十字社

知りません。ただ FEMA には救急のプログラムがありますので、

では、そうした海外からの義援金を受け取るシステムを構築する予

分たちの活動を検証するにあたって、第三者機関に評価してもら

避難所に避難している生存者に対しては、専門の医師やソーシャ

定はあるのでしょうか。
（Amanda Krips：岩手県 NPO 文化国際課）

うという姿勢はすばらしいと思いました。
（岩手県総務部総合防災

ルワーカー、カウンセラーが、こころのケアにも対応しているはず

室）

だと思います。
（元アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁 危機管理

長谷川：今のご質問は、私の立場ではお答えできかねますので、ご

長谷川：第三者による評価は、災害の急性期と復興支援の二部

室）

も結果を発表しております。お褒めの言葉をいただいたところで

で対応をしている真っ直中に、政治家のような偉い先生が自分を

もうひとつ、日本赤十字社の活動ですばらしいと思ったのは、
東日本大震災の活動に関わる第三者による評価についてです。自

構成になっておりまして、急性期対応についてはすでに本部から

秋冨：今回の震災では、被災地も災害対策本部も死にものぐるい

アマンダ クリプス：岩手県国際交流員のアマンダと申します。赤十 く集金調達能力がありますので、災害時にはかなりの義援金が

字の特に海外からの義援金について質問です。大震災時、海外に 集まると思います。問題はその使い方の部分。寄付金には義援

意見として承って必ず本社にお伝えいたします。

アマンダ：そういうシステムがあれば、海外からさらに多くの義援金
が日本赤十字社宛に寄せられると思います。

小山雄士：総合防災室の小山です。震災当時をふりかえると、岩手

はありますが、先ほど秋冨先生からもご指摘がありましたように、

被災地に案内しろと言ってきて、えらい迷惑を被りました。アメリ

医師というのはなかなか人の言うことを聞いてくれない側面もあり

カでは重鎮が被災地を訪ねたいと言ってきた場合、
「今は来てほ

のお話をうかがって思いました。国内に限らず、海外からの義援金

まして、自分がリーダーという意識の方がやはり多く、その調整

しくない」と伝えられるのか。あるいはそれに対応するシステムが

を受け入れることも視野に入れて、またそうしたしくみをどこが構築

に苦労したことも事実です。

あるのでしょうか。

するかも含めて検討したいと思います。これはとてもいいご提案で

066

て、活動内容も資金の使い方も精査されています。現在、小さな

アメリカの赤十字社をとおして日本の赤十字社に寄付するしくみは NGO、NPO 等の組織には資金力がなく、運営も困っております。

県として義援金を受け入れるシステムをつくってもよかったなと、今
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岩手県立大槌病院
仮設診療所建設の課題と
ロジスティックスのあり方について

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

つまりは医師の組織運営能力です。医療支援となると医師が責
任者となり、コマンダーとして指名されることが多いのが現状です。
医師は確かにすばらしい診療能力をおもちですが、コマンダーとい
いましょうか、組織運営やロジスティックスに関する部分におきまし
ては、残念ながらまだ充分な力量を有しているとは言えません。つ
まりは組織運営や災害医療のロジスティックスに関する教育や訓練
がなされないまま、コマンダーとしての役割を担わざるを得ないとい

講演［4］

東亜大学 医療学部

中田 敬司

うのが現状です。このことによって、さまざまなトラブルが発生する
ケースが多いのです。病院内の患者さんの治療については、高いス
キルをおもちですが、それとはまったく異なるスキルを求められてい
るのが災害現場です。コマンダーとなる医師の組織運営、指揮能
力向上の訓練・研修を含め、このことは今後の大きな課題として検
討していかなければならないと思っております。

秋冨：講演［4］として、東亜大学の中田敬司先生にお話しいただ

ちなみに私のプロフィールについては、レジュメの最後にまとめて

きます。中田先生は現在、一般社団法人日本災害医療ロジスティッ

おります。すべてのリスクを請け負って自身の個人情報をオープンに

ク協会理事でもあり、日本集団災害医学会では災害医療ロジスティ

しております。私は東亜大学の教員もしておりまして、そこでは救急

クス検討委員会の委員長でもあります。今回の震災では、岩手県

救命士の育成に携わっています。学校は山口県下関にありますが、

立大槌病院の仮設診療所の建設に尽力してくださいました。
今回は、

皆さんのお知り合いで将来救命士になってがんばりたいという方が

その経験や観点からの災害支援について提案していただきます。

いましたら、
ぜひ受験をお奨めください。よろしくお願いします（笑）。

①

②

【写真①】大槌町の被害の様子 【写真②】宮古市磯鶏から市街地へ押し寄せる津波

どのようなことをすればロジスティックスの感覚が養われるのだろ

理事 高原亮治（上智大学教授・元厚生労働省健康局長）
・理事

ではここから本題に入ります。本日は、岩手県立大槌病院の仮

うかと日頃から頭を悩ませているわけですが、フランクな喩え話を

中田敬司（東亜大学准教授・日本集団災害医学会 災害医療ロジ

設診療所建設について。そしてもうひとつ、DMAT のロジスティッ

しますと、結局飲み会の幹事をやることです。どういう人が何人集

スティク検討委員会委員長）・理事 千田良（株式会社ノルメカエイ

ていただいたこの会は、実に意義のある分科会だと思います。皆

クスにおける現在の課題というふたつのテーマで 30 分ほどお話し

まってくるのか。どこの店を選ぶのか。予算はどれくらいにするのか。

シア代表取締役・富山大学医学部非常勤講師）
・監事 藤島正之

さんには釈迦に説法かもしれませんが、災害医療分野に従事して

いたします。岩手県立大槌病院の仮設診療所の建設では、大変苦

偉い人は来るのか来ないのか。偉い人が来た場合はどの席に座っ

（弁護士・元衆議院議員）と錚々たるメンバーで構成されています。

いる者として申し上げますと、日本の災害医療分野におけるロジス

労しました。日本の法律をいまさらながら勉強したこともあって、少々

ていただくのか。送り迎えはどうするのか。お土産は何にするのか

ところが大きな問題がございまして、私を除いてほとんどが高齢

ティックスの概念そのものもがまだきちんと確立されておりません。

お恥ずかしいところもあるのですがお聞きください。

──等々いろいろ考えることがあります。これはロジスティックス能

者かつ社会的地位の高い方々で、実際に動くのは私しかいないと

日本における災害ロジスティックスの位置づけ

中田敬司：ご紹介いただきました中田と申します。本日お声をかけ

岩手県立大槌病院の仮設診療所建設の背景

アメリカをはじめとする他国のロジスティックスについては、先ほど

ご存じのとおり、2011 年 3 月 11 日、東日本大震災で発生した

力のひとつです。これをやらせるとロジスティックスについての理解

いうのが現状であります。私は、東日本大震災発災当時、内閣府

ボズナー先生やスペシャルレスキューサービスジャパン株式会社の

大津波により、太平洋沿岸部は壊滅的被害を受けました。日本災

が深まり、能力が高まります。飲み会の幹事は、ロジスティックスの

から要請を受け、中国の南京で危険物処理の事業に携わっており

佐藤孝洋先生からも提案がありましたので、私からは日本の災害医

害医療ロジスティク協会は、民間から資金提供を受けて調査を行

いい訓練の機会になると思っています。さて次にまいりますね。

ました。化学兵器等の危険物があるなか、どのようにして救急医療

療におけるロジスティックスがどうなっているかということについてま

ない、その結果、特に被害の大きかった岩手県立大槌病院の仮設

ずはお話ししたいと思います。

診療所を建設・提供する運びとなりました。これが仮設診療所建

12 月 8 日で、設立してから間もない機関です。一般や団法人の登

こにおるんぞ !! 大事じゃ ! 東北地方で大地震。津波で家が流され

設の背景です。完全譲渡できたのは、2011 年の 10 月でした。

録をして、さてこれから隊員を集めて総括的な活動をしていこうと

たりしよる !!」と電話がかかってきました。これは大変だとすぐに帰

て論じられることが多いのですが、現在、日本災害医療ロジスティ

いっていた矢先の東日本大震災でした。設立当時の役員は、理事

国しようとしたのですが、残念ながら成田空港は当日使用できませ

クスでは、記録・通信・補給・調達・輸送・経理・安全・教育

日本災害医療ロジスティック協会とは

長：春田謙（元国土交通省事務次官・新関西国際空港株式会

んでした。やきもきしながら宿舎でテレビを観つつ、なんとか 3 月

ここで簡単に、日本災害医療ロジスティック協会（Japanese

社 代表取締役副社長）・副理事長 山本保博（日本集団災害医

13 日に帰国できることになり準備を整えました。行先は立川市にあ

クスという考え方をもっております。そうしたなか、災害医療を効果

Association of Medical Logistics for Disaster：JAMeLD）に

学会代表理事 東京臨海病院病院長・日本医科大学名誉教授）・

る災害医療センター DMAT 事務局です。

的に展開するために、ロジスティックスをどのように強化していけば

ついてご説明いたします。当協会はロジスティックスについて学び、

ロジスティックスといますと、どうしても輸送や通信そのものについ

訓練等、簡単にいえば医療行為以外のすべての業務がロジスティッ

いいのかといいう視点でロジスティックスを捉えていただきたいと思

強化していくことを目的に発足した団体でして、主に以下のようなこ

います。

とを事業の目的としております。

もうひとつ、この話に入る前にお伝えしたいのは、先ほど日本赤
十字社岩手県支部の長谷川信之先生からもお話がありましたが、
我々が何に苦労しているかといいますと、やはりドクターの取り扱い
ということです。長谷川先生は「聞き流してください」とおっしゃい
ましたけれども、これはきわめて重要な問題でありまして聞き流すわ
けにはいきません（笑）。ここの部分を改善していかないと、有効
な医療活動やロジスティックス環境は期待できません。本来であれ
ば、医学教育から取り組まなければならない問題なのです。
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日本災害医療ロジスティク協会の設立は 2010 年（平成 22 年）

体制を整えるかといったことを検討していたところ、弟から「兄貴ど

【写真③】厚生労働省日本 DMAT 事務局 発災当日の様子【写真④】DMAT 事務局（2011 年 3 月 13 日）
【写真⑤】DMAT 事務局廊下の壁に張り出されたクロノロジー・ライティングシート
③

④

⑤

［1］ 事業目的

① 大規模災害発生時に災害医療をバックアップする業務 （ロ
ジスティックス業務） を支援する。

② 災害医療ロジスティックス業務を担う要員に対する教育及
び研修を行なう。

③ 災害医療及び災害医療ロジスティックス業務の経験を集積
して今後の災害対応に活かす。
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●

東日本大震災 2011（平成 23）年 3 月 11 日発生

on Disaster Medicine：APCDM）でも発表しています。その座

宮古市磯鶏から市街地へまっ黒な津波が押し寄せました。津波の

しても信じてもらえない。誰もがもっと早く建設できたはずだろうと

前ページの【写真②】は、岩手県沿岸部での津波の様子です。

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

⑥

⑦

⑧

長から完成までにかかった時間を質問され「2 カ月です」とお答え

エネルギーは 1㎡あたり 4㌧トラック 1 台が津波のスピードで走って

いう見解なのでしょうね。この建設時間については、我々も勉強不

きて衝突する力に相当します。つまり高さ 10m の津波というのは 4

足だったこともありますが、今後この期間を短くしていかなければと

㌧トラック 10 台が縦に並び、横に何百台も並んで押し寄せてくる

反省しております。それが本日ここで提案する課題でもあります。

エネルギーということになります。火災が発生するも消火活動は手
が及ばず、燃え尽きるのを待つしかない状態。帰国したいけれども
帰国できない状況のなか、こうした映像をテレビで観ながら、気ば
かりが焦ってどうすることもできませんでした。
【写真③④】は、日本 DMAT 事務局の発災当日の様子です。

なぜ海外の資材を利用したのか

所に海外の資材を使用したのかということがあります。日本国内の
資材を活用すればよかったのではないかというご意見もあるかと思

第 1 回目の講演で、神戸赤十字病院の中田正明氏からもお話しが

います。しかし今回は海外資材を使用しました。これにはいくつか

あったかと思いますが、ここでさまざまなコントロールが行なわれて

の理由がありまして、私たちは以下のようなことを考えました。

いました。私が災害医療センターに到着したのは、3 月 13 日の午
後 14 時頃。写真⑤は「クロノロジー」と呼ばれる DMAT 活動を
示したライティングシートで、どのチームがどこに派遣され、どのよ
うな活動をしているのかを時間とドキュメントで記録していくもので
す。これがセンターのホワイトボード一面に展開されておりまして、
全体状況を把握するのに少し時間がかかりました。
結果として、私は DMAT 活動が収束する 3 月 22 日までの約

【写真⑥⑦】南三陸町・志津川地域 【写真⑧】2 次調査岩手県花巻空港で聞き取り調査（2011.4.14）

皆さんも不思議に思われているかもしれませんが、なぜ仮設診療
建設にあたっての予備調査

大槌町の現地 1 次調査と 2 次調査

調査をしました。その結果、南三陸町・志津川地域・陸前高田市・

日本災害医療ロジスティック協会の理事長・春田謙と理事の千田

大槌町・山田町・宮古市田老町などが候補地としてあがりました。

良がまず岩手県庁に入り、関係者から情報収集を行ないました。

こうしたことを踏まえて、役員会でディスカッションを重ね、予備

現地の 1 次調査として、2011 年 3 月 31 日と 4 月 1 日の両日、

いずれも地震と津波で大きなダメージを受けた地域です。それらの

また、岩手県保健福祉部・同医療局や岩手県立釜石病院の院長、

仮設住宅の建設が始まります。私たちは仮設住宅が建設さ

候補地に向かう前に、各支援医療団体や日本医師会から、いろい

大槌病院の院長、大槌町役場の担当者から被災地の現況をヒアリ

れるため建設資材が不足するだろうと考えました。

ろ情報収集し評価を行ないました。

［1］ 建築資材の不足……避難所生活が落ち着いてくるに従って

［2］ 仮設住宅建設の支障を最小限に……そうした仮設住宅の

建設資材を利用することは、仮設住宅の建築に支障をきた

す可能性があると私たちは考えました。そこでできるだけ被

ングし、本協会のスタンスやどのような支援ができるかをお伝えしま
した。その情報に基づき、4 月 14 日と 15 日、現地に入っての 2

◇南三陸町、 志津川地域……この地域には HuMA という医療団

次調査が行なわれました。これは建設にあたっての情報収集と確認

体が支援に入っており、そこから情報が入ってきました。メディア

視察ということになります。この視察には、日本医師会副会長の羽
生田俊氏や研究部長の澤倫太郎も加わりました。

10 日間、DMAT 事務局等に寝泊まりしながら業務に従事しました。

災地に迷惑がかからないように、海外からの資材を取り寄

で報道されたこともあって、国内外からさまざまな医療団体が入っ

しばらくして協会理事の千田良から「製薬会社のヤンセンファーマ

せようとしたわけです。

ていましたので、なんとか医療活動は維持できていることがわか

また、現地で使う資材を提供したメーカーの株式会社ノルメカ代

［3］ 災害医療に詳しく長けている海外の医療施設 ・ 機器の

りました。イスラエルからも支援が入り、イスラエル医療センター

表取締役のヤン・カールセン氏（ノルウェイ）はじめ、日本災害医

が設置され医療活動を展開していました。

療ロジスティック協会の山本保博、千田良、中田敬司、他に東京

のノルメカエイシアの協力あって実現しました。この会社は

◇気仙沼地区県立大船渡病院……ここは高台にあったため被害が

臨海病院・株式会社ノルメカエイシア関係者などが参加して、岩

◇陸前高田の県立高田病院……この病院は 4 階建ての 4 階まで

被災地の視察と確認をしています。

から震災に役立ててほしいと 1 億 5,000 万円の資金提供が本協会
にあった。この資金をどのように使うか役員会で検討するが参加で
きるか」と連絡が入りましたが、DMAT 事務局の業務が多忙でし

協力……大槌病院仮設診療所の建設は、医薬品メーカー

たので、
その決定は他の役員にお任せすることにしました。そこで
「被

海外の被災地で仮設診療所を建設してきた実績があり、そ

災地は県立や小さい病院も含めて医院・病院がダメージを受けて

こでの経験やノウハウも蓄積しています。

津波を受け全壊しましたが、以前の県立病院（住田町地域医療

いるので、それを補完する医療施設を建設しよう」ということになり
ました。

もうひとつ重要なポイントは、なぜ大槌町に仮設診療所の建設を
決めたのかということ。仮設診療所を建設するためには、いろいろ

県立大槌病院仮設診療所の建設の目的と方法

県立大槌病院仮設診療所建設は、岩手県や大槌町をはじめ、

なところを評価してから動かなければなりません。私たちがその選
定条件としたのは以下のポイントでした。

建設に際しては、まず直面した課題と仮設診療所の今後の在り
方を検討しました。3 月末に被災地のニーズを調査し、4 月 14 日
に確認調査をして役員会で検討し、建設場所を正式に決定しまし
た。この時、建設内容や医療機器も決めております。5 月 2 日に厚
生労働省にプレスリリースを出し、建設着手して 6 月 27 日に引き渡

① 被害が大きい被災地であること

② 医療ニーズが多大にも拘わらず、 医療支援の届いていない
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沿岸地域を効率的に視察できました。
4 月 15 日に大槌町を訪ねました。
【写真⑩⑪】のように、県立
大槌病院の機能はすべて破壊されていました。医療従事者がなん

どの被災地も大変だったのですが、そうした状況のなかでもかろ

とか無事だったのが幸いです。さらに岩手県、大槌町関係者に建
県立釜石病院の医療圏になりますので、県立釜石病院にもうかがっ
てこれからの協会としての計画や予定についてお伝えしました。

設予定地に案内してもらい、現場の状況を確認しました。大槌町は、

参加されていますが、地域の行政や医療機関の協力を得られる

るかといったことです。

2012 年のアジア太平洋災害医学会（Asia-Pacific Conference

◇宮古市田老町……ここは県立宮古病院が高台に建設されていた

しております。この日は、秋冨先生の尽力もあって、ヘリコプターで

てまったく情報が入ってこなかったのが大槌町でした。大槌町はど

整したりしつつ 10 月 4 日完全譲渡したという経緯です。対応策を

したということです。大槌病院の仮設診療所の建設については、

して我々ロジスティック協会の関係者が集まり、ディスカッションを

部分を活用し診療活動を実施していることがわかりました。

うしているのだろうと、実際に 1 次調査を行なうことになりました。

うか。電気や水道・下水道などのインフラの備の協力が得られ

問題は、建設着手から診療開始までに約 2 カ月もの時間を要

◇山田町……当時の県立山田病院がダメージを受けたものの 2 階

か……本日の分科会には、岩手県の災害対策本部の皆さんも

③ 地域行政 ・ 医療機関の協力が得られる被災地であるかどう

ていただきながら、不具合があればそれを調査して、改修したり調

めました。

【写真⑧】は、4 月 14 日の花巻空港での 2 次調査の様子です。
岩手県庁関係者・岩手県医師会関係者・日本医師会関係者、そ

うじて医療を展開していました。ところが、こうした調査を進めてい

環境が整っているかということ。土地を提供していただけるかど

明らかにするために、建設着手から引き渡しまでに生じたさまざま

手県地域医師会の関係者、県立大槌病院関係者とともに大槌町

被災地であること

し診療を開始。大切なのは、6 月 27 日に引き渡しして実際に使っ

な問題を、各報告書や現場の実務担当者から聞き取り調査しまと

センター）60 床でなんとか診療を再開していました。

ために津波の被害はなく地域医療を展開していました。

さまざまな業者・団体の協力を得ながら、なんとか建設にこぎ着け
たというのが現状です。その間、実にさまざまな課題が生じました。

比較的小さいことがわかりました。

【写真⑨】宮古市でヘリによる 2 次調査（2011.4.14）
【写真⑩⑪】被災した岩手県立大槌病院の視察（2011.4.15）
⑨

⑩

⑪

④ 診療所開設後の医療スタッフ及び運営体制の確保が可能な

環境……箱は建てたけれども、実際にそこで働く医療従事者の
確保がなければ医療活動はできません。県市立病院・地域医
師会の協力体制があるかどうかも大事になります。

⑤ そ の他、 他の医療支援団体との調整なども可能かどうか
……といったことを調査していきました。
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⑫ -1

【図①】大槌病院仮設診療所のレイアウト設計

【写真⑫】-1 大槌病院仮設診療所の診察室

大槌病院仮設診療所のレイアウト設計

いますと、岩手県が建設し、その実務工事協力団体として

成されておりまして、用途に応じてレイアウト変更が容易にできるよ

りました。

【図①】が簡易診療所のレイアウト案です。29 個のユニットで構

本協会が関与するというスタンスで法的に適合する体制をと

処できるレイアウトになっています。県立大槌病院の方々とレイアウ
トを検討していきました【写真⑫ -1 〜 5】。
仮設診療所建設に関わる課題 ①工事関係

ここで、大きな課題がふたつ挙がってきました。ひとつは工事関

⑫ -3 処置室

［5］ 消 防法施行令第 21 条 消防設備の設置義務について

……私は元消防官をしておりましたが、それにも拘わらず、

この消防法にも工事終盤で悩まされました。

⑫ -4

⑫ -5

⑫ -5 レントゲン撮影

［1］ 避 難所や仮設住宅から診療所までの距離や交通機関

……診療所を建てたはいいけれども、避難所や仮設住宅か

いわゆる移動手段も併せて考える必要がありました。大槌

［2］ 岩手県建築基本法施行条例第 6 条 急傾斜地との距離の

自動火災報知設備の設置義務があります。今回の建物には、誘導

斜斜面から一定距離を確保し、高さの 2 倍の距離をとる必

火器は購入して置くだけでいいのですが、誘導灯と自動火災報知

確保ついて……この法律にも苦慮しました。建造物は急傾

⑫ -4 受付

⑫ -3

ら診療所まで、被災者がそこに通院できなくてはいけません。

消防法では、建物の用途にもよりますが 300㎡を超える建物には

うになっています。ちょっとわかりづらいかもしれませんが、内部に
は受付窓口があり、待合室や外来診察室、処置室といろいろな対

⑫ -2 薬局・投薬室

⑫ -2

町に相談したところ、ボランティアの協力もあって、巡回バ
スが運用できるようになりました。

灯と自動火災報知器設備と消火器を備える必要がありました。消

要があるという法律です。このことが工事業者にきちんと伝

器の設置には、電気設備工事等に多額の費用とさらなる工事時間

わっていなかったのか、整地をして工事が始まった段階で、

がかかります。岩手県が建設する建物が法律違反するのは好ましく

［2］ 診療体制の構築 ・ 確保 （医療従事者の確保） ……大

槌病院の医療スタッフは幸い健在でした。発災からしばらく

の間は、多くの方が釜石病院で勤務していましたが、大槌

この距離がとれていないことが発覚し、やり直すことになっ

ありませんので、法に適合するよう必要な消防設備を導入し工事を

病院の仮設診療所が整備されていくのに従って、釜石病院

係の主な課題。もうひとつは医療体制確保等の課題です。

てしまいました。甚大な災害という非常時、一刻もすみやか

行ないました。よってさらに工期は遅れて、資金も追加されていき

から戻ってきましたし、人手不足は釜石病院のスタッフ派遣

病院建設には、以下のような法律や規制が関わってきます。私が

に応急対処しなければならない状況にも拘わらず、平時の

ました。南三陸町の志津川病院にイスラエルの医療機関が建てた

や岩手医大（眼科医師）、地元の医師会の協力でカバーし

建築の専門家であればそうしたこともなかったのかもしれませんが、

現行の法律にしばられるというのは問題です。今後の有事

仮設診療所がありましたが、これは日本のプレハブ資機材を使用し

ながら、なんとか診療活動できる環境が整いました。

本当に苦労いたしました。建設に関しては、岩手県の担当者にも格

のことを考えても、この問題は早急に検討すべきことだと思

300㎡以内でうまく収めたのだと思います。

別な配慮をいただき、なんとか庶務上の問題をクリアしていきまし

います。

た。今にして思えば、非常時なのですから、これらの法律や規制も
それに応じてもう少しどうにかならなかったのかなと思っております。

［3］ JIS S 3200-7 品質の規格適合について……JIS 規格も
大きな障害になりました。仮設診療所の水道のパイプも外

［1］ 建築基準法第 85 条第 1 項 災害時の応急的な建築物に

国製パイプを用いていました。しかし、そこからの溶出物試

関する取扱い……土地が確保できてから工事開始までの

験結果が JIS の基準上不明なため、大槌町から上水道へ

仮設診療所を建設するにあたり、私たちがいちばん心配していた

響で浄化槽の調達が困難でした。これもやむを得ないこと

のは医療従事者の確保でした。幸い大槌病院のスタッフが健在だっ

ですが、正直どうにかならなんのかという思いでおりました。

たこと、また釜石病院や岩手医大、地元医師会の協力もあって比
較的スムースに体制は整ったと思います。しかし、そのためにも他

いろいろありましたが、6 月 27 日にようやく完成し譲渡できました。

日程の制限があり、1 カ月以内に着工しなければならない

の接続を拒否されました。そこで急きょ、そのパイプ資材を

上の写真は、①診療所の診察室

という法律があります。実は発災からすでにひと月を超えて

処分して、日本製のパイプを購入し対応しました。上水道

④受付の様子です。被災地の病院は、津波の被害で医療資機材

②薬局・投薬室

③処置室

機関との調整は必須です。今回の診療所建設でも、立地を検討
する時点から、お年寄りでも自分の意思で診療所に通うことができ
るよう地域の交通機関とあらかじめ調整しておく必要がありました。

いたのですが、「もともと県がここに診療所等の建設を計画

につなげることができないと却下されたときには、本当にがっ

もすべてなくなってしまいましたので、県で整備するもの、協会で整

今後は、本仮設診療所が地域の医療や保健衛生にどのように貢献

し、工事に着手していた」ということで、仮設診療所を建て

かりいたしました。どうにかならないのかと。ここでも時間の

備提供するものと手分けをして調達していきました。追加予算も捻

できたのかを評価し、調査していきたいと考えています。

ることができました。さらに足かせとなったのは、こうした応

ロスが生じました。

出し、レントゲン技師や県の医療担当者と相談しながら、すぐに診

者の 3 つに建築主が限定されるという建築基準法です。つ
まり、仮設診療所のような建物を本協会が建てることはでき
ない。大槌町や岩手県、あるいは日本赤十字社といったと
ころでないと建てられないわけです。結果、どうしたかとい

災害発生時、地域医療体制をいち早く補完していくためにも、速

療活動が始められるよう医療機器を整えていきました。

やかな仮設診療所建設は何より重要です。そのためにも仮設診療

ついて……建築基準法第 85 条については、建築確認の

仮設診療所建設に関わる課題 ②医療体制確保等の課題

を設けるなど、災害時の法整備が必要と思われます。こうしたこと

ました。

すが、医療体制確保に関わる課題です。

開は望めません。診療所が完成するまでの 2 カ月の間は、公民館

急的な建築物の建設は、公共団体・日本赤十字社・被災
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［6］ その他 資材の調達 （浄化槽） ……仮設住宅建設の影

仮設診療所建設を終えての考察

［4］ 建築基準法第 85 条第 3 項 第 4 項 建築審査等届け出に

必要性がありましたが、届け出だけでクリアすることができ

所の建設場所選定条件を標準化し、関係法規の緩和措置や特例
もうひとつの問題。こちらはロジスティックスに関わる問題となりま

を進めていかない限り、被災地でのすみやかな医療支援活動の展
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で大槌病院職員や支援に来た医療従事者が被災者の医療を担っ

や指定公共機関との調整や協力が必要になってくると考え、現在、

ンでは、旅行会社はそうした細かい手配に長けているので協定を結

ていましたので、医療そのものが止まることはありませんでしたが、

各機関と要請や調整を図っているところです。

んだらどうかという提案もありました。協定を結ぶ際の課題としては、

く建てることが第一義でした。結果として 2 カ月もかかってしまいま

安全の確保・補償・費用・迅速性・協力要請手段・必要数の把

したが。これは我々の大きな判断ミスでもあったのですが、当協会

さらにより良い対応ができたのではないかとふりかえっております。
岩手県立大槌病院仮設診療所建設に関わってくださったヤンセ
ンファーマ株式会社・ノルメカ本社・株式会社ノルメカエイシア・
共立医科器械株式会社・日本医師会・岩手県医師会・岩手県・
大槌町・岩手県立釜石病院他関係団体、関係各位に心から感謝
申し上げます。
ロジスティックス拠点の役割と可能性

続いて、もうひとつのテーマに入ります。私は日本集団災害医学

会 ロジスティクス検討委員会の委員長を務めています。災害医療
の現場や学会で、今どのようなことが検討されているかといいますと、
DMAT の立ち位置といいますか、他機関とどのように協働していく
べきかということです。
我々 DMAT はこれまで、できる限り自己完結で活動したいと思

• 移動手段：タクシー業界・レンタカー業界

• 被 災地生活：給食サービス業界・病院寝具業界・建設機器リー
ス業界

• ガソリン・燃料：石油業界

握・営業区域外での活動といったことが挙げられると思います。こ

の千田によれば、海外の紛争地域では 2 週間もあれば、ああいっ

のなかでも補償の問題は大きいのですが、こうしたところを整備して

た医療施設が建てられ、すぐに診療活動ができると聞いていたもの
ですから大丈夫だろうと判断したわけです。ところが実際始めてみ

いく必要はあるでしょう。
医療と直接関係のない業界では、DMAT やその活動についてあ

るといろいろな問題が次々に発生して、とうとう緊急性をカバーする

まり知られていないようですから、説明会等の開催も必要です。支

ことができなくなっていました。これは大きな反省点です。またこう

• 患者移送：福祉タクシー業界・民間救急業界

援活動には個々の会員（加入会社）の判断が大きいので、今後も

した案件については建築の専門家をチームのなかに入れるべきでし

継続してヒアリングを実施し、関係業界との連携を協力体制の可能

た。実際、これまでノルメカが診療所を設置したのはすべて途上国

• 医薬品：医薬品卸業界

性についてのディスカッションが求められます。課題の整理を含め

で、先進国で建築したのは今回が初めての事例でした。今回は先

協力要請手段等の具体的な検討を進めていく必要があります。

進国ならではの法律に関わる問題が発覚したということです。

• 輸送：トラック業界

• 通信：通信会社・移動無線・衛星通信

• 医 療器材：医療機器販売業界・医療機器製造業界・医療材

秋冨：アメリカの FEMA では、こうした場合どのような対策をとっ

料販売業界

• 酸素（在宅）：医療ガス業界・在宅酸素業界
• 拠点：高速道路 SA

いながら現場に入っていました。しかし結局その能力は充分ではあ

東日本大震災では、自衛隊の空路によって花巻 SCU にたくさん

りません。ではどうしたらいいかと言うと、いろいろな団体と事前に

の DMAT が参集しました。しかしそこから前線に送るための移動

支援関係を構築しておきましょう。外部資源を活用する方法を考

手段が不足していたために一部のチームしか前線被災地に行くこと

えましょう──ということになります。「餅屋は餅屋」ということばが

ができませんでした。このことは大きな課題として残りました。こうし

あるように、その専門分野の機関や団体から支援を受けたほうが、

た時、地域のレンタカーやタクシー会社と提携を結んでいたらそれ

現存している民間資源や機能を災害対応に有効活用できるという考

を活用できたかもしれません。

え方です。こうしたことから我々は、関係業団体との連携や協力体

中田：おっしゃるとおりだと思います。大槌町の仮設診療所は、早

これは福島県の事例ですが、原発の影響の大きいところにある

制について検討を始めています。以下に示すのは災害医療における

医療施設から患者を退避させる際、適切な医療搬送が必要になり

ロジスティックスのあり方の検討事項です。

ます。避難の必要な地域には多くの患者さんがいたために多大な

○衛星携帯を含めた複数の通信手段を保有する

か搬送に従事しましたが、これも大きな課題です。今後は DMAT

医療搬送資源が必要になりました。その際 DMAT が関与しなんと

ているのでしょうか。

中田敬司氏の提言

ボズナー：FEMA ではふたつのケースをとります。本格的な医療

［1］一般的ロジスティクス能力向上について

施設をいっきに建てることもありますし、トレーラーやプレハブのよう

なものを暫定的に建てることもある。たとえばハリケーン・カトリー

通 信・輸送及び移動・調達（医療・生活他）・本部運営機

ナのときには、医者や看護師は被害を受けなかった建物を利用して

民間企業・団体との連携強化（外部資源の活用の必要性）

ます。ユニセフはその地域にある大きなホテルを利用して医療活動

能の強化が課題

ICS に準じたロジスティクス組織体制の構築（機能専門特
化とそれらのコーディネート）

［2］仮設診療所建設等について

被 災地行政機関・地元医療機関の協力が必須

医療従事者確保と診療所等へのアクセスを考慮

建 築基準法・消防法等関係法の改正、もしは災害時特例
措置の検討

活動していました。そうした場合、FEMA はその業務をサポートし
を展開していました。FEMA はテントを建てて暫定的な医療施設を
つくり、その後スポーツセンター内に医療施設を設けました。このよ
うにその時々の状況によって変わります。（元アメリカ合衆国連邦緊
急事態管理庁 危機管理室）
中田：今回はさまざまな要因が重なりこうした結果になりました。
県には県のプランがあって、施設を建設するためにはだいたいこれ

くらいの時間がかかるということはすでに見込まれていたようです。

に加え、医療搬送可能な輸送手段をもつ民間団体に積極的に協力

ふりかえれば、県の判断のほうが正しかったかもしれません。ただ

整備する

を求めていくことが重要です。

建設が進んでいる間も、大槌病院は小さな診療所を設けて医療活

生活必需品、燃料・ガソリンや生活燃料、輸送、通信や医

動を継続して展開していましたので、当面の医療はカバーできるだ

等へ DMAT 保有医療機関が、統括 DMAT 登録者やサポート

薬品といったことを専門とする関係団体と協定を結んでいくことも、

ろうと判断して、途中から目標を少し変えて、建設を続行したという

○インターネットに接続して EMIS に情報を入力できる環境を
○大 規模災害時に DMAT 事務局及び DMAT 都道府県調整本部
要員を積極的に派遣する

我々 DMAT に必要なのではないか、ということで現在まったくな団

者や、後方支援を専門とするロジスティックス担当者からなる

ついて調整を進めているところです。

○統括 DMAT 登録者をサポートするようなロジスティックス担当
DMAT ロジスティックスチーム（仮称）を養成する

○都 道府県等は、空路参集した DMAT に必要な物資の提供や
移動手段の確保を行なう体制を整備することが望ましい

今後の方針としては、こうしたコマンダーやそれをサポートする要
員をどんどん派遣していくこと。そのためにも、コマンドコントロール

体・企業にご挨拶に伺い、DMAT の説明や状況をお伝えし協力に
たとえば、全国のタクシー協会やハイヤー連合会の方ともヒアリ

経緯もあります。
今回の課題として残ったのは、建築基準法や消防法といった規
制が、こうした有事の際、もう少しフレキシブルに対応できなかっ
たかということ。たとえば県知事から大災害発災宣言があった場合

ングを重ね、
いろいろディスカッションしております。タクシー協会は、

は「○○事案についてはこの特例を適用する」といったことができ

東日本大震災において国境なき医師団等に対して輸送協力を行な

なかったのだろうかと。そのためには誰かが担保しないといけないと

いました。岩手県や宮城県の業界への車両提供や医師等の輸送に

思いますが、完成するまでの間は警備員を置いて対処するとか、火

ついても検討は充分可能であるという返答をいただいております。

災報知器の設置工事は夜に行なって、日中は診療できる許可を出

個人タクシー協会や個人レベルでの支援も考えられます。無線タ

ができる人、それを支援する専門部隊をつくらなくてはなりませんし、

クシーで使う業務用無線（400MHz 帯）は、各団体ごとに一定

ロジスティックスの拠点をつくり、そこを運営していけるようにならな

の地域をカバーしていますから、災害時での活用も可能です。日本

ければなりません。（「ロジスティックス拠点構想」P.021 参照）

福祉タクシー協会は要介護者の搬送で自治体との災害時協定の実

情報を収集したり、物資を供給したりできる拠点をいろいろなと

績がありますし、東京防災救急協会（民間救急）も傷病者の搬送

ころに立ち上げて DMAT が動くしくみを整えていくことが、この拠

を行なっています。このように東日本大震災では各業界が被災者へ

点の目的です。「ロジスティックス拠点構想」を有効に運営し、ロ

の支援活動を行なっていました。

ジスティックス拠点の役割を果たすためには、いろいろな団体との

こうしたいろいろな業界や機関に、これから順次お伺いをたてよう

協働関係が欠かせません。たとえば以下に記したような民間企業

と考えております。先の日本集団災害医学会のパネルディスカッショ
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仮設診療所建設の足枷となった
建築基準法と消防法

すといった柔軟な対応が求められてもよかったのではなかったかと

［質疑］

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

思います。
小山雄士：県災害対策本部の小山です。中田先生にまずは一言。
大槌町に診療所を建てていただきましてありがとうございます。いま

仮設診療所建設を阻む現行法

緊急というお話がありましたが、救急車を走らせるときの緊急性と、

秋冨：被災地の仮設診療所についてはいろいろな意見があります。

応急処置するための医療テント的な緊急性とがあると思います。大

将来的なことを考えると、仮設ではなく法律に則った医療施設を建

槌町は、ある一定期間を経ても地域医療がまったく見込めない状

てるという考え方もありますが、そのあたり中田先生はどのようにお

況でした。集団感染のおそれも心配されていましたので、我々とし

考えでしょうか。

てもすぐ近くに医療に対応できる施設がほしいという思いがありまし
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

た。
そういう目線で見ると、結果的には時間を要したしセカンドステー

も非常につらい思いをしました。本日は NTT ドコモの方も出席され

ジとなったかもしれませんが、あの施設設置はやはり緊急だろうと

ていますが、震災時、あちこちの関係団体から衛星携帯電話や携

私たちは捉えております。（岩手県総務部総合防災室）

帯電話を貸してほしいという要請がドコモに入りました。こっちに貸

東日本大震災と災害対策法

うで調整してほしいということで、私どもも承りました。NTT ドコモ

の能力を高めたとしても、47 都道府県、1,700 の市町村に同じ

小山：平時の規制法が障害になったことは事実で、それが建設の

にも災害対策本部に席を置いてもらい、県が調整窓口となりながら、

ようなシステムがなければ、その能力や機能も共有できません。

大きなネックとなり、中田先生もご苦労されたことと思います。しか

必要なところに必要な台数を配給し、なんとか対応できたと思って

こうなるともはや表面的に何か変えればいいというだけでは済ま

しそんなことは本来はあってはならない。そうしたことを受けて、現

います。

されず、抜本的な制度から考え直していかないとならないと思う

してあっちに貸さないというわけにはいきませんので、それを県のほ

在、国も災害対策法を見直しています。担当者にお会いした折、

こうした経験から、有事の際、さまざまなところから「この資材

国が緊急災害対策本部を立ち上げた際は、総理大臣や知事が包

を提供してほしい」「あの機械を貸してほしい」といった要請が出た

括的に規制をとっぱらってしまえる流れはつくれないものかと相談し

場合、その調整役がいないとぐるぐる合戦になってしまうおそれもあ

ましたら、さすがにそれは無理だろうと言われましたが、法律につ

ると思いました。医療だったら医療、物資だったら物資と、さまざ

いては国でも検討しているということでした。

まな分野の機関と協定を結んで、まさにその調整役として行政が必

しかし現実として、いろいろな場面でこうした問題が起こっている
わけですから、この研究会やネットワークのなかで発言の場をたく
さん設けて今回のような具体例を発信してくべきだと思います。それ
ですぐに法律が改正されるわけではありませんが、発信し続けるこ
とは重要。そうした場があれば、私たちも発言し続けたいと思いま
すし、皆さんにも協力をお願いします。

要だと思います。これは我々の責任として、何としてもやっていけな
いといけない。
しっかりと受け止めてやっていきたいと考えております。
（岩手県総務部総合防災室）

日本の災害対応の脆弱性と
問題の解決に向けて

討論［2］

ズナー先生が指摘された日本の問題点は耳の痛い話ばかりです
が、その内容は先生が 10 年前に本に書かれたことと大きく変わっ
ていません。つまり日本はこの 10 年間まったく変わっていない。
個人の能力を高めていくための教育はもちろん必要ですが、個々

のですが、ボズナー先生としては、どのようなアプローチや解決
＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

策が必要とお考えでしょうか。
関 西では関 西広域 連合（Union of Kansai Governments）
といいまして、救急医療の連携や防災等の府県域を越えた行政
課題に取り組み、国の出先機関の受け皿となって地方分権を推

DMAT は自己完結で活動できるのか。

進させることを目的として、大阪府・兵庫県・和歌山県など関西

秋冨：これまでの講演を受けて討論に入りますが、その前に、実

の 7 府県が地方自治法の規定に基づいて設立した特別地方公共

際現場で起こったことを少しお話させてください。先ほど中田先

団体（広域連合）があります。域内で 2000 万人以上の日本最大

高橋主夫：先年まで消防で現場活動をしていた観点から申し上げ

生から、花巻 SCU に集まった医療従事者の移動手段がなかった

の地方公共団体です。この関西広域連合会が域内の防災計画を

ます。DMAT のチームは、自己完結型ということでいろいろ動いて

こと、また岩手県総合防災室の高橋主夫さんからロジスティック

まとめようと動いています。特に連携と人的・物的支援の受援応

いらっしゃいましたが、岩手県災害対策本部の調整本部に入り、

ス能力の不足についてご指摘がありました。今回、全国から花巻

援に重きをおいた計画が練られておりまして、少なくとも関西では、

と言いつつ、今回の大槌町の仮設診療所建設については、私も

その指揮下で活動していただくと、現場サイドとしてはとてもやりや

SCU に集まった医療従事者 500 名には本当に感謝しています。

資機材やことば、フォーマットをそこで決めた基準で統一しようと

一家言ありまして、どうでもいいと言ったら語弊がありますが、そこ

すいことを経験しました。DMAT が被災地に行くから消防車両を

DMAT は、自ら水や食料を何リットルも担ぎ、医療資機材を担

進めています。私たちもそのようなかたちでやっていきたいのです

に建てたら危険だからやめろと言っているのか、平時の発想で規制

手配してくれとなった時も、調整本部をとおしてもらったほうが調整

いで支援にやってきます。しかしなかには勝手な行動をとるチー

が、日本全域に統一されたフォーマットを普及させることはかなり

しているのか。そこはやはり検討すべきですね。災害対策本部にい

しやすい。それを自己完結型だといって独自に動かれると、結果と

ムがあったことは事実で、
「被災地に行きたいから車を手配しろ」

難しい。広域の災害に対応する取り組みについて、ボズナー先生

る立場として、消防法はどうでもいいとは言えませんが、場所を決

して効果的な活動にはつながらないのではないかと。消防の現場サ

「ヘリコプターを出せ」と要求してくるところもありました。移動手

めてから 1 カ月以内に着工しなければならない法律などほっとけと。

イドにおりますと、国や県から命令が来る、DMAT から要請が来る

段や燃料が限られているので、順次搬送を手配すると伝えても勝

学院 環境人間学研究科 ）

一応公務員なのですが、正直そういう思いはしました。そういうこと

といった状況では判断も難しい。そのあたりを検討していただけれ

手に被災地に向かってしまうチームもありました。

で県の建築住宅課もえいやということで事を進めました。非常時だ

ば、より効果的な対応が可能だと思いました。

ボズナー：これは日本の政治・政府についての問題ですね。かつ

から許してねということは、これからも起こりうることだと思います。

沿岸被災地では、自分たちの食べものも寝る場所もない状況

のご意見を聞かせてください。
（兵庫県立大学 環境人間学部 大

てアメリカでも同じような問題がありました。FEMA がスタート

消防法についてお話がありましたが、事前に仮設の診療所建設

下でがんばっているたくさんの医療従事者がいます。そうしたな

して 13 年目の 1992 年。FEMA はまだ力のない機関で、8 月に

それからロジスティック協会で、いろいろな業界との協定を結ぶべ

を消防関係者に相談はされたのでしょうか。建物が 300㎡以上に

かに「俺に仕事をさせろ」と乗り込んでいっても混乱をきたすばか

フロリダで発生したハリケーン・アンドリューに対して何も方策が

くヒアリングを進めているというお話ですが、そうした現場の状況を

なると自動火災報知器が必要になります。ご相談があれば、消防

りなのですが、それでも行ってしまう。勝手にやって来て、勝手

とれませんでした。このときの大統領はブッシュ大統領でしたが、

知らせてもらいながら協定を結ばなくてはならないのは、むしろ行政

関係の立場から提案もできたのではないかと思います。
（岩手県総

なことをして帰っていく。彼らにしてみれば、支援したいという思

この対応の遅れが指摘され、クリントン大統領にその座を奪われ

のほうだと思います。生々しい話をしますと、他の部局からは、これ

務部総合防災室）

いからの行動なのですが、それが有効な活動とはならず、むしろ

ています。この経験を踏まえて FEMA の機能強化が求められ、

は自分たちの仕事ではないといって多くの案件が防災室に寄せられ

中田：最初のご指摘についてですが、これはおっしゃるとおりでして、

現場を混乱させることにもなりかねない。DMAT は自己完結型の

翌年の 1993 年に大々的な組織改正が行なわれました。

DMAT が自己完結型を目指しているのは、本来、被災地に迷惑を

チームといいますが、なかには食料や宿泊施設についてたずねて

1995 年に発生した阪神・淡路大震災の翌年、日本政府は災

や機関との関係をつくっていかなければならないと思いました。（岩

かけないという目的を大前提にしているからです。しかし現実には限

くるチーム、寒いから暖房器具をもってきてほしいと要求してくる

害対策についてアドバイスを求めにワシントンにやってきていま

手県総務部総合防災室）

界がある。そのことについては気づいていたのですが、その重要性

チームもありました。そういった意味でも、DMAT のチームは日

す。世界会議も開催されました。それから 10 年間、FEMA は災

本赤十字社を見習わないといけません。

害対策についてずっと考え続けてきました。しかし 2005 年のハ

てきます。そうした内部の問題を乗り越えつつ、行政として各業界

中田：いいコメントをいただきありがたいです。今のところ現場では

を伝えても、準備が不充分なまま現場に向かってしまうチームもな

ヒアリングの段階でして、本当に協力できるのか。協定を結ぶとし

かにはいました。我々 DMAT のチームそれぞれには指揮権があり

通信の問題についても然りです。大津波警 報が出された時、

リケーン・カトリーナでも、ブッシュ大統領は再び判断を誤り、的

たら、どことどのように結んでいけばいいのかということをお聞きしな

ませんので、まさに県の災害対策本部のコマンドシステムのなかに

自衛隊・消防・警察は独自の無線を使ってすぐに避難しましたが、

確な救援活動を展開できませんでした。阪神・淡路大震災が発

がら検討しているところです。顔を見ながら相手の立場や考えを知

組み込み協力しながら展開していくことが望ましいと考えております。

DMAT には避難命令を出せませんでした。通信手段をもたない

生してしばらくの間は、日本政府も FEMA にあたるシステムが必

ることができるのがヒアリングのメリットで、今後の対応もいろいろ

もうひとつ消防法の対処について。これは私たちも大槌町の消防

彼らは、津波警報が発令されてもそれを知らずに沿岸部の道路

要だと考えていたようですが、2005 年のハリケーン・カトリーナ

考えていきやすしいですし、実際、協定を明文化する際にもそれは

関係者に相談し、非常時だからと再三訴えたのですが、やはりこれ

を走っていたのです。DMAT の活動でも位置情報や常時つなが

での FEMA の対応を見て、FEMA や ICS は拠り所にはできない

役立つと思います。最終的には行政とのやりとりになると思いますの

はだめですと却下されまして。私も元消防官として見地もあったわ

るシステムは必要です。医療チームは自衛隊や消防・警察のよう

と考えたのではないかと私は捉えています。しかし 2011 年、日

で、こちらこそよろしくお願いいたします。

けですが面目ないです。これからは建設する前に専門家と充分に相

に現場で行動はできないということを、今回現場で痛感しました。

本でこれだけ甚大な震災が起きたのですから、もはや考え留まっ

談いたします。

ている場合ではありません。日本も大きく変わるべきです。

DMAT は自己完結しない。 だから協定が必要

防災標準的システムを日本で構築するために

ているなかに通信に関する項目がありますが、これに関しては我々

日本でも早急に考えなければならない大きな問題です。今回、ボ

高松秀一：業界団体との協定や連携について、中田先生が示され
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木村玲欧：アメリカの ISC にあたる標準的なシステムの構築は、

私は、兵庫県や静岡県の災害対応計画にも協力しました。今
回被災県となった岩手・宮城・福島でも災害対策のプランが計画
されていると思います。そうした災害計画が各地で立てられるよ
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

うになれば、それはやがて大きな計画につながり、日本全国を

門家からの提言を受けてそれを判断し、連邦政府に要請をだす

本部で経験を積む」という試みは、日本でも少しずつ見られるよ

統括する日本政府のプランにもつながっていくはずです。だから

かどうかを判断するのも知事になります。たしかに知事は災害の

うになっていて、兵庫県職員が市町村の災害対策本部に入るとい

私は兵庫県や静岡県の担当者たちにエールを送っています。10

専門家ではありませんが、州の危機管理室には、10 年 20 年と

うことも一部で行なわれています。やはり重要なのはジェネラリス

年前、私とともに災害について研究した務台俊介氏は、最近、国

災害のことを専門にしている職員がいますので、基本的にその担

トのような何でもできる人材を育成する一方、一部の業務につい

会の衆議院議員にもなりましたから、彼をキーマンとしていろいろ

当者の提言を受け入れ、判断することになると思います。20 年前

てはスペシャリストを養成することだと思います。特に災害対応・

なことができると思います。
（元アメリカ合衆国連邦緊急事態管理

は救命救助の依頼程度でしたが、
近年は各自治体も要領がわかっ

防災に関しては、スペシャリストがいないと対応できません。この

後は、被災地の警察・消防・自衛隊などの公共機関、各所轄の

庁 危機管理室）

てきて、的確な要請が出されるようになってきています。

ように日本も少しずつ変わってはきているのですが、全体の数と

通信機関がすべてやられましたので、ドコモの携帯電話の貸し出

秋冨：木村玲欧先生から、ボズナー先生が 10 年以上前に著した

會川雅行：私も危機管理 監のひとりですが、私のように全体的

してはまだまだごく一部というのが現実です。

し支援を始め、県災害対策本部が窓口となって関係機関に配布

な危機管理についてある程度精通している職員が県のなかに数

災害業務が得意ではない職員や災害をやるために入ってきたの

していました。当初は要請があったところから対応していたのです

中、務台俊介先生とともに阪神・淡路大震災後の日本の対応を

名おります。災害が発生して最終的なことを判断し命令を下すの

ではないという職員が災害・防災関連部署に配属されると、何も

が、数が膨大で台数が間に合わなくなるだろうということで、県

分析したもので『米国専門家が見た日本の危機管理』
（季刊 消

は県知事です。私たちは、災害に関する諸問題を分析・検討し、

起こらないことを願いながら 2 年間がまんして仕事しているという

と相談して必要なところから優先順位をつけて対応していきまし

防科学と情報）No.68 2002 年春号で紹介されています。ここ

知事をいかに補佐するかという立場になります。現在は、日本で

ケースも少なからずです。そのあたりの意識も変えていかなけれ

た。携帯電話や衛星携帯電話の貸し出しは、宮城県・福島県も

で日本の問題点について指摘されているのですが、今回の震災で

もそうした専門家を採用する自治体が増えていますし、東京都で

ばならない。変わっていかなければなりません。そのための教育

同じように行なっていたのですが、あちらは本県のような連携をと

もその時とまったく同じ問題が露呈しました。共著者である務台

あれば局長クラスでそうした人材を導入するようになってきていま

やしくみを継続的に考えていくことが大事ですね。ボズナー先生

らなかったために、いまだ貸し出した電話の回収ができておらず、

先生がこのたび衆議院議員になられましたので、危機管理に関し

す。
（岩手県総務部総合防災室）

のアイディアは、
日本を指南するきわめて大切な提案だと思います。

行方不明になっている電話機が数十台あります。岩手県では、災

て具体的な対策が講じられるのではないかと期待しています。

秋冨：今回は、東京電力福島第一原発事故に関する独立検証委

本についてお話がありましたが、これはボズナー先生が日本滞在

員会の報告のなかで「人災」ということばが使われました。本来、
災害対応の責任者は知事・補佐としての防災危機管理管

現場の専門家に任せるべきところを、菅前首相ら政府首脳が介

（兵庫県立大学 環境人間学部／大学院 環境人間学研究科）

災害につよい通信システムとネットワークづくり

秋冨：本日は NTT ドコモ東北支社岩手支店の加藤隆氏も参加さ
れていますが、通信の視点から意見があればお話しください。

加藤隆：震災時には、3 月 12 日から約 1 カ月、県の災害対策本
部に情報連絡員という立場で加わっておりました。発災当日の午

害対策本部が調整をしていたことが功を奏して、その対応は高く

ボズナー：初めのうちは 2 年の職務は県からひとりだけでも構わ

評価されています。

ないと思います。ひとりずつ出せる県が 5 県そろえば、その者同

通信関係については、発災当時に通信が断絶したということで

中田敬司：ボズナー先生におたずねしたいのは、日本への 7 つの

入し、無用の混乱と危険の拡大を招いたと評されています。ISO

士でローテーションして 10 年の経験を積むことができ、5 人のグ

大変ご不便をかけましたが、今回の震災の経験を踏まえた新た

提言のなかの第 2 の提言
「災害のトップを任命する」についてです。

22320（社会セキュリティ－危機管理－危機対応に関する要求事

ループの災害のスペシャリストになることができます。

な災害対策への取り組みということで、ドコモでもさまざまなこと

日本では災害対策基本法の上で、災害のトップは都道府県知事

項）にはヒューマンファクター（human factor）という項目があ
ります。これは、人間や組織・機械・設備等で構成されるシステ

紺野由夫：岩手県政策地域部の紺野です。有事があった際、職

を検討・実施しています。まずひとつは「重要エリアの通信確保」

と任命されています。しかし都道府県知事が災害の専門家かとい

員の過度の法令順守については県庁内でも問題となりました。私

です。行政機関・公共機関のある場所、人口の多い地域につい

うとそうではありません。アメリカでは、災害が発生した際には、

ムが、安全かつ経済的に動作・運用できるために考慮する「人的

は 2012 年まで法務学事課で、条例等の審査や総合調整、行政

ては、基地局の無停電化やバッテリーの 24 時間化を図っていま

FEMA の責任者が大統領よりも強い権限をもってコントロールし

要因」を意味し、災害対応できわめて重要です。これがトップの

情報化に関する企画・調整・推進等を行なっていましたが、法務

す。また通常の基地局とは別にＮＴＴビルの鉄塔上などに大ゾー

ていくと聞いていますが、こうしたことが日本でも可能なのかどう

対応でころころ変わってしまうようではいけないものなのです。

の立場にいながら、有事の際は平時の法律を守らなくてもいいと

ン方式基地局を設置し、災害時の通信確保に取り組んでいます。

か。
（東亜大学 医療学部）

主張しておりました。陸前高田市に派遣されて感じたのは、農地

被災エリアへの対応として、避難所等の通信確保のため衛星携

ボズナー：日本の現在のシステムとアメリカのシステムは基本的に

自治体職員の異動を活用して災害のプロを育てる。

法を厳守しなければという意識が当の陸前高田市や県の農林水

帯電話を備蓄しています。現状では約 1,000 台準備していますが、

ボズナー：木村先生が、現在の日本の対策についてお話しされま

産部に根強く、それが復興事業の足かせとなっていることでした。

最終的には 3,000 台を目標に配備を進めています。また、衛星

策本部がもっとも大きな任務を担うことになります。もしカリフォ

したが、いま私にはちょっとしたアイディアがあります。日本の自

陸前高田市はあれだけの被害を受けて、買い物をするお店すら

システムを活用した移動無線基地局車の増配備も進めています。

ルニア州に大災害が発生すれば、カリフォルニア州の知事がもっ

治体の職員は任期がほぼ 2 年。2 年経つと人事異動があって仕

ない。スーパーを建てる場所もない。農地にあたる場所にスーパー

さらに災害時の顧客の利便性向上として、災害により音声がつ

とも大きい任務と責任を負うことになり、その権限は大統領には

事の内容も変わります。こうしたシステムのなかで、災害に関わる

を建てようとなったわけですが、県の農林水産部はそんなことは

ながりにくいときにデータ化した音声を届ける「災害用音声お届け

ありません。しかし責務はあります。FEMA は連邦政府としての

専門家を養成するひとつの方法として、2 年間災害対応に携わっ

まかりならんと一蹴しました。私はその時「今そんな法律を守る

サービス」を 2012 年 3 月から開始しました。NTT には災害時

イニシアチブをもっていますが、立場的には大統領の危機管理省

た職員が、2 年後に別の自治体の災害対策本部に入って仕事する

必要はない。建ててしまえばいい」と言って市長に決断を迫りま

の安否確認の「NTT 災害用伝言ダイヤル（171）
」がありますが、

の統制下にあります。カリフォルニア州危機管理部の職員は、被

というのがあります。たとえば、岩手県の災害対策本部で災害に

した。結局、市長は決断しなかったのですが。なぜ守らなくても

ドコモの「災害用伝言板サービス」はｉモードでの入力が苦手と

災の状況に応じて大統領に支援を要請し、それを受けて大統領

対応した職員が、2 年後に兵庫県の災害対策本部に異動して仕

いいのか。それは市民の生活が第一だから当然だと思います。世

いう声が多かったことから、使い慣れた音声通話で簡単に操作

は連邦政府の FEMA に対応指示を出します。

事する。さらにその後の 2 年間は静岡県の災害対策本部で仕事

論が熟して農林水産省も了解を出しましたが。後々日弁連の方に

できるものです。これは大規模な災害の発生により、音声通信が

は同じです。被災地の州知事に一番の権限があり、州の災害対

カリフォルニア州の危機管理部とFEMAの危機管理省のスタッ

するといった具合ですね。その間、静岡県の災害対策本部の職

確認したところ、そうした緊急事態でそんなことはまったく問題に

つながりにくくなった場合に提供するパケット通信を利用した災害

フは日頃からやりとりしていますので、支援要請のディテールはす

員は、兵庫県の災害対策本部に勤める。このようにローテーショ

ならないと。堂々と進めればよかったのにということでした。

時専用のサービスで、安否情報の音声メッセージを登録すると、

ぐに把握できます。被災地の知事から要請を受けた FEMA は、

ンを組めば、彼らは合計 4 年間災害の仕事に携わることができ

こうした自治体の傾向は、これだけの災害が起きた後において

要請に応じて水や食糧などを支援します。小さい災害であれば州

ます。いろいろな県でこうした交換職員のシステムを取り入れるこ

も、いまだに旧態依然としてあり、立法府がそれに対応した立法

内で対応し、大きい災害や特別な問題が起きれば連邦政府に援

とができれば、災害の専門家を育成していくことができるのでは

通知を講じていないことも怠慢だと思います。これは法律家や研

緊急情報「エリアメール」は従来、震度 4 以上が予想される地

助を要請し、その職員が FEMA の立場で支援するわけです。

ないでしょうか。その分野で 5 年、10 年と経験を積んでいけば、

究者についてもいえることですね。2012 年 11 月にも、私は土地

域に緊急配信されていましたが、2012 年 2 月以降、津波警報が

中田：権限はどのようなバランスになっているのでしょうか。たと

災害危機対応にあたれるプロの要員を育成していくことがででき

利用関連法にかかわる法律家に苦言を呈しました。有事の際は、

発生された際にも、エリアメールで情報を発信できるようになりま

えばカリフォルニア州がダメージを受けた場合、その州知事より

る。いろいろな職場で働くことで、それぞれのシステムを理解す

誰のために何をするかという観点から法律も運用していけばいい

した。
「エリアメール」は気象庁が配信する緊急地震速報や津波

も大きな権限をもつ災害の専門家がいて、その人がカリフォルニ

ることもできますし、災害が発生した際には、それらの自治体が

のだと、今日のお話を聞きながら思った次第でございます。現在、

警報や国・地方公共団体が配信する災害・避難情報を回線混雑

ア州の知事や危機管理部もコントロールしていくようなシステムに

協力して対応することも可能だと思います。

市町村の指導をしておりますが、何かあった際には、平時の法律

の影響を受けずに受信できるメールサービスで、現在、岩手県で

なっているのかどうか。
（東亜大学 医学部）

木村玲欧：それはとてもすばらしい提案ですね。いまボズナー先

は守る必要がないと伝えております。何かあった場合は辞めるこ

は全地域の市町村が配信可能となり採用されています。2012 年

とになっております（笑）。
（岩手県政策地域部市町村課）

3 月以降は、災害発生時には、岩手県内全 33 市町村から災害・

ボズナー：やはり一番の権限者は州知事です。危機管理室の専

078

生がお話しになった「別の自治体の職員と交替しながら災害対策

相手に SMS（ショートメッセージサービス）でお知らせが届き、
登録されたメッセージを聞くことができるサービスです。
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●

避難関連情報が、配信対象エリア内の緊急速報「エリアメール」

できない。こんな状況ですら平時の基準にしばられるのか」とい

に対応した携帯電話に配信できるようになりました。

う視点で記事を書いてもらいたい。おそらくそのほうが被災者を

2013 年に入ってからは、全国瞬時警報システム
「J-ALERT
（ジェ

救ってくれるのではないですかね。行政としては、規制を破って

イアラート）
」のメッセージをエリアメールの受信端末と自動連携

もいいのかというジレンマがあるし、頑なに規律を守ろうとする律

するため、日本語音声合成ソフトウェア SpeeCAN（スピーキャン）

儀なところもありますから、世間の気運が変わればむしろ行政も

を開発しているアルカディアという企業と協力しながら国からの緊

動きやすくなります。それでもやらなければ行政サイドの怠慢とな

急情報を自動的にエリアメールで告知するシステムづくりを進めて

る。記事の書きようとして、そうした被災者の目線からのアプロー

います。有事の際、通信機能は特に重要になってきます。災害に

チもあるのではないかと思いました。
（岩手県総務部総合防災室）

強いネットワークをづくりという第一の使命がありますので、これ

玉置晴朗：私は 2000 年の三宅島噴火の際、マスコミを使わない

からも災害対策本部と調整を重ねながら検討していきたいと思い
ます。
（NTT ドコモ東北支社岩手支店）
坂口奈央：本日はオブザーバーとして参加しました。私は 2012
年 7 月まで、いわてめんこいテレビでアナウンサーをしておりまし

Logistics
Training
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と東京都知事は絶対に動かないと提案したことがあります。アメ

リカでは、こうしたマスコミ対応をどのようにしているのでしょうか。
（数理設計研究所）
ボズナー：提言の 15 番にも広報活動という項目を設けています

た。震災後すぐに現場に向かい、約半年間、被災地で取材を続

が、広報活動はとても大事な問題です。FEMA では、新聞やテ

けてきました。震災や震災復興について現場を取材してきた者と

レビなどのメディアを研究してきた人が広報を担当しています。彼

して、ボズナー先生のお話のなかにもあったように、教訓から学

は FEMA のしくみについてもよく理解していますし、新聞や放送

ぶためのシステムがないことを実感しております。震災復興のこと

メディア、その影響力や伝播の仕方などについてもよく理解して

を学問として構築できないものかと考え、2012 年 7 月末にめん

います。災害が起これば、即 FEMA の立場から報道機関に情報

こいテレビを退社して、2013 年 4 月から岩手県立大学大学院に

を提供し、メディア機関も FEMA の担当者に取材にきます。

入り研究者としての道を歩み始めました。本日の皆さまのお話を

玉置：私は、日本のマスコミの災害や自然現象に対するスタンス

市町村およびボランティア現場からの視点

いとが交錯しております。皆さんそれぞれの立場での意識がとて

コミは、目につくものしか報道しようとしない。見えないものを知

弘中 秀治

も高く、お話についていくのが必死でした。新たな考えを得られ

る、あるいは学ぶということをもっと深く捉えて報道しなければな

るきっかけとなりました。
（元めんこいテレビアナウンサー）

らない。それは災害対策の基本活動でもあろうと思います。そう

うかがい、なるほどなという思いと、力になれなかったなという思

が、アメリカのそれとは全然違うように思っています。日本のマス

したことをきちんと伝えることができれば、世論も変わってくる。
災害の報道とマスメディアのあり方

そこまでに至った背景をもう少しポジティブに表現し報道できな

大槌病院の仮設診療所について講演がありましたが、そこで感じ

木村：現在、文部科学省の事業の一環として、防災リテラシーハ

金沢保郎：NHK 盛岡放送局の金沢です。先ほど中田先生より、

いものかと思います。

たのは、既存の法律にとらわれるあまり、そこに無駄な時間と労

ブの構築を進めています。日本は東日本大震災の教訓をはじめと

力を費やしてしまったということ。これを自分の仕事に置き換えて

するさまざまな災害教訓を活かさなければなりません。災害に対

みると、不遜な言い方になるかもしれませんが、自治体の皆さん、

する標準的な教育のシステムを構築する必要があります。これま

マスコミの目を気にしすぎているのではないかという思いがいたし

での災害の経験を受けその教訓を活かして、災害対応従事者とい

ました。
「後で何か言われるんじゃないか」といったことを、ひょっ

われている方、そして一般の市民の双方が防災について学ぶこと

としたら無意識にでも考えられているのではないかと。そうしたこ

ができるようなしくみをウェブ上につくろうと考えています。資料を

とがあるとすれば、私たちの仕事の方法も改めなければなりませ

ダウンロードしながら、それを組織・地域の中で学ぶことによって、

ん。こうした場で議論されているように、これだけの震災を受け

みんなが災害・防災に関する標準的な知識を学ぶことができるよ

て非常時の対応のあり方については、もっと寛容であっていいと

うなものをつくりたいと考えています。そのメンバーとして秋冨先

いう雰囲気も確実にありますし、我々報道機関の間でも明らかに

生にも参加していただいています。
（兵庫県立大学 環境人間学部

そういう気運に向かっています。私たちも取材をするうえで、なぜ

大学院 環境人間学研究科）

そうなったのかその理由を正しく判断し取材していかなければな

秋冨：ボズナー先生から再三指摘されている「過去の知見を活か

りません。平時ではないのだからということを皆さんから伝えても

しきれていない」ということ。過去の経験と知見をすべてを統合

らえれば、それを私たちも視聴者に伝えたいと思います。そうし

して、訓練や事前学習、自己学習を含めた、さまざまな対応が勉

た姿勢が私たちにも必要なのかもしれません。そんなことを皆さ

強ができる環境をつくっていきたいと考えています。それらは実

んのお話を聞いて一番感じました。
（NHK 盛岡放送局）

際の災害対応にも使えるシステムとしていく予定です。

小山雄士：NHK の金沢さんとはおつきあいが長いので、あえてこ

こで言わせてもらうと、報道関係者に期待したいのは、我々がやっ
たことの理由を聞くことよりももっと先に進んで「被災者を救うた
めにやろうとしているのに、既存の法律が邪魔をして目的が達成
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開 催 日：2013 年 2 月 5 日 13:00-18:00
会場：メトロポリタン盛岡（岩手県盛岡市）

【研究説明】

「ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム」の目的と概要
岩手医科大学医学部救急医学講座

秋冨 慎司
【講演 1】

宇部市総務管理部防災危機管理課 防災危機管理
【講演 2】

災害医療ロジスティックス

一般社団法人 日本災害医療ロジスティック協会

千田 良

【講演 3】

将来の人工衛星利用について

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 宇宙利用ミッション本部衛星利用推進センター（SAPC）

冨井 直弥
【討論 1】
【講演 4】

DMAT におけるロジスティックスの課題

東京医科歯科大学大学院医師学総合研究科 救急災害医学分野

大友 康裕
【講演 5】

DMAT ロジスティックス要員の養成

独立行政法人 国立病院機構災害医療センター 災害医療技術員

市原 正行
【講演 6】

東日本大震災時の教訓 物流に関わる課題
陸上自衛隊北部方面隊総幹部 幕僚長

川崎 朗

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの
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●

に向けた新たな知見を得ることを目的として公開されています。ま
たこのサイトでは、当作業部会の基本テーマでもある「防災リテ

開催日：2013 年 2 月 5 日 13:00-18:00
会

場：メトロポリタン盛岡（岩手県盛岡市）

「ロジスティックス能力の育成の
ためのトレーニングプログラム」の
目的と概要

ラシーハブ」についても紹介しています。
「防災リテラシーハブ」とは、一般市民・災害対応従事者の皆さ

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

市町村および
ボランティア現場からの視点

んが、①災害からの被害を出さないようにする（被害抑止）こと
②それでも出てしまった被害をなるべく最小限にとどめて復旧・復
興を進める（被害軽減・回復）ために必要な能力＝防災リテラシー
をインターネット上にまとめたサイト（ハブ）のことです。
防災リテラシーハブには、①防災・減災について学ぶべき知識
②効果的な災害対応に必要となる技術
能力・態度

③災害に対する基本

がまとめられています。災害対応従事者の方々にとっ

【図①】山口県宇部市の防災マップ
災害危険区域 1,091 カ所

講演［1］

宇部市総務管理部防災危機管理課 防災危機管理

弘中 秀治

ては、平時の事前研修・事前訓練、発災時の実地での災害対応、
市民の方々にとっては、平時の学習・訓練、発災時の事後学習と

［研究説明］

岩手医科大学救急医学講座

秋冨 慎司

して利用することができます。
このサブプロジェクトで共有した皆さんの知見をもとに、総合
的な「地震災害シェイクアウト（ShakeOut）訓練」のプログラム

ルを登録しておくと、365 日 24 時間対応で気象情報や防災情報

弘中秀治先生に、現在宇部市で取り組んでいる災害対策につい

を入手することができるシステムですが、開設した 2000 年から

てお話しをしていただきます。

2007 年までの間は、すべて私個人の手動配信。後にようやく予

をつくっていきたいとも考えております。
「地震災害シェイクアウト

算がつきまして、地震や気象警報については自動発信できるよう

訓練」は、最新シナリオに基づいて、お店や学校、オフィスビル

になりました。

といったさまざまな場所で、さまざまな人たちが同時に行なう大
規模な訓練のことです。
秋冨：
「ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラ

秋冨：最初の講演として、宇部市総務管理部防災危機管理課の

こうした事前研修や事前訓練を重ねながら、防災を学ぶコンテ

日本の災害における強み

災害ボランティア活動をずっと続けてきたこともあって、2005

弘中秀治：初めまして。山口県宇部市総務管理部の弘中です。私

年より内閣府防災ボランティア活動検討会委員にも携わっており

は宇部市役所で 17 年間、防災に取り組んできました。東日本大

ます。2012 年に防災基本条例を施行し、宇部市のなかで防災
市民会議を設置しました。防災基本条例は岩手県でもつくってお

ム提案・開発検討委員会」は、京都大学防災研究所の林春男教

ンツをつくり、実際の災害にも対応できるリテラシーコンテンツを

震災時、宇部市としては大船渡市と、私自身は福島県のいわき市

授が中心となって進めている「都市防災プロジェクト」の一環で、

つくることが私たちの目的です。本日は講演者の数が多くて討論

に支援に入りました。宇部市は本州のいちばん西端山口県にある

られると思いますが、市町村レベルではまだまだ数が少ないとい

東日本大震災で災害対応にあたったさまざまな分野の専門家の

の時間が限られるかと思いますが、充分にお聞きになれなかった

市です。人口約 174,000 人。人口規模でいいますと、北海道苫

うのが現状です。

経験や知見・提言を共有しながら、総合的な災害対応の社会基

ことについては、このあとの懇親会の席でご質問などしていただ

小牧市や千葉県佐倉市、東京都立川市などと同規模です。九州

盤の構築を目指して開催されるものです。

ければと思います。

が見える位置にありまして、通信電波環境も北九州と同じという

今回の大震災では、支援する側と支援される側の両方に共通

地域です【図①】。

1999 年台風 18 号の被害とその対応

1999 年（平成 11 年）9 月 24 日、台風 18 号により大きな高

の認識がないと、防災対応も思うようにいかないという事実が改

1995 年には阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件がありまし

めてつきつけられました。災害が発生してぽきっと折れてそこで終

たが、宇部市では琴芝水害が起きました。私は翌年の 1996 年

13 世帯、半壊 567 世帯、一部損壊 5,769 世帯が被害を受け、

わりなのではなく、しなやかに戻る竹のように、倒れた稲穂がま

に宇部市総務部防災室（現防災危機管理課）に異動になりまし

停電 4 日間続き、避難所 13 箇所。延べ 212 人が 14 日間の避

た起き上がるように、力強く立ち上がっていける社会基盤を私た

て、法制度がいろいろ変わるなかで、宇部市地域防災計画震災

難所生活を余儀なくしました。

ちはつくっていかなければなりません。

潮被害が発生し、宇部市では重傷者 4 人、軽傷者 7 人、全壊

対策編を全面改訂する事案、緊急消防援助隊、災害弱者や災害

台風の被害については、写真をご覧いただくのがわかりやすい

阪神・淡路大震災、そして東日本大震災をはじめとする過去の

ボランティアなどに関わる事案に関わりました。今回ここに呼んで

かと思います。次ページ【写真①】は、山口宇部空港に向かうま

大規模災害の経験と教訓をもとに、防災に対応できるトレーニン

いただいた理由も、こういった災害対策に長年携わってきたこと

での道路ですが、このように台風により多くの木が倒れました。

グプログラムをつくり訓練を重ねながら、実際の災害時に活用で

があるかと思います。

市民から最初に入った通報も倒木に関するものでした（倒木の被

きるシステムを構築する。そして防災担当者と一般市民の防災リ

宇部市では、台風や津波、梅雨の浸水対策が当面の大きな課

害は 1,695 本）。当然ながら、こうした状況を見た人は「これは

テラシー向上のためにこのサブプロジェクトはスタートしました。

題となっていまして、気象台から発表される情報が山口県庁を通

危ない」と思い、同じ場所から同じ内容の通報が何本も入ってき

防災を理解し、防災に対応できる能力の育成も、このプロジェク

じて伝えられた際、その情報の理解や判断を的確に行なうこと

ました。これは火災の場合も同様で、火の手が上がると東西南北

トの大きな目的のひとつです。

が求められます。そのため気象観測にも携わるようになり、1998

どこからも見えますから、それを目撃した人たちから集中的に通

本日の分科会には、このプロジェクトの中心メンバーでもある

年に気象予報士の資格をとって日本気象予報士会西部支部を設

報が入ってきます。

兵庫県立大学 環境人間学部／大学院 環境人間学研究科の木村

立しました。翌年の 1999 年、宇部市は台風 18 号というきわめて

高潮というのは長期周波なので、津波と似た性質をもっていま

玲欧先生にも参加いただいております。京都大学の「都市減災サ

大きな高潮の被害（全半壊 549 棟・床上浸水 3,649 棟）を受

す。海沿いにある山口宇部空港では、
【写真②】のようにコンクリー

ブプロジェクト」のホームページには、いま私が説明した基本的

けてしまうのですが、このことについては後ほど改めてお話しいた

トの堤防に当たった波が 10㍍以上打ち上がって落ちてきてコンク

な業務計画書・研究体制・研究成果報告書が詳しく紹介されて

します。

リートなども簡単に破壊されました。このことによって内陸まで浸

います。そのなかに「Geo-portal Online」という地図共有サイ

2000 年、宇部市は「NPO 法人防災ネットワークうべ」を設立

トがあるのですが、これもサブプロジェクトの一環でして、過去

し「防災メール」を導入しました。これはメール形式でいうと全

当時、山口宇部空港の駐車場は、
【写真③】のように海のよう

の災害の教訓や震度・被害・対応・復旧想定、影響分析といっ

国で 2 番目の導入、市民との双方向（返信メール対応）を取り入

な状況になりました。写真でもおわかりのように、普通車の天井

たさまざまな地図や分析手法を共有して、複雑化する都市の減災

れたものとしては全国初となる試みでした。携帯メールや E メー

あたりまで水が上がっています。この駐車場だけでも 586 台の車
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水するという結果になりました。
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①

④

②

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

③

⑤

⑥

【写真①】1999 年 9 月 24 日台風 18 号被害 山口宇部空港道路 【写真②】山口宇部空港滑走路 【写真③】山口宇部空港駐車場の様子 【写真④⑤】西岐波床波旧道。点
線の高さまで水位が上がった。（藤波氏撮影）【写真⑥】第三原集会所付近の竜巻被害

【グラフ①】自主防災組織率（カバー率）

【写真⑦】宇部市防災ひとづくり講座の様子

山口県と宇部市は過去に大きな地震がないこともあって、総務

防災組織づくりということから、地域の自治体や町内会の参加者

省消防庁が毎年行なっている自主防災組織率の調査では、ワー

が多いだろうと思って始めたのですが、やってみて驚いたのは、

スト 2 を記録する状況が続いていました。1999 年の災害を受け

とても幅広い層が受講を希望しているということでした。この活

て、いろいろなところから指摘されて行政機関も努力をし、もっ

動はもうしばらく続けていく予定です。

と自分たちで何かできたのではないかという反省も踏まえながら
課題を一つひとつ克服していきました。
が水没し、各家庭に駐めてあった車も同じように浸水しました。

ションやアパートの水が出なくなったという苦情。水道局に電話し

【グラフ①】を見るとよくわかりますが、2002 年くらいからカバー

地方都市は車がないと生活できません。この高潮後、中古車業

てもつながらないので、市役所にかけたと言ってくる人等々……し

率が急に上昇し始めています。これは地域での防災教育が地道

界がバブルになったという話を聞いております。

かしそのほとんどがたいした情報ではありませんでした。そうした

に功を奏していった結果で、地方誌などが近隣地域の防災訓練

住民同士で教えあえるような情報を共有することを目的に始めた

の様子を紹介したり、
口コミなどで防災に関する情報伝わっていっ

のが、宇部市防災メールです。

て、自分たちでもやってみたいという声が自主的に高まってくるよ

一方、住宅はどのような被害を受けたかといいますと、家の中
でも胸の高さまで高潮が入ってきました。災害当時は市役所で何
本もの通報電話を受けました。実は高潮の来る前日、私は「高潮
に注意しましょう」という文書を作文して上司にあげ、地域で広

うになったためです。こうして 2011 年 4 月には、宇部市の自主

宇部市防災基本条例の特徴

宇部市が考える防災基本条例は、以下のような内容です。

［1］産官学民の連携
［2］防災文化の定着
［3］受援力の向上

［4］意見の反映 ⇒ 防災市民会議

宇部市防災メールと防災情報

防災組織率は 100％に達しました。

防災情報の一般的な流れとしては、コミュニティ FM やテレビ・

こうした取り組みを始める際、私たちは最初に、防災活動は地

基本的な考え方は岩手県でも取り入れている条例と重なるところ

ませんでしたし、おそらく広報を聞いた住民の皆さんもそうだった

ラジオ・新聞などのマスコミを通じて行なうものもありますし、登

域の住民が自主的に行なうことが重要であることをこんこんと伝

もありますが、宇部市ならではの特徴がいくつか挙げられます。そ

ろうと思います。

報活動をしていました。しかしこれほどの被害になるとは思ってい

録希望者へのメールやファクスでは災害弱者を含めた住民の方々に

えます。私のような市役所の職員に講演を依頼してくる地域も多

のひとつが、宇部市は歴史的にも産官学民の連携が強いところ。

住民の皆さんが切迫した声で「いま家の中までに水が来ていま

直接お知らせもしています。従来からあるものとしては、市役所の

いのですが、そうした要望も受けつつも基本的には地域の人たち

もともと石炭産業で大きくなった町で、最盛期には石炭の降下煤

す」と言ってくる。皆さん「水が来ている」と言うんですね。一本

出先機関である楠総合支所・各市民センター・各ふれあいセンター

と一緒に考えることを第一にしてきました。自主防災のしくみはで

塵が世界最大でした。これを受けて公害対策基本法（1976 年）

目の電話を受けて「水が来ている」と聞いた時は、それが海の水

などに情報を流し、自主防災会や町内会自治会の連絡網を通じて

きて終わりではなくて、これから先もずっと続くものですから、自

が制定される前から、工場を含めた産官学民が集まって公害問題

とは思いませんでした。あの地区で洪水が起こるほどの豪雨も来

対象地区に情報を発信していきます。

主的にやること、そして自主財源がもっとも大事です。役所がつく

に取り組んできたという背景があります。1999 年の高潮災害時も、

ていないのに、水が来たというのはどういうことかと思ったことを

れといったからやるという発想では、必ずどこかで活動は撤退し

産官学民の連携をもって、宇部市全体の支援に取り組もうという動

覚えています。家の中に水が来ていると、なぜ避難しないで市役

ていきますし、資金が必要という話になってしまうからです。

きが早期に立ち上がっております。

宇部市防災人づくり講座の開催

として充分に定着しておりません。防災文化については、岩手県

報道

所に電話してくるのだろうということも頭の中をよぎりました。そう

コミュニティ FM
テレビ・ラジオ

いった電話をそのあと何本も受けることになります。
【写真④⑤】は、少し水が引き始めてからの同じ地区の写真で
す。車の中にも人がいましたが、幸い亡くなった方はおられませ
んでした。この写真を撮影した方は、年少時の昭和 17 年に同じ

宇部市役所
E-mail

新聞

無線・電話

地区で、同じような高潮の被害にあわれた方でした。このときの
最高潮位（TP）は海抜 TP363cm（DL574cm）。ちなみに伊勢
湾台風では TP390cm でした。この高潮の直前には竜巻も発生

FAX

1 楠総合支所・7 各市民センター・24 各ふれあいセンター

していまして、
【写真⑥】では建物の 2 階部分が損壊しているの
760 自治会

がわかります。多くの方が重軽傷を負いました。
こうした被害を受けた住民の電話が市役所に集中しました。自
宅の庭木が倒れたとか避難所はどこかという問い合わせ。マン
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7,500 班
78,000 世帯

テレビ・ラジオ

また、先ほども申し上げましたように、防災の意識がまだ文化
【写真⑦】は、秋冨先生にも講師として参加いただいております

でも掲げていらっしゃいますが、防災を文化として定着させること

「宇部市防災人づくり講座」の様子です。地域の組織がある程度

を大きな目標として進めております。それから受援力の向上です。

できてきますと、それを動かす人材育成が自ずと求められるよう

内閣府からもパンフレットが出ていますが、ボランティア活動にし

になります。今回で 4 年目になりますが、中学生・高校生・大学

ても行政組織にしても、支援の力に加えて、援助を受け入れる力

生から 70 代まで幅広い層が受講しています。参加者の構成とし

が求められていると思います。災害が発生すると、我々が支援す

ては、市内 54% 市外 45% 県外 1%。民間企業等 46% 市民活動・

る立場になることもありますし、支援を受け入れる立場になること

ボランティア 9% 県市職員関係 8% 社協・福祉施設関係 5% 自

もあります。その受け入れの準備をしておく必要があります。

主防災組織関係 3% 学校関係 3% 医療関係 3% 報道関係 3%
議員 2%など。
宇部市内在住 227 人 市外在住 193 人が参加しました。自主

こういった基本条例は市民の意見を反映することが大切で、こ
れについても具体的な対応を実現しています。条例の制定及び修
正は「市議会」で審議されますが、
「防災市民会議」はすべて公
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● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

募で構成しています。これまで 40 名の応募があり、その全員に委

去の災害事例や過去の記録との比較によってものごとを判断しま

全壊がなくても床上浸水が 300 世帯ともなれば、ちょっと大きな

員になっていただきました。役所的には、そうした役割をすべて公

す。過去の災害であれば郷土史。過去の記録であれば郷土史。

台風や集中豪雨だとあり得る。そうした災害の基準を自分たちの

募すると、市民のなかには毎日のように情報公開請求をするような

気象データであれば気象庁ホームページ・気象統計情報・過去

町の状況と重ね合わせながら、頭の中に充分叩き込んでおくこと

方もいらっしゃいますので、そうした人たちに入られるとやっかいか

の気象データといった経験を標準化したものが教科書になるわけ

も、役所で防災担当をしている職員には必要なことだと思います。

なとも思っていたのですが、結果的にはそうしたことはなく、先ほ

ですが、そこに記されていないことは「書いていないのでわかりま

この時、私が県の担当者に伝えたのは「床上浸水 299 世帯」

どご紹介した「宇部市防災人づくり講座」を受講された意識のき

せん」となってしまいます。

わめて高い方々が集まりました。

［6］センター設営（広報開始）──センター運営に必要な資機

材・備品、運営資金の確保、設置場所やセンター開始日等
の広報をする

［7］災害ボランティアセンター開設

という数字でした。実際には数えていませんよ。その時点では、

ボランティアセンターは、72 時間以内に設置準備することを目

ではどうしたらいいのか。いまもっとも求められているのは、や

朝からかかってくる電話の数、他の職員が受けた電話の数がどれ

標としていますが、上のような流れがあるので、そう簡単には設

冒頭で宇部市地域防災計画震災対策編の全面改訂について

はり臨機応変に動ける人材を育成していくことです。そのために

くらいになっているのか、まったくわかっておりませんでしたしカ

置できないということもしっかり伝えます。また、ボランティアの

触れましたが、地域防災計画に関しては制限はあるとはいえ、恣

は、訓練などをとおして擬似体験をし、本気にさせることは大切

ウントもしていませんでした。自分が受けた数の情報を頭の中で

参加を希望する方々によくお話しするのは、ボランティアセンター

意的な内容を入れようと思えばいくらでも入れられますし、やろう

だと思いますし、体験談などをとおしてより心に残るものを伝えて

面の情報に変換しているような状態でしたが、これは尋常な事態

を設置する際には、平常時から、ヒト・モノ・カネ・情報を確認

と思えば毎年ころころ変えることもできます。一方、条例というの

いかないと、結局は頭のなかに何も残りません。これは一般の方

ではないと思い「現在、床上浸水は 299 世帯です。まだまだ増

しておくということ。それが設置の切り口になることを伝えており

は行政業務としてはとても重要で、市議会で審議して民主的な手

を対象とした講演を続けながら、長年防災に関わってきたなかで

加します」と伝えました。こう伝えると、向こうも災害救助適用法

ます。

続きをふんだうえで制定されるので、一言一句変えるのがとても

強く実感しているところです。

に対応する災害だということを理解し、そのための対応に動いて

難しく、一度つくってしまうと修正するのが容易ではありません。
つまり、目的や基本理念を明確化することが求められ、長期的
な政策が法的に担保されるとともに、その責任を負うことにもな
ります。

国や県は、数字を聞いてくる

さらに現場で実感したことは、こうした災害が発生した場合、

国や県は被害の状況を数字で聞いてくるということです。手から

くれます。

［1］ヒト──ボランティア運営スタッフ／災害弱者の把握（高齢

災害ボランティアセンターの原則

［2］モノ──資機材の借用／購入等（消耗品）
（携帯電話・電話・

災害対応に加えて、私が皆さまにお伝えしたいのは、災害ボラ

つまり防災基本条例は、宇部市の防災及び減災に関する政策

受話器が離せないような状況のなかで「宇部市さん、大変なこと

ンティアに関することです。災害ボランティアセンターは略して「ボ

を “ 継続的 ” かつ “ 戦略的 ” に実施するための根拠となり、予

になっているみたいですね。被害報告を早く出してください」み

ラセン」と呼ばれています。ボランティアに関わる人たちにはよく

算的にも組織的にもそうした意味合いをもつものとなります。こう

たいなことを言ってきます。それは役人としては正しい問いかけな

お話しするのですが、私はボランティアを行なう際、次の 3 つの

した条例を基本に、安心安全なまちづくりへの取り組みが促進さ

のでしょう。そうした問い合わせがあった時、相手が何のために

原則を意識するよう伝えています。

れることになります。

聞いているのかを察することが大事だと思います。県としてはこの
電話で、この災害が国の災害救助法に適応する災害であるのか。

災害のときに困ったこと

先ほど 1999 年の台風 18 号のことをお伝えしましたが、9 月

24 日の市役所は、朝 7:00 〜夕方 16:00 までの間、電話が鳴りっ
ぱなしでした。災害対応表の記録を見ると 933 件の電話があり

それが山口県が対応する災害救助法に適応するのか否かを判断
したいと思っているわけですから。
人口約 174,000 人の宇部市は、下図の適用基準からすると、
100 世帯が全壊すると災害救助法の適用となります。

ました。避難所はどこかといった簡単な問い合わせは記録に残し
ておりませんので、最初の日の電話が実際どれくらいあったのか
よくわかりませんが、とにかく受話器を置いた途端に次の電話が
かかってくるという状況でした。
これは消防や警察でも同じ状況だったようです。消防本部に
は 6:00 〜 10:00 の間に 586 件の電話があり、119 番の通報は
236 件。携帯電話からの通報が 200 件、緊急電話が 150 件あっ
たと報告されています。何度電話してもつながらないとお叱りも受
けましたが、このように災害対応機関の電話は鳴り止まず、輻輳
でつながりにくくなっていました。その対応にあたった市役所の職
員の 32%が、あの台風で自らあるいは家が被災しています。
災害時の通報というのは、自分の被害のみを一所懸命伝えよ
うとしてきますので、その周りの状況はこちらが聞き出そうとしな
ければ把握できません。
「点の情報」を受けた我々が、地域の被
害状況を想定しながら「面の情報」にしていかなければなりませ
んでした。
経験がない場合、人は比較によって判断する

人がものごとを何から判断するのかといえば、ある程度の訓練

を受けたり教科書を読んでいたりしたとしても、結局、自分の経
験からしか判断できません。自分にその経験がない場合は、過
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市町村人口

5,000 人未満
5,000 人以上

15,000 人未満

15,000 人以上

30,000 人以上
50,000 人以上

100,000 人以上

300,000 人以上

30,000 人未満

50,000 人未満

100,000 人未満

300,000 人未満

［被害の換算基準］

［1］被災者本位──被災者の目線で

［2］地元主体──自分たちの能力を考えて
［3］協働──みんなの力で

で活動を考えて行動するということ。第 2 に地元主体ということ。
全壊

我々のようなよそ者が現地に入ってボランティア活動しても、最終

40 世帯

とを常に意識すること。地元の方々に引き継ぐことのできる活動と

信

60 世帯

ヒト・モノ（物資・場所）・カネ（予算）……役人としては、予
算の裏付けがとれなければ絶対に動きません。そして情報のコ
ントロール。それは受けること、発信することの両方が重要です。
イベントをやるときもボランティアセンターを設置する時も一緒で
すが、いざ人が大勢集まって一緒に事を進めようとなったときに
は、こうした切り口が大変大切になります。

いは自分たちの能力を超えたときには周りにそのことが伝えられ

合わせるという当たり前のことです。

るか（共助）。そのとき支援を受け入れる受援力があるか、という

80 世帯

100 世帯

150 世帯

全壊

0

半壊 200

床上浸水 0 世帯

半壊 0

［4］情 報──情報収集／運営マニュアル／情報提供／情報発

なることを重要視します。第 3 の協働というのは、みんなで力を

床上浸水

0

ランティア活動支援金（募金・寄付金）

50 世帯

半壊 1/2

全壊

［3］カネ──災害ボランティア活動支援資金（共募）／災害ボ

的には引き上げるわけですから、地元の方ときちんとつながるこ

1		

半壊 0

駐車場

30 世帯

全壊

全壊 100		

PC・コピー機・車両・資器材）／災害ボラセン設置場所 ・

災害ボランティアセンターの原則

まず第 1 に、自分たちの都合や建前ではなく、被災者の目線
［災害救助法の適用基準］

者・障害者等）

1/3

床上浸水 0 世帯

床上浸水 300 世帯

全壊を 1 とした場合、半壊が 2 分の 1、床上浸水は 3 分の 1
として換算する被害の換算基準からすると、床上浸水が 300 世
帯で災害救助法の適用となります。
全壊 100 というのは小さな町ですとめったにないと思いますが、

災害ボランティアセンター設置までの流れとしては、次のように

自助と受援力の重要性

災害が発生した際、自分たち（自助）だけで対応するか、ある

ことはボランティアをする側も受ける側も、常に考えていかなけれ

なります。

ばならないことです。

災害ボランティアセンター設置までの流れ

さまざまな場面で見られましたが、災害時に情報が不足するのは

災害時は情報が不足します。それは今回の東日本大震災でも
［1］災害発生

当たり前のことで、そのなかで経験のない人に、安易に判断を求

［2］情 報収集──被災状況や被災者の状況等についてできる

めるのは非常に危険です。これは我々市民にとっても同じことで

［3］設置の判断──収集した情報を基に、関係団体と協議した

る際、うまくいっていることの報告でなくて、うまくいっていない

［4］設 置場所選定──被災地までの距離や設備、被害状況な

う文化にしていかないと、結果的には有効な対応がとれません。

限り情報収集し把握する

す。また、各自治体の担当者が災害対策本部などで状況報告す

上で設置の判断をする

こと、あるいは問題があること、不足していることを報告するとい

どを考慮し、設置場所を選定する（最も効果的な場所を選

ここで述べることは、ボランティアの観点から示したものです

定）

が、我々が外から被災地に入る際に何を見ているかといいますと、

応じて体制は変更する

数

［5］組 織構成──必要な係及び、各責任者を選出する。状況に

①被害件数

②災害救助法の適用になっているか。③避難所の

です。
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国の災害救助法に適用というのは、地元の力だけでは対応で
きない可能性を意味します。外部から手助けをすべき事案である
ということ。ボランティアをする必要があるかないかという判断は、

●

も場合によってはありますが、一緒に考えるということをわかって
もらうということをやっていくしかないと思います。
宇部市の自主防災会が最初に立ち上がったのが 2002 年（平

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

が、彼らの基本姿勢です。一方日本人は、国家（お上）が守って

災害医療ロジスティックス

くれる。行政がやってくれる。クレームは言うが自分はやらない。
自助はやらない。残念ながら、自助と共助をきちんと理解してい

地域能力が高いところや低いところがあるので、現地に入らない

成 14 年）ですが、最初に立ち上がった自主防災会はその時から

と結果的にはわかりませんが、判断のためのひとつの目安にはな

すでにこれまで会長が三代代わりました。人によって温度差もあ

災害心理学者の広瀬弘忠氏が著書『災害の心理学』のなかで

ります。それから避難所の数。
「避難所の数 ×10人」というのはざっ

りますし、熱意のあまりない方、あるいは防災に抵抗がある方も

“ 正常性のバイアス ” と名づけていますが、異常時でも平常時を

くりしたものですが、この人数がボランティアセンターの実施単位

いらっしゃいますが、それでも地域としてやっていこうという意識

で最低限必要と考えています。

づくりとその基盤が大事です。そのためにも、それを実行できる

本日ここでお話ししたことは、私がこれまでの 17 年の間、さま

人づくり、人の教育が急務です。そういった意味でも、今回の秋

ざまな災害を経験してきて重要であり必要だと実感してきたこと

冨先生をはじめとする地域をまきこみながらの皆さんの取り組み

です。今後の災害対応のひとつの切り口として参考にしていただ

は、これからまさに行政のなかで活かしていかなければならない

ければと思いご提案いたしました。

ことですし、もっとも重要なことだと思いますので、大変期待して

ないのが日本の現状です。

感じる。そのため迫る危険を回避しない。避難しない。そのため

講演［2］

に被害が甚大になるということが、現実起きています。こうした

一般社団法人 日本災害医療ロジスティック協会

心理が、依然として私たちの心の中にあります。

千田 良

危機管理・緊急管理・被害管理とは何か

では危機管理とは何か。まとめると以下のようになります。

おります。
秋冨：弘中先生は、長年大変なご苦労をしながら宇部市の自主

ノルウェー王国から学んだ災害医療の概念

助は 7:2:1 のバランスが理想といわれていますが、自助と共助の

千田です。本日は、NGO で災害医療の研究を始めた経緯やこれ

千田良：一般社団法人 日本災害医療ロジスティック協会理事の

防災組織率を 100%にまで高めてこられました。自助・共助・公
割合が 7 対 2、あるいは 9 対 1 の割合で対応できるようにしてい

までの震災での対応、現在進めていることを［1］危機管理 ［2］

かないと、支援する側のロジスティックス能力を発揮できず、本

災害医療ロジスティックス ［3］ロジスティックス人材育成

当に困っている人たちを助けることができません。自助・共助が

つの観点からお話しいたします。

•事故や災害を起こさないように、事前に計画や対策を立て、そ
れに基づいて行動すること──防災・減災といわれますが、し
かしこれだけでは問題は解決できません。

の3

今から 38 年ほど前、私は人工呼吸器や高度循環装置などの

災害対策の主軸となるべきと考えております。今の講演について、

危機管理（リスク・マネージメント Risk Management）

緊 急管 理（ エマージェン シ ー・マ ネ ージメント Emergency
Management）

ご質問のある方はいらっしゃいますか。

製造販売を手がける医療機器メーカーに勤めておりました。医科

高松秀一：岩手県総合防災室の高松です。今回の災害を受けて、

大学や病院など、全国 480 以上の関係機関で臨床立会をしてい

私たちも今まさに検証を進めておりまして、これから向かうべきと

た頃、1995 年 1 月 17 日の阪神・淡路大震災が発生。同じ年の

る──地下鉄サリン事件のとき、その状況から判断して風上に

ころを研究しています。なかでも自助の部分、住民の防災に対す

3 月 21 日、日本貿易振興機構ジェトロの展示会でノルウェー王

行くか風下に行くかで人生が変わります。

る意識の徹底と高揚が大きなテーマとなるでしょうし、そこに力を

国に本社があるノルメカ社を知り、このとき初めて “ 災害医療 ”
の概念を学びました。こんなコンセプトがあるのか驚きましたし、

入れていかなければなりません。宇部市の防災メールも住民が自
ら登録をしないと必要な情報も流れてこないと思いますが、市民
の防災意識を高めるための対策として、メールの他にどのようなこ
とをやったのかもう少し具体的に教えていただけますか。
（岩手県
総務部総合防災室）
弘中：防災メールは双方向にしてありまして、返信メールを全部

チェックしています。通常ですと返信メールはほとんど間違いメー
ルしか届きませんが、災害時には「○○川が一杯になっているけ
れど大丈夫か」といった具体的なことがいろいろ書かれて返って
きます。そうした問い合わせに対して、即答できることはすぐに返
しますが、そうでない疑問点については、一つひとつ地道に答え
ていく。そうしたことで市民との信頼関係が築かれていくというこ
とがあると思います。
それから地域の防災力を高めるためには、必ず地域のなかに
入っていくことが大事だと感じております。町内会や自治会などに
も積極的に入っていって誰がキーマンであるかを把握することも
重要ですし、それと同時にそこの住民と一緒に汗をかくこと。そ
れがなければ、一緒にやっていこうという気持ちはお互いに生ま
れません。役所の人がやっていると思われたらだめなのです。一
緒に考えてくれる人がいるということを理解してもらうことのひと
つは訓練ですし、研修であったり自治会が総会で伝えるというこ
とからも、つながりは育まれていきます。何かあったとき、声がか
かったときに、一つひとつ課題を解決していく。解決できないこと
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弘中秀治氏の提言
［1］情報処理能力の向上
災 害情報（被害情報）は、ひとつの通報＝「点の情報」

もし阪神・淡路大震災の前にこれを知っていたら、被害をもっと
抑えられただろうと。この “ 災害医療 ” を日本に広げよう、その
ための事業を起こそうと決心したことが原点です。

•災害発生の直前・直後に位置する時間帯を指す。緊急避難で
はその瞬時の判断が大きな二次災害へとつながる岐路になりう

被 害 管 理（ コン セ キエ ンス・マ ネ ージメント Consequence
Management）

•「結果管理」とも訳されていますが、最悪の災害、事故が起こっ

た後の人命救助を最優先にした計画対策をとること──これが
とても大事です。いつ、どこで、どのような災害・事故が起こるか、

からはじまり、それは災害規模により、数百～数万オー

欧米人の危機管理と日本人の危機管理

その予知・予測が現在ではできません。地震もまったくできて

必要となる

難にあった時、あなたはどうしますか」という質問です。隣人が

そこで何人の人命を救助できるか？

事故や災難にあった時、欧米人はこの次は自分にも起きると考え

念、コンセキエンス・マネージメントの概念です。

災 害情報は玉石混合であり、大量の災害情報の中から、

それに備えます。しかし我々日本人はどうでしょうか。正直、私

さらに「点の情報」を「面の情報」にしていく能力が必

ダーになるため、防災関係機関は、その情報処理能力が
［2］情報のトリアージ（選別）

こうした講演でいつも必ず皆さんに問うのが「隣人が事故や災

おりません。事件・事故が発生した瞬間から時計の針が動きます。
これが被害管理の基本概

重要度による選別（トリアージ）を行なう能力とともに、

自身もそうなのですが、自分にはたぶんそんなことは起こらない

次ページ【図①】は、危機管理・緊急管理・被害管理をグラフ

だろう。その理由は神風が吹くから──これが大半の日本人のメ

にしたものです。縦軸が需要と供給、横軸が時間軸を示していま

要である

ンタリティです。

す。通常の医療であれば、3 分診療と揶揄される現状があっても、

1992 年 10 月には、アメリカ・ルイジアナ州の高校に留学して

2 時間も待てばその日のうちに診てもらうことも検査してもらうこと

災 害情報処理能力を超えた場合に大量の災害情報が殺到

いた日本人学生が、ハロウィンパーティで英語力の不足から誤っ

もできます。しかし発災したらどういうことが起きるか。需要は飛

しているときに、そういう状態であることの報告が迅速

て射殺される事件がありました。2012 年 12 月には、アメリカ合

躍的に増大します。スタッフの被災や病院、医療施設の被災もあ

に上部機関に報告できるような臨機応変な対応のできる

衆国コネチカット州のサンディフック小学校で銃乱射事件が発生

ります。そのため供給が極端に落ちます。こうして医療の空白期

人材を育成することが必要である

し、小学校の児童 20 人を含む 26 人が死亡、1 人が負傷しまし

が生まれます。これを被害管理（コンセキエンス・マネージメント

た。こうした事件を受けて、全米ライフル協会もさすがに焦って

Consequence Management）によって埋めようとしたのが阪神・

面 の情報から自資源（ヒト・モノ）の投入配分の決定は

いるかと思いましたら、そんなことはなく、まったく動じていない

淡路大震災後で、これが人命を救えなかった背景と考えられ、大

ようです。

きな問題となりました。

［3］臨機応変な対応能力

［4］全体を見る能力

もちろんのこと、資源不足が予想される場合に、迅速に
外部支援の要求ができるような人材育成が必要である

では、こうした危機から身を守るためにはどうすればいいのか。
欧米人は家族は個人で守るもの。他人は守ってくれないとするの

私が皆さんに質問するもうひとつが「あなたは消火器をいつ買
いますか？」ということ。東日本大震災で私たちは、岩手県大槌
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【図①】危機管理・緊急管理・被害管理の推移

【図②】企業におけるロジスティックス

需要

医療の空白期
・対費用効果（看板方式）
・企業の競争力の向上
・企業価値の向上

発災
危機管理

株主

供給

24 〜 27 時間待ち

有と連携も大事です。その場その場で瞬時に、需要と供給の帳

ド西部のグラジャー州で大地震がありました。このときも、デリー

尻を合わせていかなければならない。需要と供給の瞬時の同期

までは国際線で行けるのですが、デリーから被災地までの間で

化が求められます。こうした活動がロジスティックスの頂点と私は

コマーシャルフライトが飛んでいない。飛んでいたのは軍用機だ

考えています【図③】。

け。被災地はパキスタンとの紛争地域でしたから民間航空機は入
れなかったのです。当時、日本赤十字社の国際部から依頼されて、

災害医療ロジスティックスの 4 つの必要要件

災害医療ロジスティックスの必要要件として、私は以下の 4R と

被害管理

緊急管理

2 時間待ちの
3 分診療

平常時

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

いうのを考えてみました。

時間

・ライフラインの途絶（電気・水・トイレ）
・病院・医院の倒壊
・医療スタッフも被災者
・限られた医療資材
・通信・交通の途絶
・食糧の欠乏
・絶え間ない余震

町の被災地のお手伝いをさせていただきましたが、その間は猛烈
に忙しかった。そうすると世間は勘違いして、お前のところは災害

・企業活動の継続
・スタッフの安全と安心
・地域・社会への貢献
・企業イメージの向上

災害時

顧客
社員
社会貢献
株主

病院のロジスティックスで重要な需要と供給の瞬時の同期化

では医療のロジスティックスはどうあるべきかということになり

ますが、その前にひとつお話ししたいのは、大東亜戦争、第二次

でもないことです。火事になったそのときに消火器を売りますか。

世界大戦で、日本はなぜ負けたのかという問いです。日本軍と連

火事の真っ最中に消火器を買いますか。そうではありません。火

合軍の一番大きな違いは何か。日本軍にはロジスティックスがあ

事のときに要求されるのは、消火器をもって助けに来てくれる人

りませんでした。戦車や部隊が最優先されて、後方の弾薬・食糧・

たちです。医療関係者や自衛隊、消防、警察、ボランティアも含

医療のほとんどが重要視されておりませんでした。ところが連合

めて。では消火器はいつ買うかというのは、皆さんお考えになれ

軍はどうかというと、ミサイルや部隊はもちろん整えていましたが、

ば自ずとわかると思います。

それに加えて、弾薬・食糧・医療、さらには娯楽まで整えていま
した。

ここで企業におけるロジスティックスについて考えてみましょう。

さて、病院における災害医療ロジスティックスとは何かという本
題ですが、やはり職員と患者の安全を最優先に確保することにな

平常時であれば、企業は以下のようなことが求められ、そのため

ります。そして傷病者への医療を提供するための環境を整える。

の方策がとられます【図②】。

そのためには平時から防災力の強化が大切ですし、災害時の役
割（マニュアル）に沿った行動をとる必要があります。

•対費用効果（看板方式）…オンタイムで品物をデリバリして、在
庫をもたないようにして、対費用効果を最優先します。

災害時の医療現場では、通常と同じものを同じ量で使うことは
できません。いかに減量して効率的に使うかが大事になってき
ます。

が起きると儲かるだろうと言ってきます。死の商人だろうと。とん

災害医療ロジスティックス

［1］Reduce……減量

これが特に大事で、災害時にやることはすべてにトリアージが
求められます。災害が発生したときにやるべきこととやらなくてい

さらにその場でリペアできるものが有効です。

［4］Recycle……再利用

リサイクルできるものを用いること
つまり災害医療ロジスティックスとしてこれらこれら 4R を実現

するためには、以下のことが要求されることになります。
・平時より使える（習熟性） 使い慣れていること
・可搬性……ポータビリティにすぐれていること

・保守性……メンテナンスにすぐれていること
・ユニバーサル性

・グローバル性

災害医療ロジスティックスのキーポイント

災害医療ロジスティックス実現のために、私たちが現在もっとも

• 企業価値の向上

し、効率的な行動ができません。関係者や関係機関との情報共

•企業活動の継続…企業活動の継続、すなわち BCP（Business
Continuity Plan：事業継続計画）が必要になる。

•スタッフの安全と安心…そして、スタッフの安全と安心を守らな
くてはなりません。

• 地域・社会への貢献
• 企業イメージの向上

災害時におけるこれらの活動の原点は顧客にあり、そして社員、
従業員になります。そのうえで、社会貢献や株主と変わっていき
ます。
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［1］医療資器材、医薬品の緊急調達（発災後の調達）
【時間的制約・流通制度・旧型流通品・薬機法】

・スタッフの安全
・入院患者の安全
・多数傷病者の受け入れ
・医療の確保・医療の継続
・医薬品・消耗医材の確保
・地域医療への貢献
・医療班（DMAT）の派遣
・通信の確保
・病院間・行政との連携

発災後の調達が非常に難しい。時間的な制約や物流の問題、

薬機法の問題も絡んできます。
平常時

患者

［2］医療資器材と医薬品の保管、管理

【有資格者・メンテナンス・温度湿度管理・薬事法】

ここでも薬機法が絡んできて、医療資格者の確保や資材のメ

ンテナンス、医薬品の温度湿度の管理が必要になります。

災害時

職員
患者
被災者
地域
被災地

【食・住・医（メンタルヘルスを含む）・NBC 災害】

海 外派 遣の場 合、スタッフは OSHA（Occupational Safety

and Health act：労働安全衛生法）に基づいて、食事やメンタ
nuclear・生物：biological・化学物質：chemical）の場合は特
［7］追加医療資器材と医薬品の調達（現地・海外）

医薬資材の現地調達も難しい問題のひとつです。特に後進国

の場合は、抗生物質等の新しい薬を与えてしまうと、その後いろ
いろとやっかいなことが起きてくる場合があります。

ていますが、キーポイントを並べてみました。

・医療の専門性
・医療の質担保
・患者満足度の向上
・対費用効果（SPD）

［6］派遣スタッフの安全と健康（OSHA に基づく）

にこれが重視されます。

使い捨てではなく再利用できるものを用いるということ

悩んでいるのが次のようなことです。国内・国外の課題が混在し

どうなるかと言いますと、以下のようになります【図②】。

［5］情報・通信の確保と伝達

［3］Repair……修理

分担が充分になされていなかったりすると、病院は機能しません

【図③】災害医療ロジスティックス

［4］医療資器材と医薬品の通関（輸入・輸出）

ルベースの安全が確保されなければなりません。NBC 災害（核：

いことを事前に決めておく。これが決まっていなかったり、役割

これらはひとえに株主のための方策です。これが災害時なると

日間留め置かれ、非常に困りました。

［2］Reuse……再使用

•企業の競争力の向上…コストの競争で企業価値の向上アップを
図ります。

我々もロジスティックス活動をしておりましたが、結果、空港で 3

［8］発災現場での医療資器材のメンテナンス（国内・海外ミッション）
【有資格者（PL、医療機材修理業、医薬品販売業、薬機法）
】
［9］言語、習慣、宗教、文化、食事の違い

［10］ミッションの終了後、撤収（持ち帰り、寄贈）
【清掃・除菌・検疫・通関・運送】

ミッション終了後、そこで使用した資材や医薬品をどのように

処置するかも難しい問題です。持ち帰りか寄贈かとなった場合、
食品の検疫などの問題が出てきます。
［11］活動の記録・総括・記録の保管

［12］ミッション終了後のスタッフのケア（PTSD、感染症等）
【職場内・家庭内】

職場や家庭内にも配慮対応しなければいけません。

［13］グローバル化

【アセアン諸国との共同研究、開発、標準化】

現在、日中韓ではあまり良い関係ではありませんが、
2003 年
（平

成 15 年）に「中国・日本・韓国間の経済協力強化に関する共同
研究報告書及び政策」が提言され、協定を結んでいます。しか
しその会議は、厚生労働大臣の実務者レベルでまだ 2 回しか開
催されていません。
災害医療ロジスティックスの人材育成

東日本大震災から学んだことは、災害対策本部で指揮命令を

［3］医療資器材と医薬品の運搬、輸送。国際線（幹線）と国内

出す医療関係者が絶対に必要だということでした。本震災では、

【定期便・チャーター便・被災地域へのアクセス】

カルコーディネーターの立場とその存在意義を示してくださいまし

線（地域線）の問題

秋冨先生をはじめとする医療従事者の方々が、身を挺してメディ

海外で災害が発生した場合、医療資機材が目的地まで到着し

た。現在、厚生労働省でも災害時における医療指揮者に関する

ないという問題があります。国際線はその国の首都までは飛びま

検討が進められており、災害医療コーディネーターとそれを含む

すが、その先の国内線とうまく連携がとれません。2001 年にイン

調整機能をもった組織の必要性が成文化されつつあります。
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【図④】日本災害医療ロジスティック協会（JAMeLD）の事業概要

被災地

大量の被災者（負傷者・避難者）の発生
救護所／災害拠点病院

ロジスティックス

現地調査

調達

患者搬送

人員調整

医療資器材

被災地外病院

物資調整

日本 DMAT

（医療チーム）

地方自治体

NGO/NPO 団体

（ボランティアチーム）

①

②

③

【写真①】岩手県消防ヘリから被害状況を確認 【写真②】宮古湾。岩手県災対医療コーディネーターの秋冨医師と 【写真③】被災した岩手県立大槌病院

計されたものですので、機密度が非常に高いく、手術や ICU に

午後は、グループに分かれて新潟県中越で地震が発生したこと

使うこともできます。これと同じような施設を陸前高田市の高田

を想定して、ロジスティックス業務の具体的な進め方や役割分担

病院にも設置しました。

を決めて実習しました。今自分はここにいる。どうやって現場に
行き、どのように情報をとって具体的な応援活動としていくのか、

日本災害医療ロジスティック協会

災害ロジスティック要員の養成のための教育研修及び訓練
ロジスティックス活動実績の集積及び分析
災害医療従事者のバックアップの準備・備蓄

災害医療ロジスティックス研修セミナーの開催

テーマに基づきグループでディスカッションし、ロールプレイング

東京都江戸川区のコラボ産学官プラザで、災害医療を支えるロジ

というものです。各グループのなかで活発な議論がなされ、時間

スティックスの専門家の育成を目的として、第 1 回の研修セミナ－

が足りなかったとのお叱りの声が上がるほどでした。グループワー

を開催していました。医師をはじめとする医療従事者、地方自治

ク終了後は、受講生に受講証をお渡し、参加者、講師の皆さん、

体、消防、自衛隊、JICA、NPO、医療関連企業から約 30 名

協会関係者約 25 名と情報交換を行なう懇親会を開き、災害医

が参加しました。

療ロジスティックスについての意見交換を行ないました。

2011 年 2 月 25 日 、3 月11日の震災が起こる直前に、私たちは、

ゲームのような要素を取り入れながら具体的な対応を考えていく

午前中は基礎講義。東亜大学の中田敬司先生（当協会理事）
東日本大震災から学んだこと

［1］対策本部で指揮・命令を出す医療関係者が絶対に必要
［2］被災地域に通じる交通網の遮断が起こる
［3］被災者の搬送、人的物的支援が輸送できず
［4］通信網の崩壊による被災地情報が届かず
［5］被災地が元々医療過疎地域であり病院における災害対応計

• 避難者等の保健衛生確保

• 現地における通信、情報伝達確保

［2］災害医療ロジスティックス業務を担う要員に対する教育及び
研究を行ないます。
［3］過 去の災害医療及び災害医療ロジスティックス活動の記録・
経験を集積・分析をして今後の災害対応に活かします。

による災害医療についての講義、厚生省 DMAT 事務局の市原正
行氏による災害医療活動におけるロジステイックス業務の概要を
具体的に解説されました。また、自衛隊中央病院の山田省一元
副院長と武蔵野日赤病院の高桑大介課長が、それぞれ医師、ロ
ジスティックス要員の立場から、東日本大震災における災害医療
活動について講義されました。

画が進んでいなかった
［6］DMAT は緊急出動したが、急性期疾患はほとんどなし

こうした高い理想を掲げてはおりますが、設立からまだ日が浅
くまだ理想には至っておりません。

【写真④】基礎工事とコンテナ骨組みの設置 【写真⑤⑥⑦】完成した県立大槌病院の代替診療所の内部 【写真⑧】診療所外観

こうした経験や反省を踏まえ、私たちが NGO としてやるべき
ことは人材育成に尽きると考えています。一般社団法人日本災害
医療ロジスティック協会（JAMeLD：Japanese Association of

岩手県立大槌病院の代替診療所の建設・運営

東日本大震災で私たちは、岩手県立大槌病院の代替診療所の

Medical Logistics for Disaster）を、震災前年の 2010 年 10

設立と運営に携わりました。一般的には “ 仮設診療所 ” と呼ばれ

月に設立し、次のような目的を掲げながら事業に取り組み始めま

ていますけれども、私たちは仮設とは捉えておりません。ほぼセ

した【図④】
。

ミパーマネントに近いかたちの診療所として機能する設備を造ろう
と考えてきました。

JAMeLD 事業目的

［1］
「大規模災害発生時に災害医療をバックアップする業務（ロ
ジスティックス業務）」を支援します。
【主なロジスティックス業務】

⑦
⑧

③】。代替診療所を建てるために、ノルウェー、タイ、中国からフ
ラットパックという緊急展開できる資材を取り寄せ、コンテナ骨組

•医療資器材、医薬品、活動支援機材、必要生活物資の供

460 平米あります。内部も一般的な診療所と変わらないくらいの

092

⑥

診療所を建設するにあたって、まず最初に地上からの視察と同

みを設置し組み立てていきます。

給確保

⑤

時に、県の消防ヘリで現地の被害状況を確認しました【写真① -

• 医師、看護師、支援スタッフ間の業務調整

• 医療チーム派遣にあたっての関係機関の調整

④

【写真④ - ⑧】が 完 成した大 槌病院の代 替診 療 所です。約
清潔さや機密度があります。この施設は病院用医療施設用に設
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⑩

⑨

⑪

【写真⑨】南スーダン セミパーマネント ホスピタル プロジェクト 【写真⑩】診療室 【写真⑪】レントゲン室

岩手県立大槌病院の代替診療所の建設・運営

大変な手間暇がかかります。

ている医療施設についてご紹介させてください。

40 フィートのコンテナ 8 台を使って病院を造りました【写真⑮〜

ここで少しだけ、我々の親会社であるノルメカが世界で展開し

サウジアラビア マルチスペース ホスピタル プロジェクトでは、

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

21

22

⑮⑯サウジアラビア マルチスペース ホスピタル プロジェクト ⑰ラボラトリー ⑱ ICU ⑲検査室 ⑳薬局 21 緊急治療室 22 休憩室

秋冨：ありがとうございます。千田先生が支援してくださった大槌
町の仮設診療所建設では、パイプがつながらなかったり建築基

【写真⑨〜⑪】は、南スーダンで展開したセミパーマネントの

22】。イスラム教で巡礼の期間は大勢の人びとが移動しますが、

準法に抵触したりなど、いろいろな問題が発生しましたが、海外

ホスピタルプロジェクトで建設したホスピタルです。ノルメカでは

巡礼地には医療施設がありませんから、こうした施設で治療を行

からの支援はこれからも受ける可能性はあるわけですし、そうし

現在、日本を入れると 7 カ国 8 カ所にこうした医療施設を開設し

ないます。2 台の拡張型コンテナを連結して造る診療所の内部は

た場合の対応も含めて、災害時いかにシステマティックに日本の

ています。いずれも一般の病院とまったく遜色なく利用すること

かなりハイグレードな施設で、男性女性用と分かれています。また、

しくみのなかに海外の設備やシステムを取り入れるかというこを考

ができます。

病院船（Hospital Ship）も展開しています【写真 23】
。海外で

えていかなければなりません。今回はその指南もしていただきま
した。

ノルメカが展開する施 設で特 徴的なのは、負傷者だけでは

はこうしたことがおこわれています。活用できるものは有効に活用

なく亡くなった方にも対応できるということです。2004 年に発

し、取り入れられることは積極的に取り入れて、災害医療活動に

生したスマトラ島沖地震では、タイのプーケット島にスマトラ沖

つなげていきたいものです。

地 震 津 波 犠 牲 者身 元 確 認センター（Thai Tsunami Victims
Identification Centre ：TTVIC）を開設しました【写真⑫】
。
【写真⑭】は冷凍コンテナですが、多いときには 3000 体のご
遺体をここに冷凍保存し、
【写真⑬】のような作業ラインのなかで

基本的に DNA 鑑定を認めておりません。出すか出さないかは最
終的に司法の判断となるため、とても時間がかかたことを記憶し
ています。こうした鑑定ひとつとっても、国によって対応が異なり、

ダメ

コンセキエンスマネージメント（被害管理）の発災後の被
害者の救助・救命も必要

4 つの R： Reduce, Reuse, Repair, Recycle

時間 365 日、災害医療の組織としてお手伝いをさせていただい

［3］ロジスティックスの人材育成

ております。皆さんと協働しながら、ひとりでも多くの命を救い、
守りたいと願っております。

大 規模災害発生時の災害医療をバックアップする人材を育
成

① 現地における通信・情報伝達確保業務

最後に災害時の教訓をまとめます。

② 現場における医療救援チームの調達・連携業務
③ 関係機関と医療チームの調整・連携業務

◎常時やっていることが災害時にはできない。

④ 医 療資機材、医薬品、活動支援器材、生活必需物資の

◎常時やっていないことは、災害時には絶対にできない。

調達・供給業務

◎最 悪を想定して災害に備える。これはロジスティックスの原

⑤ 被災者・避難者の保健衛生確保業務

点。そして、何も起こらない事が最大の幸福である。

⑥ 医療救援チームの安全確保業務

【写真⑫】スマトラ沖地震津波犠牲者身元確認センター（タイ）【写真⑬】作業用通路（作業ライン）【写真⑭】冷凍コンテナ
⑫

リスクマネージメント（危機管理）の減災・防災だけでは

災発災後の需要と供給の瞬時の同期化

現在のところ、日本で最初の、そして唯一の組 織として、24

日本人は、比較的簡単に DNA 鑑定をしますけれども、国によっ
てそうでない所もあります。たとえばフランスは、家族といえども

［1］危機管理

［2］災害医療ロジスティックス

一体ずつ身元確認を行ないました。身元確認は、指紋や歯形、
レントゲン、最終的には DNA 鑑定によって行なれます。私たち

千田 良氏の提言

⑬

⑭

【写真 23】Hospital Ship 病院船

災害ロジスティックス業務を担う要員の教育及び研修を行
なう組織の設立、運営

［4］災害ロジスティックスの理念
病気が人体を解剖し、災害が社会を解剖する
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JAXA の苦悩

［1］通信、観測など将来の人工衛星計画が立上がらない

──私たちはアメリカの NASA や欧州の ESA に追いつけ追い越
せという思いで、高性能のロケットの開発に取り組んできました。
ロケットはあくまでも手段であって、その目的はロケットに載せる

講演［3］

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構

宇宙利用ミッション本部衛星利用推進センター（SAPC）

冨井 直弥

人工衛星の開発と運用です。しかし政府は、宇宙開発がなぜ経
済成長に関わってくるのか、ロケットを打ち上げて何をするのかと
なかなか理解を示してくれません。
［2］1 機の打上げ・運用に数百億円規模の巨大プロジェクト

──ロケット開発とその打ち上げは、確かに相当なビックプロジェ
クトで、300 億円から 400 億円の費用かかります。

秋冨：続いて JAXA（宇宙航空研究機構）冨井直弥先生に、災
害時における人工衛星利用についてお話しいただきます。東日本

［3］技術開発と産業振興、国際競争力強化の視点

超高速インターネット衛星「きずな」（WINDS）

技術試験衛星 VIII 型「きく 8 号」（ETS-VIII）

陸域観測技術衛星「だいち」
（ALOS）

［1］通信衛星

2011 年まで運用していた人工衛星で、デジカメとレーダーを活用

（ETS-VIII）による衛星通信回線を提供しました。県の災害対策

×70 キロメートル四方ですので、東西方向に 110 キロほどの岩手

本部や現地災害対策本部の活動を支援するとともに、国・自治

県であれば、その 3 分の 2 程度をカバーできることになります。

岩手県からの要請を受け、
「きずな」
（WINDS）や「きく 8 号」

して画像を取得できます。ひとつのシーンでとらえる画像は約 70

体の現地派遣チームや被災者住民に通信環境の提供を支援しま

これらのデータは、内閣官房や内閣府（防災）をはじめとする

──宇宙研究の分野で、いかに欧米に負けない主導的な役割を

した。これまでの災害技術実証実験成果を災害時にそのまま適

10 府省・機関や地方自治体にも情報提供しました。地上や航空

大震災時、JAXA は自力で岩手県に入り、県内に通信ネットワー

果たしていくか。そのことでいかに国が元気になるか。そしてプロ

用することになりましたが、それまでの実績がなければ、到底実

機では取得困難な広域俯瞰的な被害状況の把握や災害対応計

クシステムを構築し、無線 LAN やインターネット環境を整えてく

ジェクトのポイントが災害通信衛星にあることを伝えても、年に数

現できなかったと思われます。

画立案など、政府や自治体による情報集約活動・支援活動に貢

ださいました。

回あるかないかの震災に、本当にそれだけの予算をかける必要が
あるのかといったことが問われるわけです。

私たちが岩手県の沿岸被災地に入ったのは、発災から 2 週間
後の 3 月 17 日でした。今回、私たちにとっては初めての出動とな
りましたが、どのようにして現地までたどり着けばいいのか、その

JAXA を取り巻く情勢

こうした事情から、なかなか国の理解を得ることが難しいのが

冨井直弥：私は JAXA に入ってから約 10 年間、地球を観察する

現状です。有事の際は国民の生命・財産を守り、平時では日本

ための人工衛星の開発研究に取り組んできました。つい先般まで

を元気にする経済・社会の成長のために、手段としての人工衛星

は、超高速インターネット衛星きずなの開発から実証までのミッ

の役割をこれまでとは違う次元で見直し、再構築する必要がある

ションに、現在は将来の人工衛星利用に関わる研究、特に地球

と考えています。

を観測するための人工衛星や通信衛星の企画立案業務に携わっ
ています。本日は、将来の人工衛星の利用をテーマに、衛星をめ
ぐるさまざまな問題や課題、今後の可能性についてお話しします。
JAXA は、阪神・淡路大震災では通信支援活動を行なってい

地球観測衛星・AIS 衛星（AIS：船舶自動識別システム）などが

有用性が広く認知されましたが、それでもなお衛星計画が立ち上

あります。人工衛星の大きな特徴として、広域性・同報性・耐災

がらないのは、JAXA を取り巻くさまざまな理由があるためです。

害性の 3 点があげられます。広域性とは、広範囲の観測・通信

総合科学技術開発会議（Council for Science, Technology

が可能であること。同報性は、多数の人に同時に情報伝達が可

and Innovation：CSTI）は、内閣府に設置される重要政策に

能であること。耐災害性とは、災害の影響を受けないこと。なに

関する会議のひとつで、内閣総理大臣、科学技術政策担当大臣

より衛星は宇宙空間にありますので、自然災害の影響を受けませ

のリーダーシップの下、総合的・基本的な科学技術・イノベーショ

ん。メンテナンスフリーで 5 〜 15 年くらいにわたって宇宙空間で

ン政策の企画立案や総合調整が行なわれています。宇宙開発に

運用することが可能です。
ろに位置しています。そこからの通信で、だいたい地球の 3 分の

［1］研究開発成果が国民に還元されていない。社会に実装され

体をすっぽりカバーできるわけです。観測衛星は、地上数十㌔か

［2］復 興・復旧、直接的な防災対策のみに予算がまわり、研究

たります。かなり広域の観測が可能です。

［3］政権与党が変わっても経済対策優先。政権が民主党から自

や「きく 8 号」
（ETS-VIII）による衛星通信回線を提供し、地球

民党に政権が変わっても 1 丁目 1 番地が経済対策を行なっ
ている。
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発災直後の 3月12 日から、
「だいち」
（ALOS）の光学センサ、レー

た。私たちが訪れた時点で、衛星電話は各市に 3 台ずつしかあ

ダセンサを活用して被災地の緊急観測を最優先に実施し、400

りませんでした。沿岸広域振興局に場所をとって高速小型アンテ

シーン以上の画像を取得しています。
「だいち」は 2006 年から

ナ（地球局）を設置し、インターネットが利用できるよう PC を設

筑波宇宙センター

ら数千㍍の位置にあるもので、観測衛星ひまわりなどがこれにあ

釜石市：災害対策本部
岩手県沿岸広域振興局

インターネット

・ハイビジョンテレビ会議による情報共有
・インターネットによる安否情報確認
・安否情報発信 等

県災害対策本部（岩手県庁）

大船渡市：災害対策本部
岩手県沿岸広域振興局

静止衛星は地上約 3 万 6000㎞。地球の直径の約 3 倍のとこ
1 をカバーすることができる。つまり 3 つの衛星があれば地球全

プロジェクトに予算がつかない。

本部のある盛岡市の県庁と被災地の大船渡市、釜石市に入りまし

［2］地球観測衛星

東日本大震災で JAXA の人工衛星が果たした役割についてお

災害通信に役立てることができました。今回の震災で人工衛星の

ていない。

私たちは、
「きずな」
（WINDA）を被災地で運用するための高

速小型アンテナや端末、PC などの装備を持参して、災害対 策

伝えする前に、人工衛星の一般的な特徴を簡単に説明します。
現在、衛星には通信衛星・GPS 衛星（GPS：測位システム）・

うなことです。

移動手段を見つけるのに大変苦労いたしました。

「きずな」
（WINDS）による支援活動

3.11 で JAXA の人工衛星はどのような役割を果たしたか

ませんでしたが、東日本大震災では「きずな」という通信衛星を

関わる事業について、その会議でもよく言われているのが次のよ

献できたと思っています。

・ハ イビジョンテレビ会議に
よる情報共有
・ブ ロードバンド・インター
ネットによる情報共有
・安否情報発信 等

釜石市○

東日本大震災では、JAXA の通信衛星「きずな」
（WINDS）

・インターネットによる安否情報確認
・安否情報発信 等

観測衛星「だいち」
（ALOS）を運用した災害対応が行なわれま
した。

【図①】超高速インターネット衛星「きずな」（WINDS）による支援活動
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筑波宇宙センター

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

大槌町：中央公民館

インターネット

・避難所の方へインターネット回線の提供
・安否情報確認
・安否情報発信
・生活情報収集 等

大船渡市役所：災害対策本部

黒い部分が浸水域

大槌町○

釜石市○

・大船渡市役所（災害対策本部）における
情報収集
・IP 電話回線の提供

漂流物

【図②】技術試験衛星「きく 8 号」（ETS-VIII）による支援活動
相馬市

置しました。一番の課題は県災害対策本部と被災地とのコミュニ

これらをどのように画像解析しているかといいますと、発災前と

ケーションと情報共有ということでしたので、私たちから回線を利

発災後の同じ時期の画像を重ね合わせ、そこから水のあるなしの

用したハイビジョンのテレビ会議を提案し、毎日開かれる対策会

差分を抽出していきます。発災直後から約ひと月の間、継続して

議で用いられました。インターネットは、釜石市・大船渡市の職

沿岸部を観測すると、時間とともに冠水域が減少していることが

員のみならず、被災地住民の方々にも提供して、安否情報の確認

わかりました。市町村単位で冠水ポリゴンを作成し面積を抽出し

や安否の発信などに活用していただきました【図①】。

て、その解析データを内閣府、国土交通省、農林水産省などに
提出しています。

「きく 8 号」
（ETS-VIII）による支援活動

また「だいち」の観測データと GPS 連続観測結果を組み合わ

【画像①】「だいち」（ALOS-2）が捉えた沿岸部冠水の様子

【画像②】「だいち」（ALOS-2）が捉えた地殻変動の様子

技術試験衛星「きく 8 号」
（ETS-VIII）のアンテナを大槌町の

せた干渉画像を分析した結果、太平洋沿岸で生じた地震が地盤

中央公民館、大船渡市役所（災害対策本部）、宮城県女川町の

収縮による地盤沈下で発生したのではなく、プレート境界面上の

避難所に設置。避難されている方々の支援として、インターネッ

震源断層の滑りに伴う沈下であることを確認・把握することもでき

震災が発生してすぐに私たちは、アメリカの NASA や欧州宇

ているにもかかわらず、我々は国が指定する防災機関ではござい

ト回線を開設し、PC で情報収集・情報発信に活用できるように

ました。秋田県の牡鹿半島では最大 3.5㍍以上の地殻変動が起

宙機関 ESA に、日本の被災地を撮影してほしいと要請を出し、

ません。国や地方自治体、自衛隊などとから話を聞くと、やはり

し、避難者名簿の確認や生活情報の入手などに利用してもらいま

きたことがわかります【画像②】。

各国から画像提供してもらっています。それらも関係機関に提出

プライオリティが低い。そうしたことから、バスをチャーターして

させてもらいました。

自力で現地に向かうという結果になりました。バスをチャーターで

した。大船渡市役所には IP 電話回線も提供し、インターネット
による通信環境を整えております【図②】。
「だいち」
（AROS）による支援活動

【写真①】大槌町中央公民館に設置した「きく８号」地上アンテナ

きたのがようやく1 週間後です。もっと早く行けたのにと、とても
3.11 支援における JAXA の教訓

［1］通信衛星

悔しい思いをしました。
こうした大災害時では、医療部隊の方々も通信設備をもって現

震災発災後、岩手県庁の方と何回か電話でやりとりして、衛星

地に入ることはできませんので、医療部隊の方や一般の方も、容

高度 628㎞のところを飛んでいる軌道衛星で、観測幅が 70㎞と

電話が必要であること、また釜石市や大船渡市などの沿岸地域

易に通信環境を開設できるような機器の小型化・軽量化が大事

広いことから、広域俯瞰的に被害状況を把握するのに極めて有

はサーバーが途絶してインターネットが利用できず情報の共有が

になってくると思います。また、被災地は水やガス、電気などの

効な衛星です。

陸域観測技術衛星「だいち」
（AROS）は、北から南にかけて

難しいことから、インターネット環境を整えてほしいという要求が

インフラが整っていませんでの、できるだけ長時間駆動できるも

3 月 14 日午前に「だいち」が観測した岩手県から関東の沿岸

ありました。状況をよく聞いてみると、県災害対策本部と沿岸広

のでなければなりません。

域の画像を見ると、福島市から名取市、多賀城市まで広範囲に

域振興局との間でも情報共有がうまくいっていないらしい。そう

わたって沿岸部が冠水していることがわかります【画像①】。

いうことから、通信衛星「きずな」を介したテレビ会議の導入を

内陸の赤くなっている部分は植生を示しています。水面や湿地

提案した次第です。

［2］地球観測衛星

それまで私たち JAXA が構築してきた衛星システムにより、被

は電波の反射強度が低くなるため画像上では暗く見えるという特

こうした支援は、発災直後の即時対応が理想ですし、私たちも

災域全貌の把握には貢献できましたが、現在のシステムでは、被

性を利用して、津波や洪水の浸水域を抽出することができます。

それを望んでおりましたが、実際に現地に入ることができたのは、

災者一人ひとりの捜索や自衛隊・消防・警察の各部隊が、どこで

こうすることで海上の漂流物も確認できるようになります。

発災から約 1 週間後でした。ここでご説明したような衛星をもっ

どういった活動をしているのかまでを把握することはできません。
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ALOS-3 観測幅
50km

③ -1

③ -2

③ -3

③ -4

【写真③ -1 〜 4】将来観測衛星 ALOS-3 による観測
ALOS-3 は± 44 度から± 60 度までのポインティングが可能。③ -1:2007 年 12 月 21 日 ADS40 ポインティングアングル 0 度（直下） ③ -2: ポインティングアングル
20 度 ③ -3: ポインティングアングル 40 度 ③ -4: ポインティングアングル 60 度

て被災地に即出動というのは難しいところがあります。

IKONOS

観測幅 11km

そこで現在、研究を進めているのが、衛星共用携帯電話や超
小型可搬局として活用できる通信端末の開発です。災害が発生し

商用衛星観測範囲

たとき、行政や公共セクタ、一般の方々にとって何がもっとも使い

（11km 幅）11km
② -1

② -2

0.8m 分解能

0.8m 分解能

0.8m 分解能

やすいかといえば、それは日頃から使っている携帯電話やスマー
トフォン、PC です。そういうデバイスにアンテナをつけて、衛星
共用携帯電話や超小型可搬局として活用できる通信端末があれ
ばいい。
その端末は、緊急情報通知や津波到達前警告、被災者位置
確認、安否確認に利用できますし、避難所でもインターネット接
続ができて安否情報の検索や被災情報の収集ができる。必要な
ことは、衛星経由でしかるべき機関に届けられるようにする。地
震計や雨量計、気象センサ、崖崩れセンサ、地滑りセンサ、伸縮

② -3

JR 大船渡線崩落

② -4

② -5

【写真②】将来観測衛星 ALOS-3 による観測

•「QZSS」のような将来測位衛星：高精度測位により、部隊や
被災者、車両などの高精度測位が可能になる。

•「AIS・APRS」のような将来動態監視衛星：QZSS 高精度の
位置情報等配信により、今誰がどこに誰がいるのかを把握し
た部隊識別情報等配信、動態監視が可能になる。

•「WINDS」のような将来通信衛星：高速・容易な情報通信に
より、通話・インターネットによる部隊状況や被災現場の画像
などの情報を通信できる。

•「ALOS」のような将来観測衛星：観測画像と地図情報との融

合により、観測画像を地図上に載せて、部隊・被災者位置の
把握できる。

計などの自律観測センサ群、また地震や津波の観測ブイなどの情

ALOS のような将来観測衛星の特徴は、全貌を把握できるこ

報も衛星を介して公共セクタ（自衛隊・警察・消防）に送り、自

と。かつズームアップして甚災箇所が複数特定できることです。

治体と情報共有しながら連絡機能を確保する─ ─こうした運用

これらを活用することで、部隊間での情報共有、被災間での情

が可能な通信システムを研究しています。

報共有が可能になります。ただこれは災害時を想定した活用です
ので、これらのシステムを平時にどのように運用するか、社会・

JAXA が考える高精度測位情報による利用形態

衛星通信は、災害時において GPS の補完補強にも役立ちます。

救難・救援支援部隊の活動状況を把握するためにも、さらに分

細な画像を捉えることができます。2.5㍍以下の分解能でしたら 3

JAXA が 2010 年 9 月に打ち上げた衛星「みちびき」は、LEX

解能力の高い衛星システム機能が求められますし、観測頻度も向

日に 1 回、4.8㍍分解能でしたら 1 日に 1 回の特定地点が観測で

信号という独自の信号により PPP（Precise Point Positioning：

上させていく必要があります。こうしたことが、今回の震災を受け

きますが、0.8㍍分解能は、60 日間で日本全土を観測できます。

単独搬送波位相測位）という高精度の測位情報を得られる衛星

ての私たちの教訓です。

災状況広域、甚災箇所の複数特定が把握できる。

ALOS-3 はまた、ミラーの角度を変えることによって、±44 度
から ±60 度までをポインティングできることも特徴のひとつです。

経済に利活用するためのしくみ、産業振興に貢献できるしくみを
構築していかなければなりません。
課題克服のための新たな発想

そうした課題克服のための新たな発想のひとつとして、携帯電

です。この技術によってこれまで 20㍍、30㍍レベルだったものが、

話がつながらないような地域で発生した事故の対応に、通信衛星

1㍍から数十㌢レベルの高精度で測位できるようになります。

を活用するということがあります。日本国土のなかでも山間部な

JAXA が考える将来観測衛星

観測角度 0 度はいわゆる直下で見たときの画像ですが、ミラーの

APRS（Automatic Packet Reporting System）は、アマチュ

ど通信環境が整っていないところで事故が発生した際、たとえば

ではこれから将来、どのような観測衛星・通信衛星が求められ

角度を 20 度、40 度、60 度と変えることによって、対象物が立

ア無線上でのパケット通信を応用して、
GPS で取得した位置情報、

自動車のエアバッグの作動情報を通信衛星に伝達して、保険会社

るのか。防災関連機関からは、できるだけ広域をできるだけ詳

体的によりリアルに写し出されますので、救難救助活動にも有効

メッセージや気温・湿度などの天候情報を送受信し、受信した位

への緊急連絡や救急車出動につなげる─ ─という流れも考えら

細に撮影してほしいという声が聞かれるのですが、これは実は矛

なデータになると思います【写真③ -1 〜 4】
。

置情報・メッセージ・天候情報を WEB 上に画面表示するシステ

れます【図③】。

盾しているんです。画角を広くして詳細に撮影するというのは非常
に難しい。

ムです。

同様に、エンジンやバッテリーなどの電子制御機器と衛星と連

こうした通信技術によって、海上からは AIS（自動船舶識別装

動させて、自動車関連会社や保険会社などに情報を送信するこ

このように私たちは、平時の運用技術を緊急時にも活用できる

置）で船舶被災位置情報を、陸地からは APRS で被災位置情

ともできます。そうした情報を受けた自動車関連会社は、オーナー

代科 学 衛星 ALOS-3（Advanced Land Observing Satellite）

通信技術試験衛星の研究開発を進めてきました。基地局が被災

報を発信して、どこに誰がいるのか情報提供することが可能にな

の所有している車を診断して、部品や消耗品の交換を促したり、

で す。
「 だ いち」
（ALOS） の 分 解 能 が 2.5 ㍍ な の に 対して、

した場合、大型ゲートウェイ局の衛星回線を仮復旧したり、携帯

ります。災害時、自衛隊・警察・消防などの救難・救援支援部

間断的に注意情報を提供することもできます。リアルタイムでは

ALOS-3 は分解能 0.8㍍に相当する性能を備えています。観測幅

電話の仮設基地局をつくったり、衛星回線エントランスによる早

隊活動が状況把握するために観測衛星に期待できることをまとめ

必要ないかもしれませんが、事故を事前に防ぐためには有効な方

が 50㎞の衛星では、横幅 3.5 〜 4㍍、縦幅 7㍍くらいまで範囲

期仮復旧に務めたりといったことは、当然行ないますけれども、

ると以下のような内容になります。

法だと思います。

の撮影が可能で、
【写真② -3】のように船が乗り上げているとこ

しかし先ほどもお話ししたように、JAXA は指定防災機関ではあ

ろですとか、コンテナが散乱している状況【写真② -5】など、詳

りません。緊急事態が発生したからといって、必要な機材をもっ

そこで現在、私たちが提案しているのが、観測幅 50㎞の次世

100

JAXA が考える次世代情報通信技術試験衛星

こうしたしくみは、コンテナやトラック、バス、飛行機などの物
•「ALOS」のような将来観測衛星：全貌・詳細把握により、被

流にも活かせます。集中監視制御センターをつくり、企業や配送
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【図③】人工衛星を用いた災害対応システム

【図④】人工衛星を用いた管理・調整システム

災害対応と通信システム

通信衛星

行政・公共セクタ

GPS 衛星

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

AIS 衛星

したいと考えます。激甚地区とそうでない地区の全体像を把握し
て、自衛隊・警察・消防の人命救助活動をそれぞれどこに集中す

公共セクタ
（自衛隊・警察・消防等）

被災者

被災位置情報発信

海上

るか判断するための判断資料として非常に必要です。
そうしたデー
タが予め入手できれば、計画を変更しながら有効な活動を展開

救援・救助部隊情報

討論［1］

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

AIS

・電子制御
・機械情報

車関連会社
受信・診断

・位置情報の送信

部品・消耗 ・故障情報
品取替案内 ・事故情報

・位置情報送信

車関連会社
保険会社

救命救急

受信・安否確認

秋冨：講演を受けて討論に入ります。ご質問やご意見のある方、
いらっしゃいますか。

も応用利用できるでしょう。こうしたことは、これまで各機関がば
らばらにやっていましたが、衛星を介したトータルシステムで ITS
（Intelligent Transport Systems：高度 道 路交通システム）を
構築することで、よりグローバルな物流、配送管理、制御システ
ムを実現できるはずです。そこでできたインフラのしくみは、海外
へも輸出できる将来性・発展性のあるものになるだろうと考えてい
ます【図④】。
有事のみならず、平時にも利活用される人工衛星とその他の
手段を組合 せた新たな利用法の複数 創出が必要です。それが
平時の日本の社会や経済を元気にさせるシステムとしたい。しか
し、車両等の情報管理制御システムもグローバル物流システムも、
JAXA だけでは構築できません。それらを構築・運用していくた
めの関係機関の参画が不可欠です。
発想、創造、着想と企画・立案力が勝負の鍵。技術に勝って
ビジネスで負けるのではなく、技術に勝ってビジネスにも勝つの
だという思いで、地球に貢献ができる宇宙システムを創出していき
たいと考えております。

冨井直弥氏の提言

冨井：
「ALOS」は静止衛星ではありませんので、即時に情報をと

ることはできません。ただ一日に 2 回撮影することができますの
で、それをリファレンスとして利用して、被災地の状況をマップ化

川崎朗：札幌から来ました陸上自衛隊北部方面隊総幹部の川崎

DIS の算出する被害想定は正しくなかった

において衛星携帯電話がとても重要なことを実感しました。もち

動に移ることが有効な活動につながる」というのはそのとおりだ

です。私も東日本大震災で災害派遣に参加して、特に初期段階

大友康裕：川崎幕僚長の言う「ある程度の状況を把握してから初

ろんこうした通信機器は自衛隊ももっているのですが、今回の震

と思います。しかし一方で、命を救うという観点からすれば、被

災では降雪のため中継所まで行くことができず、使えませんでし

害の正確な情報を確保してから動いたのでは遅いのではないか。

た。そうしたことからも衛星携帯電話がとても重要だったのです

震源地がわかりその規模が把握できれば、どの程度の津波が発

静止軌道の通信衛星においては、全世界の 1/3 の通信エ

が、なにぶん絶対数が足りない。私たちの部隊は中隊で 5000

生しどれだけの被害の可能性があるかはある程度把握できます。

人ほどいるのですが、100 人の部隊に最低 1 個の衛星電話がほ

内 閣 府のスーパーコンピューター DIS（Disaster Information

平時は、輸送車・輸送船などからの積荷・車両・位置など
信による状況把握

平時から利用できる通信衛星基盤や観測衛星基盤が必要
［1］通信衛星基盤
リア

しいところです。しかし実際には 1000 人に 1 個程度しかありま

Systems）は、その地域の人口や建物密集度に応じて、地震の

情報送信、通信衛星経由で物流センターなどへの情報配

せんでした。せっかく現場で被災地の経路状況などの情報を得て

規模でどれだけの被害が発生するか、その予測データをかなり

も、それが青森の司令部や岩手県庁に入ってこない。従って、衛

詳細に算出しています。その情報をまずはキャッチして、そこから

さらに上記、輸送車以外のあらゆる車や船舶、航空機など

星携帯電話は発災してから現場に持っていっても意味がなく、平

初動を起こすということが大事ではないかと思うのですが。
（東京

素から各部隊が持っている必要があります。
（陸上自衛隊北部方

医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救急災害医学分野）

信衛星経由で交通管制センターなどへ情報配信による交通

面隊総幹部 幕僚長）

川崎：自衛隊は情報が入るまで動かないわけではありません。東

の ITS 技術との融合により車両・位置などの情報送信、通
状況把握から渋滞迂回ルート制御など将来性・発展性を有

秋冨：衛星携帯電話については、県も市町村もそれぞれの災害

対策本部に備えられてはいたのですが、使い慣れていないため有

出します。九州の部隊も動きます。阪神・淡路大震災の時も同じ

地 上通信網が被災しても通信衛星であれば利用可能であ

効活用できなかった自治体も少なからずありました。

ように部隊が出動しました。しかし実際には結果的に、自衛隊も
消防も警察も、もっとも人災が多く発生した 150㍍四方の地域に

手段となる

川崎：そうだろうと思います。発災して県に支援要請を出したくても、
その通信手段がなかったために、その情報を伝えられない市町

1 名程度しか隊員を投入できていませんでした。つまり、人がたく

村がとても多かった。予めこうした通信機器を備えて、その操作

さん瓦礫の下にいるだろう激甚地区がわかれば、そこに人員を集

に慣れていれば、もっと具体的に初期状況やニーズが入ってきた

中して投入できる。激甚地区が特定できれば、より有効な人命救

平時では、観測衛星から得られる情報により、被災前の地
ことで、変化域として崩落、落橋、道路寸断、甚災地域な

の面積、概略でいいのですが、各市町村ごとにデータを出すこと

す

り、平時より利用されるこれら交通制御システムが有効な

［2］観測衛星基盤

北で地震が発生すれば、岩手・秋田・青森の部隊はすぐに動き

だろうと思われます。もうひとつ、津波の冠水地域の被害を広域

助活動ができるわけです。

理情報収集し、災害時は被災前の地理情報と重ね合わせる

的に画像取得できるというお話がありましたが、津波の被害地域

秋冨：今回の震災で内閣府の DIS が発災直後に打ち出した岩手

ど情報抽出可能

は可能ですか。たとえば三陸町、陸前高田市は市街地の何%が

けに基づいて死者数を算出していたためです。低い数値が算出さ

被 災道路状況を交通管理センターなどで把握することで、

被害を受けたといったデータです。

れたことから、岩手県の救援活動の優先順位は下げられてしまい、
初期対応の遅れと混乱の原因のひとつとなりました。
「みちのくア

救援物資など物流ルート計画などで利活用可能

冨井：そのデータを出すためには条件がありまして、災害前の画

像が予めきちんとあって、発災直後の画像を重ね合わせることが

ラート 2008」の防災訓練では、どの部隊がどこに地区に支援に

できれば、市町村単位、県単位で浸水地域の被害面積を出すこ

入ってどのような救助をするかをシミュレーションして事前に準備

とは可能だと思います。

していましたが、それでも対応しきれなかった。岩手県には自衛

川崎：今回の震災で、我々自衛隊は約 10 万人の隊員を出動させ

隊のヘリもすぐに入りました。しかし自衛隊を半分動員しても対応

被災自治体のみならず自衛隊・警察・消防など救援活動、

通信衛星や観測衛星は災害時のみならず
平時から利用可能な社会基盤
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日めまでに全体像を把握し、行政単位レベルでどれだけ被災した

することは可能です。
衛星携帯電話は発災直後の通信手段として必須

業者が顧客の荷物の流通を把握し、管理・調整するシステムに

できますから。そのためには、発災から半日か一日、遅くとも二
かがわかることが望ましい。これはとても重要なことです。

船舶被災位置情報発信

APRS

1 時間後には被災地にはりつきます。そうした初期段階で我々が
か、人命救助の可能性の高いところはどこかといったことを把握

地球観測衛星

救援・救助部隊情報

隊は、発災直後に出動して三陸の被災地に偵察に入り、発災から
激甚地区に入る際、どれだけの人員をどこに集中させればいいの

各救援・救助部隊コントロール

陸上

ました。岩手県滝沢村（現・滝沢市）にある駐屯地の自衛隊部

県の死者数は 100 人未満でした。これは DIS が地震の揺れだ
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●

ができないくらいの大震災でした。特に陸上からのアプローチが

てきたものを内閣府のなかで打ち直して、後付けでつくっていっ

難しかった。助けを求めているところをより早く把握して対応すれ

たというのが実情です。情報の基は被災地からのアセスメント。

ば、もっと助けられたのではないかと私もふりかえっています。

それがあってこそできたもので、予測して先手を打ってというとこ

木村玲欧：DIS の情報について、国に勤める人などの話を聞くと「あ
まり参考ならない」などと言われることがしばしばありました。とい

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

災害時の衛星通信を構築するために

ことができました。ある程度の大きさの車であればそれも可能で

永田高志：九州大学の永田です。西日本に住んでいる者としては、

す。問題は電力。被災地では電力の供給は期待できませんから、

被害が甚大と予測されている南海トラフ地震のことがどうしても気

発電機をもっていかなければならない。他に PC などの通信端末

ろまではまだ至っていない。実際、被災地の行方不明者のマップ

になります。先ほど紹介があった衛星の情報システムを構築する

機材も必要です。つまり、いかに電力をくわない、ないしは電気

が完成したのは発災から 4 日後です。発災から 2 日間は、地図

場合、やはり地球局が物理的に現地にないといけないのでしょう

をくったとしても長時間作動できるシステムをつくるかということが

いますのは、DIS の計算式とそこから算出される数値は、確率的

らしきものはまったくできていませんでした。

か。たとえば高知県と大阪でテレビ会議をするためには、高知県

大事になってきます。そこで有用なのが太陽電池。衛星はすべて

な幅の中で想定されるようないわゆる全体のマクロデータだからで

弘中秀治：2004 年の新潟中越地震では、震源の深さ 10㌔、マ

にも地球局が必要なのですか。
（九州大学大学院医学研究院先

太陽電池で運用していますから、ここは私たちの得意分野でもあ

グニチュード 7 クラスの直下型という初期情報が出ました。そのと

端医療部門 災害・救急医学）

ります。技術的な課題や費用などの問題もありますけれども、私

もないことが起きたな」という非日常に対する気づきくらいで、具

き私は職場におりましたが、それを聞いてこれは阪神・淡路大震
災級の地震だなと直感しました。その時点ではまだ土地勘があり

冨井：そのとおりです。現段階では通信するための手段としてのア

たちの当面の課題は、いかに長時間使用可能な太陽電池をつく

体的な救援活動・災害対応の判断に資するような情報にはなって
いないのではないかと思われます。
（兵庫県立大学 環境人間学部

ませんでしたし、付近の地質や町の規模、人口などもわかりませ

大学院環境人間学研究科）

んでしたが、震源地の真上に川口町（現長岡市）や山古志村な

瀬川典久：DIS の計算モデルは、シミュレーションの計算式、特に

どの地名を確認したことを記憶しています。その後の震度情報で

が途絶した場合のことを考えると、予め地元に設備を整えておく

津波の到達のエリアの計算方法を改良していかなければならないと

は、周辺の長岡市や越路町などは震度 6 強と表示されましたが、

必要がありそうですね。

されていて、現在も研究が進められているところです。東北大学の

川口町や山古志村は未入力で空白。これはやられたなと思いまし
た。川口町や山古志村の震度情報が出たのは発災から一週間後

冨井：今回私たちが岩手県に運んだ機材は、アンテナの直径が

ルする統括者は誰なのかということ。人災が広域に起こったとき

津波シミュレーション「TUNAMI」の現行モデルでも、発災してか

45㌢の超小型地球局と、直径が 1.2㍍の高速小型地球局でし

に、どのような指揮命令の下で救援部隊が動いているか。その

ら到達エリアを計算するまで約 2 時間ほどかかります。内閣府の

です。倒壊した川口町庁舎の中に入ってデータを入手してようやく

た。45㌢アンテナの装置でどれだけの通信が可能かと言います

コントロールの仕方、動き方によって、これらの機器の提供先や

DIS は建物などの情報が計算に入っていませんから、津波でどこま

震度がわかりました。

と、アップリンクで 1.5Mbp、ダウンリンクで 155Mbps の伝送

使用方法も変わってきます。通信はあくまでもひとつの手段です。

速度で送受信できます。1.2㍍アンテナであれば、アップリンク

200 台 300 台の通信機器が用意できても、それを誰がどう活用

す。国で対応していて DIS のデータを見て思うのは「これはとんで

で浸水するかといった具体的な被害を出すことは難しいと思います。

初期情報でどう判断し、どう対応するかは大事だと思います。

ンテナ設備、地球局がその場にないと通信できません。

永田：今回、JAXA は陸路で被災地に入りましたが、ご存じのよ

うに高知県は巨大な島で 3 つの橋がかかっています。その経路

り、それをこれからの衛星情報システムに活用するかにあります。
通信関連機関のロジスティックスも必要

冨井：問題は通信システムの構築というハード面だけではないと

思います。こうした機器を使う自衛隊や警察・消防をコントロー

東日本大震災のような外構型の巨大地震は、私にとっては未体

を51Mbpsまで増やすことができ、
複数の人たちが同時にインター

するのか、機材を提供する私たちも把握しておかなければなりま

木村：計算上は津波の浸水も想定しているのですが、今回の震災

験のことでしたが、過去の経験則から地域の被害をおおまかにシ

ネットを使えるようになります。小型の地球局とはいえ、設営には

せん。

後のデータを重ね合わせてみると、バイパスが 1 本通っただけで、

ミュレーションしてハザードマップをつくり、地域防災の意識を高

ふたりがかりで終日かかりました。

あるいは工事で土地の高低が変わっただけで状況が変わってい

める活動は平常時からできることです。情報がない空白地域は東

瀬川：東日本大震災で私たちは、通信に関わるボランティアを

ることがわかります。特に津波の場合は流水の影響が大きく、現

日本大震災でもありましたので、そうした場合の対応を予め考慮

厚井裕司：アップリンクで 1.5Mbp、ダウンリンクで 155Mbps と

いう伝送速度は、災害時の通信速度としては少ないように思うの

コーディネーションがほとんどとれていなかったということでした。

代の科学ではまだまだ充分な対応につながるものにはなっていま

しておく必要もあります。いろいろな方々の知恵と経験を活かせ

ですが。
（岩手大学工学部電気電子・情報システム工学科 デザイン・

JAXA をはじめ、WIDE Project、WiMAX など無線通信ネット

せん。発災と同時にシミュレーションできれば理想的ですが、そ

ば、スーパーコンピューターが想定できないことでも対応可能だ

メディア工学）

ワークを提供する機関が被災地に入りましたが、お互い様子をう

こまでは至っていないのが現状で、浸水地域の特定も予測でき

と考えます。
（宇部市総務管理部防災危機管理課 防災危機管理

かがいながら、領分を損なわないよう遠慮しつつ活動していまし

ませんでした。

係長）

冨井：1.5Mbp では充分か否かということですが、たとえば音声

回線の通信速度は 32kbp と㌔単位です。5 〜 6Mbp の通信速

た。そこは反省すべき点で、今後は通信の方面でもコーディネー

會川雅行：人間の営みというものがあり、それぞれの地域で地形

冨井：静岡県では私たちが提供する人工衛星データを背景にして

度はその 100 〜 200 倍ですから、地球局ひとつで 200 倍の人

ションが必要と思われます。

ハザードマップをつくっています。発災前のデータを重ね合わせ

が同時に利用できる。地球局を複数設置すれば、さらに多くの人

や地震の規模だけで判断できるものではないと私は思います。そ

て冠水地と非冠水地を判別し、それを背景画像に住民マップを

が利用できるようになります。

冨井：今回の経験から、自衛隊との連携活動も含めて、行政と通

れに応じて災害対策も計算どおりにはいきません。
（岩手県総務

重ねることで被害を把握できる。この地図があれば地域が俯瞰

した。

部総合防災室）

できますし、ズームアップして詳細な状況を確認することもできま

瀬川：時間が経過すれば、他の通信手段も復旧してきますから、

紺野由夫：東日本大震災をもっとも的確に想定していたのは自衛

す。人災がないところに救助に向かっても非効率ですので、こう

クが整えられたらそれはとてもありがたい。私たちも GPS 端末と

が、衛星携帯電話や衛星通信を活かした訓練を課題としていま

隊だったろうと思っています。今さらですが改めて敬意を表する

した情報を照らし合わせて、自衛隊はどこに行くのか、地元の消

アンテナを搭載した車を検討していまして、デモ機まではできた

す。盛岡までは人員も機材も来るが、その先の被災地までどのよ

次第です。いろいろな想定はあったかと思いますが、まったく役

防や警察はどこに行くのか、派遣された支援部隊はどこへ行くの

のですが、実際に製品化しようとなると一台 300 万円くらいかか

うにして運んでいけばいいのか、自衛隊との連携をロジスティック

に立ちませんでした。行政は壊滅状態、情報はまったく入らない。

か指令を出すところが統括すればいい。発災した際にどこの誰に

ると言われ、どうしようかという段階です。たとえば 45㌢アンテ

スの観点で検討しながら進めていきたいと考えています。
（岩手県

そういったなかで自衛隊がいち早く現地に入り、現場から情報を

連絡を入れればいいか、その判断をするときにもこうした地図情

ナの衛星機材であれば、ジープのような車に搭載して移動するこ

総務部総合防災室）

寄せてくれた。それを基に私たちも対応することができました。
（岩

報は有用と思われます。

とも難しくないと思うのですが、JAXA ではそうしたものを開発運

（岩手県立大学 ソフトウェア情報学部）

も建物も人びとの暮らし方も日々変わっていきますので、震源地

手県政策地域部市町村課）

発災から72 時間以内に 1.5Mbp の速度をキープできるトラフィッ

肝心なことは、被災した人も救援に向かう機関も、すべてが同

用する予定はありますか。
（岩手県立大学 ソフトウェア情報学部）

じ情報の示された同じ地図を見るということ。東日本大震災でそ

冨井：予め組み上がったアンテナを車に載せて現場に持ち込むと

しましたが、そこで問題となったのは、通信関連 機関の連 携、

信機関との間で予めコンセンサスをとっておく必要があると思いま

高松秀一：2013 年 9 月に岩手県で総合防災訓練を行ないます

行政は通信機関の機能や可能性を知らない。

弘中：ハザードマップのシミュレーションも改良されていくと思い

被災地マップ・ハザードマップをどのようにしてつくるか

れぞれの立場の方がいろいろな経験をもっているはずですので、
今だからこそ、客観的に全貌を把握して、あの時どうすればよかっ

したときは、トラックの中に組み上がった状態のアンテナを配置

の防災資源の活用の仕方や、自衛隊・警察・消防などのアプロー

プも、陸前高田市や大船渡市など被災地からファクスで寄せられ

たのかを再検証する必要があると思います。

しておいて、現地に到着直後そのまま衛星に向けてリンクをとる

チの方法も変わってくると思います。

木村：内閣府で活動した地図作成班が出した被災地の避難所マッ
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いう方法はすでに行なわれています。以前、筑波大学で実験を

ますが、行政が生き残った地域とそうでないところとでは、既存
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

DMAT における
ロジスティックスの課題

野原 勝

岩手県保健福祉部医療推進課総括課長

和田 裕一

国立病院機構仙台医療センター院長
（50 音順）

川崎：岩手県の例で言いますと、大船渡市などは行政が活きてい

村の災害対策本部なんですね。ひとつのところに情報を集結して、

＊オブザーバー

たゆえにとてもうまく運用していました。
市の消防団がリーダーシッ

それらを折り合わせながら行政が音頭をとって各防災機関に指示

内閣府政策統括官 ( 防災担当 ) 付参事官 ( 災害応急対策担当 ) 付

プを発揮していましたし、自衛隊や警察は行政をサポートする立

を出す。そこから精度の高い情報を集める。それが災害対応の

場で、情報を共有しながら組織的に対応にあたった成功例だと私

要だと言ってもいいでしょう。

は思っています。陸前高田市は、初期段階は現地の消防や警察

冨井：まったくそのとおりだと思います。同じマップの同じ情報を

と自衛隊がスクラムを組んでやっていたのですが、後援の機関が

見て議論することが大前提で、ばらばらな情報を見た者同士が議

入ってきたあたりから少し具合がおかしくなった。今回の経験か

論しても効率的な対応はできません。まとまることもまとまらない。

らも、中心となる行政がガイドラインをしっかりつくって運営して

それは今回、外から見ていてよくわかりました。

いくことが大事だと言えます。

秋冨：JAXA の人工衛星や GPS の技術を使った地図情報は、被

秋冨：今回の震災を経験してよくわかったのは、現地の行政がつ

災地の活動に極めて有効なツールです。そのためには JAXA の

消防庁救急企画室

講演［4］

老健局総務課

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救急災害医学分野

大友 康裕

医政局経済課
阪神・淡路大震災後に整備された災害拠点病院

1995 年の阪神・淡路大震災を受けて、全国に災害拠点病院

が整備指定されました。被災地あるいは被災地外に拠点病院が
災害医療等のあり方に関する検討会

整備されたことは、今回の震災でも活かされたと思っています。

ぶれると人命救助活動も遅れるということ。そして JAXA をはじ

データを理解できるレベルの知識を身につけておく必要がありま

める協力機関に対して、我々が必要な情報を明確に提示しなけ

す。これは自分の反省ですが、JAXA から冠水した地域の画像

れば、さらに対応が遅れるということです。

データを受け取っても、インフォメーションをインテリジェンスに

會川：自衛隊と消防、警察、それぞれに長所があり一方で短所も

変える基礎知識がないとそれを活かせません。ロジスティックス

今回の震災は広域に及び甚大な被害を受けました。支援に入っ

特に模範的だったのは、宮城県の石巻赤十字病院でした。他

あります。それをいかに組み合わせるかが要になります。
（岩手県

能力を運用するためには、さまざまな情報を読み取り、かけあわ

ていく医療チームにとっても非常に負荷の大きい災害でした。今

の病院の多くが被災したなかで災害医療対応もしましたし、石巻

総務部総合防災室）

せ、判断して対応に変えていかなければなりません。これを情報

回の震災と同等、もしくはそれ以上と想定される南海トラフ地震

市内の救急医療対応を一手に請けおい、なおかつ地域内の 350

川崎：JAXA や私たち自衛隊は、上空から鳥の目で全体像を俯

のマトリックス化と言いますが、これにより救助活動を最適化す

では 32 万 3000 人の被害が予測されていますが、予めいろいろ

ある避難所の支援も行ないました。この病院では、発災直後 4

瞰できますが、地上の虫の目で見ることはできません。虫の目を

ることができます。災害ロジスティックスを効率的に運用するため

な方策を打っておけば、その 32 万人が 6 万 1000 人になります。

分で対策本部を設置し、その後粛々と活動された。これは平時

もっているのは現地の行政であり消防や警察です。それぞれの能

には、情報をマトリックス化するための知識と経験が不可欠です。

それでもとんでもない数ではありますが。ロジスティックスの観点

から院内の対策マニュアルを整備し、それに基づいた訓練をしっ

力と情報を融合させることが、震災対応には本当に大事なのです。

ロジスティックスの人材育成でも、そうしたスキルを身につけられ

からすると、南海トラフ地震も極めて過酷な負荷の大きい震災に

かり行なっていたその取り組みの成果だと思います。

冨井：私たち JAXA は発災後、岩手県の災害対策本部に要請し

るような教育プログラムが必要になってくると思います。

なるだろうと思います。

大友：私からは、被災地に入っていく医療チームのロジスティック

もしこれができていなかったら、もっと大変なことになっていたこ

スについて、また東日本大震災を踏まえて厚生労働省が行なった

とでしょう。被災地の拠点病院は、被害を受けながらも一所懸

検討会の内容についてお話しします。

命対応していました。

て支援に入りましたが、機材はそろっているし要員も整っているも

東日本大震災を受けて、厚生労働省は 2011 年 7 月から 10 月

のの、そこに行くための手段をもっておりませんでした。自分たち

にかけて「災害医療等のあり方に関する討論会」を 4 回開催しま

でバスをチャーターしてようやく県庁までたどりつきましたが、そ

した。これまで厚生労働省が整備してきた災害体制がどのように

の間どの経路が使えるのか使えないのかもわからなかった。途中、

機能したか、どこが問題だったのか、何が課題であったか。そ

土砂崩れや落橋しているかもしれない。しかしそれを確かめる術

れに対して今後どのようにしていったらいいのかといったことを検

がありません。私たちとしては、いかにして現地に到達するかとい

討する内部会です。日本看護協会・日本医師会・薬剤師会・歯

う段階からのスタートだったわけです。沿岸被災地には、岩手県

科医師会他の災害医療の各立場からの専門の方々が参加しまし

から自衛隊にお願いしてもらって自衛隊の輸送で現地に入りまし

た。私がその座長を務めております。

た。今にすれば、国や行政が経路の安全情報を提供してくれて

情報のマトリックス化から考える
救助救急活動が必要な場所や建物

もよかったのではないかと思っています。私たちとしては、JAXA

災害拠点病院は、1996 年（平成 8 年）に厚生労働省が出した
「厚生省健康政策局長通知」内でその要件が決まりました。当時
は以下のような内容（抜粋）でした。
災害拠点病院
•災害時における初期救急医療体制の充実強化について（抜粋）

（健政発第 451 号

平成 8 年 5 月 10 日

厚生省健康政策局長）

4．災害拠点病院の整備
多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救

「災害医療等のあり方に関する検討会」構成員名簿

急患者の救命医療を行なうための高度の診療機能を有し、被災地から

井伊久美子

日本看護協会常任理事

のとりあえずの重症傷病者の受入れ機能を有するとともに、傷病者等

や行政サイドからするといかんせんプライオリティが低いらしく、

石井 正三

日本医師会常任理事

の受入れ及び搬出を行なう広域搬送への対応機能、自己完結型の医

宮城県や福島県への要請は断られてしまいました。こうしたツー

石原 哲

医療法人社団誠和会白鬚橋病院長

療救護チームの派遣機能、地域の医療機関への応急用資器材の貸出

ルの理解が伝わっていないことを痛感した次第です。衛星の可能

生出泉太郎

日本薬剤師会副会長

し機能を有する「地域災害医療センター」を整備し、さらにそれらの機

がもっている観測衛星、通信衛星を活用してほしいのですが、国

オリティをつけて組織体制を整えておく必要があると思います。
川崎：冨井さんのお話はよくわかりましたので、今後は JAXA の

方々を最優先、第一優先にするよう自衛隊内部に通達します。被

人工密度が高い

性を行政にも認識してほしいですし、そうした認識のうえでプライ

大友 康裕	東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
救急災害医学分野教授（座長）
小山 剛	社会福祉法人長岡福祉協会高齢者総合ケア
センター こぶし園総合施設長

能を強化し、要員の訓練・研修機能を有する「基幹災害医療センター」
を整備することが必要である。
各都道府県においては、別紙に示す指定要件を満たす災害拠点病
院をできるだけ速やかに指定され、当職まで報告されたいこと。

災者を救うためにも、自衛隊・消防・警察の活動が重ならないよ

酒井 和好

公立陶生病院長

う効率的に運用することは､ 本当に重要な課題です。本音をいい

佐藤 保

日本歯科医師会常務理事

であるので、医師会等の医療関係団体の意見を聴き、応急用医療資

ますと、防災機関はお互いに競争したがる。各々がもっている情

佐藤 裕和

岩沼市健康福祉部長

器材の貸出し要件他を事前に決めておくこと。さらに、都道府県は、

報を相手と共有するという意識をあまりもっていません。こうした

高桑 大介

武蔵野赤十字病院事務部調度課長

災害拠点病院の施設が被災することを想定して、近隣の広場を確保し、

内藤万砂文

長岡赤十字病院救命救急センター長

仮設の救護所等として使用する場合があることについて地域住民の理

三つの防災機関に共通的に指示を出せるのはやはり行政、市町
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通信環境が良い

OR 地上からのアプローチが可能

また、災害拠点病院は、第一線の地域の医療機関を支援するもの
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解を得ておくことが望ましいこと。
「地域災害医療センター」については原則として各二次医療圏毎に 1
か所、
「基幹災害医療センター」については原則として各都道府県毎に
1 か所整備することが必要であること。その際、防災拠点国立病院に
ついては災害拠点病院として指定されたいこと。

東日本大震災における災害拠点病院の課題

災害拠点病院は、1996 年（平成 8 年）から整 備を開始し、

2011 年（平成 23 年 1 月 1 日）現在までに 609 病院が指定され
ています【表①】。基幹災害拠点病院は、原則として各都道府県
に１か所設置。地域災害拠点病院は、原則として二次医療圏に１
か所設置することが決められていますが、二次医療圏に地域災
害拠点病院を指定していない都道府県が全国で 14 二次医療圏
あります。
［内訳：秋田県（1）、埼玉県（2）、東京都（1）、静岡県
（2）、京都府（1）、広島県（1）、福岡県（6）］
東日本大震災のおける災害拠点病院の課題として挙げられたこ
とには、次のようなことがありました。
［建物の耐震性］

•耐震性の低い建物を有してる災害拠点病院があった

（県立釜石病院、東北厚生年金病院では大きな被害）

［災害時の通信手段の確保（衛星電話等）］

•各県とも翌日まで連絡の取れない病院あり

（岩手：6 病院、宮城：1 病院、福島：2 病院）
※宮城は MCA 無線により連絡

［EMIS の接続］

•電話回線、インターネット回線の断裂により一時接続不能

•EMIS 未導入の県（宮城、島根、徳島、長崎、宮崎、鹿児島、
沖縄）がある（県等による代行入力を実施）

［ライフライン］
（主に電気、水道）

•自家発電等により対応したが、ライフラインの途絶が長期
間となり備蓄燃料等が不足

［備蓄］

•患者・職員も含めた食料の備蓄
•医薬品・衛生材料等の備蓄

•道 路の寸断、ガソリン不足が長期となったため食料等が不
足

［ヘリポート］

•敷地外のヘリコプター離着陸場からの搬送では、時間と手

【表①】災害拠点病院の設備状況
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
合 計

基幹
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
57

地域
24
7
9
13
10
6
7
10
8
12
12
15
67
33
14
4
8
7
8
9
5
18
31
9
9
6
17
14
6
7
3
7
6
13
13
8
7
7
6
19
5
9
13
11
9
10
4
552

1996 年に厚生労働省が出した災害拠点病院に関する内容は、

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

［現状］
耐震化

・施設は耐震構造を有すること

・診療機能を有する施設を耐震化（病院機能を維持するた
めの施設の耐震化が望ましい）

ライフライン

・EMIS の端末を原則として有すること
・水、電気等のライフラインの維持機能を有すること

・衛星電話を保有、衛星回線インターネットに接続できる
環境を整備
・EMIS へ確実に情報を入力する体制を整備
・通常の 6 割程度の発電容量を備えた自家発電機を保有し、
3 日程度の燃料を備蓄
・受水槽の保有や井戸設備の整備、優先的な給水の協定等
により水を確保

備蓄・流通

・食料、飲料水、医薬品等を 3 日分程度備蓄
・地域の関係団体・業者との協定の締結等による体制整備

ヘリポート

・原則として病院敷地内にヘリポートを整備

・原則として病院敷地内にヘリポートを整備

平時からの役割

・災害時の応急用資器材の貸出機能

・DMAT を保有し、DMAT や医療チームの受け入体制整備
・救命救急センターもしくは二次救急病院の指定
・災害時の応急用医療資器材の貸出機能
・地域の二次救急医療機関等の医療機関とともに、定期的
な訓練を実施
・災害時に地域の医療機関への支援を検討するための院内
の体制を整備

基幹災害拠点病院 ・災害医療の研修に必要な研修室を保有

テム（EMIS）の情報入力に遅れがありました。情報インフラを

災地で活動しております。翌日の 12 日には 260 チームが被災地

整備しなければならないということで、すべての拠点病院が衛星

に入って活動を展開していました【図① - ③】。東日本大震災にお

電話を保有し、衛星回線も整備してインターネットを接続できる

ける DMAT の活動状況を県別にまとめますと次のようになります。

環境を整備することやアンテナもしっかり設置して常に使える状
態にしておくことなども、拠点病院としての要件として追加されて
います。こうして「災害時における初期救急医療体制の充実強化
について
（健政発第 451 号）」が今後、改正される予定です。
【表②】
東日本大震災での DMAT 活動

東日本大震災での DMAT 活動を簡単に説明しますと、全国

から 383 隊、1852 人が 被災地病院の支援、域内搬 送、広域
医療搬送、病院入院患者の避難搬送などで活動しました（3/11
〜 3/22）
。千歳・入間・伊丹・福岡から空路で被災地に入った

各項目もかなりおおざっぱなものでしたので、2011 年の「災害医

DMAT は 82 チーム 407 名です。当初は小松・広島等も考えま

療等のあり方に関する討論会」では、拠点病院としての条件を具

したが、最終的には千歳・伊丹・福岡の 3 か所となりました。

［基幹災害拠点病院］

•DMAT や医療チームを受け入れる体制整備の必要性

体的に整備しました。たとえば、すべての拠点病院は DMAT を

岩手県の花巻空港には、千歳・伊丹・入間から支援部隊が入っ

保有し、DMAT や医療チームを受け入れる体制を整備すること。

ています。今回の震災で特筆すべきは、自衛隊との協力によって、

•複数の DMAT 保有・救命救急センターの指定の追加によ

また平時からの診療機能として基幹災害拠点病院は救命救急セ

九州や関西、中国・四国地域の DMAT が自衛隊の航空機にで

ンターであること。それ以外の病院も最低二次救急病院の指定

被災地に入っていることです。使用された航空機は、C1 輸送機

を受けていることなどが追加されています。

4 機、C130 輸送機 5 機が使われました。

る災害時の診療機能の強化の必要性

東日本大震災では岩手県沿岸地域の病院でも、救急医療シス
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・病院機能を維持するための施設を耐震化
・病院敷地内のヘリポート整備
・複数の DMAT 保有
・救命救急センター指定

【表②】災害時における初期救急医療体制の充実強化について（健政発第 451 号）

［平時からの役割］

間がかかった

［今後の方針］

発災当日 3 月 11 日、すでに 50 チームを超える DMAT が被

［岩手県］

•活動期間：3/11 ～ 3/19（9 日間）

•調整本部・活動拠点本部：岩手県庁内
•SCU：花巻空港、岩手県消防学校
•病院支援：8 病院

［宮城県］

•活動期間：3/11 ～ 3/16（6 日間）
•調整本部：宮城県庁内

•活動拠点本部：仙台医療センター

•SCU：霞目基地、石巻総合運動公園
•病院支援：6 病院

［福島県］

•活動期間：3/11 ～ 3/15（5 日間） 3/17 ～ 3/22（6 日間）
•調整本部：福島県庁内

•活動拠点本部：福島県立医科大学附属病院

•SCU：福島空港、いわき光洋高校、サテライトかしま
•病院支援：3 病院
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【図③ -1】DMAT 活動（3 月 11 日）

【図③ -2】DMAT 活動（3 月 12 日）

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図③ -3】DMAT 活動（3 月 13 日）

［東日本大震災］
人的被害

死

［阪神・淡路大震災］

・死 者：
15,520 名
・行方不明者： 7,173 名		
・負傷者：
5,388 名
（7 月 1 日時点：警察庁緊急災害警備本部調べ）

・死者：
6,434 名
・行方不明者：
3名
・負傷者：
43,792 名

（消防庁確定報）

焼死 1.10%

因

圧死・損壊死・その他
4.40%

不詳 2.00%

不詳 3.90%
焼死 1.10%

建物倒壊による圧死 83.30%

溺死 92.50%

（警察庁刑事局捜査第一課調べ）

［仙台市内］

［仙台市内］

仙台医療センター

［仙台市内］

仙台医療センター

仙台医療センター

霞目基地

仙台市立病院

仙台市内避難所

霞目基地
仙台市内避難所

（兵庫県監察医調べ）

震災による
・津波災害による死者、行方不明者が多く、負傷者が少
医療ニーズの特徴
なかった。
・超急性期、外傷傷病者への救命医療のニーズ把握は困
難であった。反面、慢性疾患をもつ被災者に対する医
療支援ニーズが高い状態が、長期にわたり続いた。

・建 物倒壊による圧死が最多で、負傷者は死者の約 7 倍
に上った。
・圧挫症候群をはじめ、外傷傷病者に対する超急性期医療
のニーズが高かった。

【表③】東日本大震災を踏まえた DMAT の活動課題

で、行き先が決まらないまま 24 時間ほど迷走し、避難所につい

カルチェックをし、医療を継続しながら福島医科大学や新潟県・

た段階ですでに 6 名が亡くなっていました。その後も寒い避難所

栃木県の施設に搬送しました。これも自衛隊の車両が使われてい

DMAT の入院患者避難活動

の体育館の中で寝かされたことで様態が悪化し、合計 45 名が亡

ます。19 日〜 22 日の間、1,000 名のうち約半数は自力で避難

くなる悲惨な事態でした。放射線で汚染されているとされた患者

しましたが、残りの 509 名の患者の避難を支援しています。搬送

•調整本部：茨城県庁内

ありました。石巻市立病院は沿岸近くにあったことから、1 階が

は、どこの病院からも断られ受け入れてもらえませんでした。

中の死亡は一例もありませんでした。
各県庁で調査本部を設置し、

津波で被災し、地下にあった自家発電が破損して電気が使えなく

同じことが屋内待機エリア病院でも起こりかけていました。3

•病院支援：3 病院

なりました。入院患者の診療が継続できなくなったわけです。こ

月 15 日、福島第一原発 20 〜 30㌔圏内に屋内退避の指示が出

の病院には、発災から 3 日経っても周りからの支援も来ませんで

され、この圏内にある 2 カ所の老人介護施設の運営継続が困難

した。同院の外科部長・内山哲之医師が、泥水の中を泳いで石

になりました。約 1,000 床の病院退避が必要となり、その方々

［茨城県］

•活動期間：3/11 ～ 3/18（8 日間）

•活動拠点本部：筑波メディカルセンター病院
（資料提供 厚生労働省 DMAT 事務局）

東日本大震災では、DMAT の新しい役割として、病院避難が

指揮系統を確立して活動することができました。
【図⑤】
DMAT の入院患者避難活動

ただ DMAT の活動がすべてがうまくいったわけではありませ

東日本大震災で DMAT は被災 4 県で活動し、全体をならすと

巻日赤病院まで状況を知らせに向かい、発災から 68 時間後、よ

が無計画に避難しようとしていたのですが、そこに DMAT が入っ

ん。阪神・淡路大震災の経験を基に、外傷やクラッシュ症候群

約半数が被災地内の拠点病院を中心とした支援を、30%が広域

うやく DMAT がドクターヘリで支援に入りました。石巻市立病院

て中継地点のサテライトかしま（南相馬市鹿島区）で汚染のメディ

を対象として対策整備されてきた DMAT ですが、東日本大震災

搬送拠点で活動を行ないました。その他の活動としては、域内搬

から120 名の入院患者と約 100人の職員を石巻運動公園に搬送、

送、病院への避難などに従事しました。

そこから患者を宮城県の霞目基地に移送し、後方支援病院へ搬

花巻空港 SCU には 3 月12 日〜16 日の 5 日間でトータル 74
（12

送しています。
【図④】

日 :64/13 日 :63/14 日 :34/15 日 :14/16 日 :4） の DMAT が 集

もうひとつの入院者避難として、福島県大熊町にある双葉病院

まりました。発災から 4 日間で 136 名の傷病者が、宮古市・釜

の患者の救出作戦があります。福島第一原発の南西約 4㌔に位

石市・大船渡市・気仙沼・石巻など沿岸部の病院から主にヘリコ

置する双葉病院は、放射線被ばくのおそれがあることから対応が

プターで運び込まれました。そのうち 16 名を羽田空港と新千歳

遅れました。患者 440 名のうち 45 名の入院患者が避難中や避

空港に搬送し、残り 120 名を北上市と盛岡市の病院に陸路搬送

難後に亡くなっています。患者や職員たちは 14 日に、自衛隊の

しています。

運用するバスで県の相双保健福祉事務所に搬送され、スクリー

これは我が国初の自衛隊の航空機によって重症患者を広域医

ニングが行なわれました。その後、いわき市の避難所に移送され、

療搬送した事例となります。輸送機には、航空機自衛隊の航空

さらに福島市・喜多方市・会津若松市の病院や老人保健施設に

機 C1 を 5 台を使用し、千歳基地・秋田空港・羽田空港・福島

搬送されました。

空港に搬送しています。
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かろうじて点滴で生命を保っている患者も点滴を抜いた状態

【図④】石巻市立病院の入院患者 120 名の救出作戦（3 月 14 日）
石巻運動公園

【図⑤】福島県の老健施設から 5 患者 509 名を救出搬送（3 月 22 日）
かしま

自衛隊機で霞目基地へ

石巻市立病院
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ではそれだけでは充分ではありませんでした。

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

足するまでに 1 週間かかりました。ここに医療の空白が生じます。

仙沼にはさまざまな医療ニーズがあったのですが、SCU から先、

阪神・淡路大震災では死者：6,434 名、行方不明者：3 名ですが、

DMAT の目的とする救命医療のニーズがほとんどない一方、もと

自分たちで移動する手段がありませんでした。このあたりの対応

負傷者は 43,792 名です。一方、東日本大震災は死者が 2 万人弱、

もと健康に不安を抱えている人が避難所の過酷な環境のなかで

としては、空路で参集した DMAT に対して、都道府県は、必要

負傷者は 6,000 名と真逆の状態です。仙台の医療センターに運

様態が悪化し、命を失う方もいました。この空白に医療ニーズが

な物資の提供や移動手段の確保のための体制を整備してほしい

ばれた患者 1,000 名うち赤タグのついた人は 13 名で、残りほと

あったわけで、このギャップはいわば、防ぐことのできた新たな

と考えます。

んどは低体温で亡くなっています。
【表③】

医療ニーズといえます。

DMAT に続く医療チームはどのようなものかといいますと、日

発災直後の 3 日間とそれ以降の患者数を比べますと、心不全

このように DMAT 以外の医療資源がない状況下で、私たちは

本赤十字社や JMAT、それ以外にも全日本病院協会、国立病院

患者が急激に増えています。また急性心筋梗塞、脳血管障害、

これまでの救急医療活動に加え、慢性疾患にも対応してきました。

機構、国立大学病院など、いろいろな枠組みで支援が入ってき

心肺停止も増えている。4 月 11 日が一番大きな余震がありました

しかし残念な DMAT もいたことは事実です。
「それは DMAT の

ます。これらの医療チームが、それまでの DMAT の活動をバト

が、余震のあとにも脳血管障害と心肺停止が増加し、外傷以外

仕事ではない」──被災地でこのようなことを言ってしまった隊員

ンタッチしてから引き上げるわけですが、その引き継ぎや調整も

の疾患も急増することがわかっています。

がいます。そこには DMAT しかいないのだから、他の医療資源

スムースにいきませんでした。そのため比較的アクセスのいい避

がないのであれば、動ける医療チームがないのであれば、すべて

難所には一日に 5 チーム、7 チームが入れ替わり立ち替わり入る。

て想定していたものとはまったく医療のニーズが違っていました。

は被災者のために当然やるべきだろうと私は思います。

避難所の避難者は何度も同じことを聞かれて疲弊するということ

クラッシュ症候群や外傷等を中心とした医療活動に加え、慢性

「災害医療等のあり方に関する検討会」の概要報告書では、ク

があった一方、一週間経っても医療チームがまったく入ってこな

疾患などの内因性疾患や入院患者避難移送など、臨機応変な対

ラッシュ症候群や外傷等を中心とした医療活動に加え、慢性疾

い避難所もありました。亜急性期医療・慢性期医療に対応する

応が求められたわけです。

患へも臨機応変に対応すべき、また内科的な疾患にも対応するよ

保健医療（投薬・小処置・公衆衛生活動）を担う医療救護班の

うにとも記されています。活動期間に関しても、災害の規模に応

調整をする機能が必要です。

今回の震災で対応した患者像は、これまで DMAT が対象とし

［阪神大震災］

津波災害では
DMAT 活動が長期間に及ぶ

じて、二次隊・三次隊の派遣を考慮し、DMAT １チームの移動

その対策として、県災害対策本部の医療事務局に DMAT 活

［質疑］

秋冨：大友先生の講演について、何かご質問ありますか。

會川雅行：東日本大震災では大きく分けてふたつのタイプの災
害があり、津波災害に関しては DMAT の活動が長期間に及ぶ

時間を除いた活動時間は 48 時間を原則とし、かつ 1 週間程度

動調整本を設置すると同時に、最前線の拠点病院にも DMAT

ことから、今後 DMAT 活動の内容を検討すると同時に、その

亜急性期医療……ニーズ継続→事前計画多少あり・各現場の

の活動継続も考慮して、後続 DMAT の派遣を検討することが盛

の派遣調整本部を設け、命令系統・調整機能をもたせる。また

活動をサポートするロジスティックス体制を整えるというお話

り込まれました。そして後続のチームが充足するまでの間は、最

二次医療圏にもそれぞれ一カ所ずつ DMAT 活動拠点本部を展

しでしたが、それは最初に参集する DMAT の質を高くしつつ

慢性期医療

初に入った DMAT が留まってがんばりましょうと。この報告書に

開し、DMAT の連絡調整や病院情報収集、空港運搬調整など

後続の医療チームに引き継ぐのか、それとも DMAT の全体的

も続いて DMAT の活動要領を見直しつつ、今後の研修も行なわ

を担当するといったことが考えられます。

な水準を保ちつつ体制を強化していくのか。そのあたりはどの

超急性期医療……ニーズ甚大→竹槍医療で対応
創意工夫で対応

……ニーズ継続

超急性期医療……ニーズ小→事前計画あり・硬直化した対応

亜急性期医療……ニーズ拡大（医療崩壊の延長）→行政機能

の麻痺・被害甚大・支援充足まで遅延・各

慢性期医療

ようにお考えですか。また、それを決定するのはどこなのか教

れることになります。

［東日本大震災］

被災地の DMAT 調整本部をどう強化・サポートするか

今回の震災はまた、極めてロジスティックス担当者に大変な負

現場の創意工夫

荷のかかった震災でした。4 つの被災地の県庁に調整本部が設

応（JMAT・大学病院支援）の創設

スティックスのチームが入りましたが、10 分おきに問い合わせが

……ニーズ継続→事前計画多少あり・新しい対

置され、ここに DMAT の統括、もしくはそれをサポートするロジ
くるといった状況が続き、1 週間そこに泊まりがけといった過重な

阪神・淡路大震災では、超急性期に必要とされる医療ニーズ

負担がかかっています。政府対策本部（官邸）
・厚生労働省本部・

が甚大でした。その後もニーズは継続していましたが、亜急性期

厚生労働省担当課・DMAT 事務局・政府現地対策本部それぞ

までの間は、各現場の創意工夫でなんとか凌いだというもので、

れから、被災地の DMAT 調整本部に連絡が集中し、連絡の輻輳、

超急性期はいわば竹槍医療だったといえると思います。
東日本大震災では超急性期医療のニーズが少なかった一方で、

引き継ぎを考慮した DMAT 活動拠点本部の展開

えていただきたいのですが。（岩手県総務部総合防災室）

考慮した DMAT 活動拠点本部は次のようなイメージです。

して DMAT を投入していては間に合いませんので、最初の段

災害地の DMAT が後続の医療救護班に活動を引き継ぐことを

大友：被災地のニーズが明らかになってから、そのニーズに対
階で早急に参集し、長期化する可能性があれば追加の DMAT

① 参集拠点に DMAT 活動拠点本部を設置

派遣を要請していくというかたちになろうかと思います。これ

③ 医師会・保健所と連携し、地域災害医療対策会議を設置。

動しないという理解だったと思いますが、今後は二次隊、三次

② 二次医療圏レベルに DMAT 活動拠点本部を展開
機能を徐々に移譲

まで都道府県の皆さんは、DMAT は発災後 72 時間までしか活
隊というかたちで派遣されてつなげていくのがいいだろうと考
えています。日本赤十字社などは、最初は DMAT のかたちで

発災直後は、被災地に入った DMAT が、派遣調整本部と同じ

向かいますが、72 時間経過したところで日本赤十字社の救護

情報の錯綜が生じました。このことも今後、精査しなくてはいけ

テーブルを囲んで情報を共有しながら一緒に活動する。DMAT

班としてユニフォームを着替えて、そのまま活動を継続すると

ない問題です。

が引き上げた後も、その派遣員が中心となって、日本赤十字社や

いうかたちもあります。
會川：全体的な資源をしっかり確保しながら、高い水準で被災

亜急性期から慢性期にかけての医療ニーズが拡大しました。超急

大規模災害時は、DMAT 事務局や DMAT 都道府県調整本

医師会など、後続の医療チームを支援するといった感じです。こ

性期については DMAT の事前計画はありましたが、それがため

部等に DMAT 保有医療機関から統括 DMAT 登録者やサポート

うした内容が厚生労働省医政局長の名前で、担当都道府県の知

に硬直化した対応に陥りました。行政機能そのものが麻痺してし

要員を積極的に派遣する必要があります。そのためにも、被災地

事宛に体制を整備するよう伝えられました。以上、
「災害医療等

まったことも含めて、亜急性期に対する医療活動が非常に困難と

の DMAT 調整本部をきちんと支援できるロジスティックスチーム

のあり方に関する検討会」で検討された内容についても主にお伝

なりました。これが大きな違いです。

をつくって、ロジスティックス活動の後方支援を専門とするロジス

えしました。

ひとつの問題は、被災地の駐屯地に多くの DMAT が参集した

ティックス担当者や、後方支援を専門とするロジスティックス担当

ものの、最初の 2 日間はほとんどやることがなかったということで

者からなる DMAT ロジスティックスチーム（仮称）を養成する必

す。タイムリミットと判断して帰ったチームもあります。石巻市立

要があります。

地の医療支援を牽引してくれるという理解でよろしいですね。
大友：最初の部隊投入は多少過剰になってしまう場合もあるか
もしれませんが、それはやむを得ないと思います。からぶり派
遣については、致し方ないことと我々は捉えております。

病院の救出は、その後に実施されています。
DMAT の意義とは何か

DMAT が引き上げた後、後続の医療チームが被災地に入り充

112

被災地の DMAT 指揮系統をどう整備するか

宮城県の霞目基地の SCU に入った DMAT は、空路で入った

ものですから充分な水・食料を持参できませんでした。石巻や気
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【グラフ①】DMAT 隊員の現状

DMAT における
ロジスティックス要員の養成

業務調整員
1880

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

DMAT 研修修了者数（2012 年 12 月現在）

日本 DMAT 活動要領（2010 年 3 月 31 日改正）

［現状］

［今後の方針］

・活動内容

・JATEC に沿った医療活動（日本 DMAT 隊員養成研修）

・JATEC に沿った医療活動に加え、慢性疾患へも臨機応変
に対応

・活動期間

・災害の急性期（概ね 48 時間以内）に活動できる機動
性を持った、専門的な研修・訓練を受けた災害 派
遣医療チーム

・災害の規模に応じて、二次隊・三次隊の派遣を考慮
・DMAT １チームの移動時間を除いた活動時間は、48 時
間を原則とする

・通信機器

・DMAT 指定医療機関は、当該医療機関と派遣された
DMAT の間の連絡手段を確保するための機材を整備

・衛星携帯を含めた複数の通信手段を保有、インターネッ
トに接続して EMIS に情報を入力できる環境を整備

医師 2265

看護師 2848

講演［5］

国立病院機構災害医療センター 厚生労働省 DMAT 事務局

市原 正行

｛

・指揮調整機能

・大規模災害時に、DMAT 事務局および DMAT 都道府県調
整本部等へ、DMAT 保有医療機関が、統括 DMAT 登録者
やサポート要員を積極的に派遣

・ロジスティックス

・統括 DMAT 登録者をサポートするようなロジスティック
担当者や、後方支援を専門とするロジスティック担当者
からなる DMAT ロジスティックチーム（仮称）を養成

【グラフ②】DMAT 隊員（業務調整員）の現状

DMAT 発足から 10 年

市原正行：国立病院 機 構災害医療センターの市原と申します。
病院に務めておりますが、医療職ではなく事務をやっておりま
す。これまで厚生労働省 DMAT 事務局として、全国の DMAT
の養成や出動時の国のとりまとめなどを行なってきました。日本

臨床工学技士
7%

診療放射線技師
7%
薬剤師 16%

事務等 62%

DMAT は 2005 年（平成 17 年）に発足してから 10 年ほど経ち
ますが、DMAT 事務局がスタートしたのは 2010 年です。
それまで私自身は、JICA（独立行政法人国際協力機構）の国

・臨床検査技師
・理学療法士
・看護師
・救急救命士
・作業療法士
・歯科技工士
・管理栄養士
・言語視覚士

4%
2%
1%
1%
1%
1% 以下
1% 以下
1% 以下

・広域搬送

・都 道府県は、厚生労働省及び関係省庁と連携し、あ
らかじめ計画された広域医療搬送拠点に SCU を設置

・防災計画等ともあわせて広域医療搬送も想定した航空搬
送計画を策定し、SCU の設置場所および協力を行なう医
療機関をあらかじめ定める

・空路参集 DMAT

・災害時の応急用資器材の貸出機能

・都道府県等は、空路参集した DMAT に必要な物資の提供
や移動手段の確保を行なう体制を整備することが望まし
い

・ドクターヘリ

・ド クターヘリは、必要に応じて広域搬送、DMAT の
移動、患者の搬送等に活用することができる

・救今後の方向性について検討していく中で、関係省庁と
の調整を行なう

際緊急援助隊の事務局におりまして、政府が海外に派遣する医
療救助チームの研修訓練であるとか、
出動した部隊のロジスティッ

して、薬剤師や診療放射線技師なども加わっていますが、こうし

クスなどの調整に携わってきました。私としてはどうしても支援す

た職務についている要員も、基本的には業務調整員という名で呼

る側からの視点になると思いますが、今回は、DMAT のロジス

ばれています。
【グラフ②】

【表①】日本 DMAT 活動要領

ティックス要員をどのように養成しているのかといったところをお
話しいたします。

［DMAT 研修］

DMAT の隊員になるためには、DMAT 隊員養成研修を修了し

［DMAT 隊員の現状］

て、厚生労働省に登録する必要があります。隊員に任命された後

• 実践訓練（救護所・SCU）での記録、連絡、EMIS 入力等

8 つのブロックを中心に開催されます。
【図①】
ンターの二カ所で行ない、実習訓練は利便性を考えてそれぞれの

2012 年（平成 24 年 12 月末現在）の DMAT 研修修了者数

に DMAT 隊員アドバンス研修というのがありまして、ここでは災

隊員養成研修のロジスティックス部門では、トランシーバーの

は 6,993 名。日本で DMAT が始まってから現在、全国に 7,000

害時に各本部の本部長となる人のための「統括 DMAT 登録者研

使い方や活動状況を EMIS に入力する実習などは、全職種を対

名近い隊員がいることになります。施設数（病院数）でいうと

修」や「NBC 災害・テロ研修」
「実機訓練」などを学びます。さ

象に行なっています。ロジスティックス部門に限った研修項目と

561。チーム数でいいますと 1,113 の DMAT があります。だいた

らに隊員に登録されて以降は、DMAT 隊員ブラッシュアップ研修

しては衛星電話実習。広域災害派遣での調整員の役割（資機材

い 1 チーム 5 名ほどで構成されています。

があり、技能維持のための研修や実働訓練をとおしてスキルアッ

準備・情報収集・記録）等についての机上演習があります。ま

現在、厚生労働省が定めている DMAT は基本として、医師・

以外のメンバーはすべて業務調整員ということです。
【グラフ①】
［DMAT 隊員（業務調整員）の現状］

DMAT 構成メンバーの約 6 割が病院で管理部門などの事務

職をやっている業務調整員で、ほとんどの人が医療職ではありま
せん。DMAT 活動にはロジスティックスをやる人が必ずひとつの
チームには必要だろうということから、日本 DMAT が発足したと
きからこのような構成になっています。私のいた JICA の国際緊
急援助隊の事務局での経験もありまして、DMAT でも実務に関
わる研修と養成が行なわれております。
現在は、この業務調整員を構成する職員にも医療職が増えま
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ブロックで開催されています。
［DMAT 継続研修・訓練研修］

DMAT 継続研修・訓練計画は、研修方式と実働訓練の二本

た、東日本大震災で初めて実施された広域医療搬送ですが、こ

立てとなっておりまして、
座学の研修は各ブロックで年に 1 〜 3 回、

の活動にはかなりの数の業務調整員が必要で、その情報管理が

国の事業として実施されます。実働訓練はどのブロックでも年 1

DMAT の研修で修得するロジスティックス

重要になってきますので、その役割についての実習も行ないます。

回の開催。訓練は都道府県の補助事業として実施されます。研

MATTS というのは広域医療搬送患者情報を管理するシステムで

修方式と実働訓練いずれも、2 年に 1 度受講できる枠を設けて

修項目としては以下のようなものを組んでいます。

すが、こういうものも使えるようにします。

います。

プを重ねていきます。

看護師・業務調整員の 3 要員で構成されています。DMA として
登録する際はこのいずれかの名称になる。つまり、医師・看護師

養成研修は、事務局のある東京の立川市と兵庫県災害医療セ

DMAT の業務調整員、すなわちロジスティック要員のための研

• 無線機使用実習（全職種）

DMAT 養成研修で何か行なわれているのか

• 衛星電話実習

 – 資機材準備、情報収集、記録（机上演習）

• EMIS 入力実習（全職種）

DMAT は、全国の都道府県にぶらさがっています。各都道府

［DMAT 隊員技能持続研修カリキュラム］

DMAT 隊員技能維持研修は、私がおります DMAT 事務局主

県が DMAT をもっている病院と協定を結び、それに基づいて大

催で行なっています。だいたい一泊二日の 2 日間コース。最初に

• 広域災害派遣での調整員の役割

きな災害があれば派遣されます。都道府県の枠組みだけですと多

研修を受けてから数カ月も経つと内容を忘れてしまいますので、

すぎることがありますので、北海道ブロック、東北ブロックなど、

実習をとおしてそれを思い出してもらったり、新しい情報・内容を

• SCU における業務調整員の役割

DMAT 独自に全国 8 つのブロックに分けております。このブロッ

指導したりします。統括 DMAT 研修は養成研修のなかにはほと

クは実働でも使われますし、訓練などもこの枠組みのなかで行な

んど入っていませんので、DMAT の本部運営や指示系統につい

われます。先ほどご説明したブラッシュアップのための訓練もこの

て触れています。また各地域毎の課題も研修訓練します。

– 広域医療搬送における情報の流れ

–MATTS（広域医療搬送患者情報システム）実習
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• 隊員養成研修の再確認

●

【図①】DMAT 地方ブロック区分

– EMIS 入力

医薬品等

△ （活動期間、医療状況による）

•衛星携帯を含めた複数の通信手段を保有、インターネット

食料・飲料水

△ （24h ～ 48h）

•大規模災害時に、DMAT 事務局及び DMAT 都道府県調整

酸素

– トリアージ演習と広域搬送用カルテ

× （携行困難）

– MATTS（広域医療搬送患者情報システム）実習

③ 物資輸送手段

△ （病院車両のみ）

– 厚生労働省の DMAT 運用

⑤ 通信環境

○ （衛星携帯電話）

• 隊員養成研修の内容変更への対応

④ 生活支援

– EMIS と病院支援

⑥ 安全確保

• 統括 DMAT 研修の反映

自己完結制はほぼ困難になります。通信関係で衛星電話に○が

– 職種別研修

ついていますが、これもワイドスターであったりインマルサット 2

– 地域の独自プログラム
受講チーム数 / 受講施設数
2012 年 3 月現在

［地方ブロック実働訓練］

＊隣接する地方区分への重複する所属は妨げない

地方ブロック訓練は、各地域の自衛隊や警察・消防・自治体

–ブラインド訓練とする。

–コントローラーを必要数設ける。

– 机上と実動を組み合わせることは構わない。

• 訓練の規模

–DMAT 登録者 200 名以上参加できるキャパシティーをも
つこと（各 DMAT 登録者の２年に１回の訓練参加を目標と
する）
。

• 実施項目

– 参集訓練、EMIS、DMAT 本部を必ず実施。

–現場活動、病院支援、域内搬 送、SCU、機内活動を適
宜組み合わせ２項目以上実施。

• 関連機関との連携訓練が望ましい
このような訓練・研修を東日本大震災前までやっていました。

•多数の DMAT が被災地に入ったことにより DMAT 事務局や
DMAT 都道府県調整本部等における業務量が膨大となった

• 被災地内での医療ニーズの把握が困難であった

関わる課題を抽出したところ、DMAT 本部においても、人材の

についてのガイドラインが記されています。このなかに以下のよう

•後方支援（ロジスティックス）とは、DMAT の活動に関わ
る通信、移動手段、医薬品、生活手段等を確保することを
いう。

•DMAT 活動に必要な連絡、調整、情報収集の業務等も含む。
•DMAT は、DMAT 活動に関わる通信、移動手段、医薬品、
生活手段等については、自ら確保しながら、継続した活動
を行なうことを基本とする。

このように書かれてありますが、実際のところ DMAT でこれを

確保して移動も自己完結で行なってというは、広域災害の場合に

ということ。DMAT 本部では、本部長の立場の人員が足りません

は非常に難しく困難を伴います。それが東日本大震災を受けての

でしたし、また本部を支える本部要員も足りませんでした。さら

経験でした。

に DMAT の生活資材等の携行が難しかったという反省がありま

•通信が困難であったチームや、EMIS へ入力を行なうための
インターネット接続が不可能なチームがあった

DMAT 本部（22 カ所）の活動報告から、ロジスティックスに

不足、通信伝達手段の不足などの課題が上がっていました。

なロジスティックスの記載があります。

のは当然ではありますが、各病院の DMAT ごとに人材・資材を

• 48 時間以上の活動により DMAT の物資が不足した

が望まれます。

厚生労働省が規定した DMAT 活動要領には、DMAT の活動

東日本大震災での一番の問題は、やはり通信が使えなかった

［ロジスティックス関連］

④休息、食事等の生活支援について DMAT をサポートする体制

DMAT 活動要領 平成 24 年 3 月 30 日改正

東日本大震災を踏まえたさまざまな課題

今回のロジスティックスの視点からの問題点です。

ればもはや通信手段はありません。極めて脆弱なところです。こう

•空路参集では DMAT の生活資材等の携行が困難であった

完遂することは難しい。救援部隊として自己完結を基本に考える

す。空港から被災地までの移動手段もありませんでした。これが

種 1 台程度しかもっておりませんので、万が一トラブルでも起き

医療機器・酸素等の物資の確保・調達 ③その物資の搬送手段

れ、一度の訓練で 200 名以上が参加します。その地域の自衛隊

• 訓練の様式

やイリジウムなど小型のもの。ほとんどの DMAT がそれを 1 機

したことから、特に① DMAT の移動手段 ②医薬品・医療資材・

と連携を組んで行なう実働訓練です。だいたい年に 1 度開催さ

医療支援などの訓練が行なわれています。

△ （PPE のみ）

このように東日本大震災クラスの大震災が起きますと、完全な

• 地域によるプログラム

の駐屯地や病院と連携しながら、DMAT の受け入れ体制による

△ （テント・発電機等携行困難）

第 17 回日本集団災害医学界パネルディスカッションより

– DMAT 本部運営と記録
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● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

［DMAT の自己完結性］
① DMAT の移動手段

ポート要員を積極的に派遣

•統括 DMAT 登録者をサポートするようなロジスティック担

当者や、後方支援を専門とするロジスティック担当者からな
る DMAT ロジスティックスチーム（仮称）を養成

•都道府県等は、空路参集した DMAT に必要な物資の提供
や移動手段の確保する体制を整備することが望ましい

［ロジスティックス］

•ロジスティックスとは、DMAT の活動に関わる通信、移動
手段、医薬品、生活手段等を確保することをいう。

•DMAT 活動に必要な連絡、調整、情報収集の業務等も含む。
•DMAT のチームの一員としてのロジスティック担当者に加
え、DMAT ロジスティックチームがロジスティックを担う。

［ロジスティックスチーム］

•DMAT ロジスティックチームは、DMAT 都道府県調整本部

等の本部業務において、統括 DMAT 登録者をサポートする。

•DMAT ロジスティックチームは、主に病院支援や情報収集
等のロジスティックを専門とした活動を行なう。

•人員配置（10 本部）：本部業務を行なう統括者、本部要員

いても記されているのですが、ではどういう人材をどこからどのよ

•通信手段（13 本部）：通信手段の不足、脆弱な通信環境など

中です。今のところ、現行で登録している隊員のなかで特にロジ

•燃料確保（4 本部）：DMAT 車両、ドクターヘリの燃料確保

チームを組み、DMAT の各本部に派遣する。あるいは各行政等

•移動手段（4 本部）：空路投入された DMAT の被災地域内

に派遣し本部要員の層を厚くするといったことで本部を支える体

の不足

•情報管理（8 本部）：必要な情報の不足、過多、錯綜など

うに確保して、どのような活動をするかということは実はまだ検討
スティックスに優れているインストラクターを中心にロジスティック

の困難さ

のロジスティックスをもう少し強化しておいて、その部員を各本部

での移動手段の不足など

制をとろうと考えています。

SCU テント内の寒さなど

のと同時に、指揮下の DMAT のロジスティックス（DMAT の活

スタイヤ、地図、SCU 資機材、酸素ボンベ、OA 機器、放

保）も大切な役割です。しかしロジスティクチームが自分たちのト

•活動環 境（5 本部）：隊員の宿舎、傷 病者受入にあたって
•資機材（6 本部）：食料・飲料水、DMAT 車両のスタッドレ
射能検知器などの不足

もうひとつのロジスティクチームの役割として、本部を支える
動に関わる通信・移動手段・医薬品・資機材・生活手段等の確
ラックを持っているわけではないですし、保管している医薬品を

•資機材管理（１件）：花巻空港 SCU での資機材管理の困難

DMAT が事前に確保することもできません。備蓄できる資材も限
られています。つまり、自衛隊・消防・警察・自治体・民間の通

こうしたことを踏まえ、厚生労働省は「災害医療等のあり方に

信事業者などの関係機関と連携しながら、そこからの協力を得て

関する検討会」をもうけ、ロジスティックスチームを養成する必要

やっていくしかありません。そうしたところと連絡調整するのがロ

性や衛星携帯電話の保有の必要性などを検討しました。これが

ジスティックスの役割でもあります。

○

DMAT 活動要領のなかにも反映され、2012 年（平成 24 年）3

ガソリン

× （携行困難）

道路障害時

本部等へ DMAT 保有医療機関が、統括 DMAT 登録者やサ

要領には、このように DMAT ロジスティックチームの派遣につ

病院車両派遣
空路派遣

に接続して EMIS に情報を入力できる環境を整備

空港もロジスティックスのひとつの拠点になります。
【写真①】

× （空港等からの移動手段無し）

月 30 日付けで改正されています。厚生労働省「災害医療等のあ

は震災時の花巻空港 SCU 本部の様子。約 300 人の DMAT が

り方に関する検討会」で今後の方針として新たに検討されたのは

集まりましたが、他の地域の本部はそこまでいきませんでした。

× （通行不能）

以下のような内容でした。

② 必要物資の確保・補充

最近の新しい流れでは、高速道路のサービスエリアに空港拠
点と同様のロジスティックス拠点を設けるという考え方があります。
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●

【写真①】いずれも東日本大震災時の岩手県花巻 SCU の様子

【写真②】いずれも 2012 年に常磐道守谷 SA で行なわれた訓練の様子

陸路の拠点として DMAT 本部と DMAT ロジスティクチームが入

ので、それについては各ブロック単位でロジスティックス研修を開

り、被災地の災害本部の DMAT 調整本部と連携をとりながら、

催してスキルの向上を図ります。これにより特に所属する DMAT

ロジスティックスに必要な物資や交通手段を県や国、あるいは事

本部の業務ができるような人材を養成していこうと考えておりまし

前に協定を結んでいる民間企業などに要請して確保する、その連

て、このあたりの研修はすでに始まっています。

絡調整をするというのが現在の計画です。

こうしたことを踏まえ、今後の DMAT 隊員アドバンス研修では、

【写真②】は常磐道常磐道守谷サービスエリアの本部の様子で

各ブロック単位で「DMAT ロジスティックチーム隊員養成研修」

す。もともとは NEXCO 東日本から出てきた発想でした。首都

の追加を検討しています。ブラッシュアップ研修でも「DMAT ロ

直下型の地震が起きたときは、いろいろな支援部隊が高速道路

ジスティックス研修」が追加予定です。こうした研修をとおして要

を使って入ってきます。被災地に入る前のサービスエリアにロジ

員の強化を進めています。

スティックス拠点を整備して通信環境を整え、燃料も確保し、ま

これまでの地方ブロックのロジスティックス研修としては、
【表

たあらゆる関係機関が情報を共有できるスペースも確保するとい

①】 のような実 績 があります。 近 畿 地 方 が 並 んでいますが、

う構想で 2012 年に訓練を行ないました。自衛隊・消防・警察な

DMAT8 ブロックのうち、近畿地方は地域の DMAT 隊員の発意

どの機関にも協力してもらいながら検討を進めているところです。

で 2008 年（平成 20 年）から始まっていまして、そこで研修を

通信のインフラも NTT が担っています。ここに DMAT ロジスティ

受けた人たちが、今回花巻空港での運営でも活躍しました。今

クチームも入り、いろいろな関係機関と連携しながら必要な資源

年度はこうした研修を全国各ブロックで展開していきます。

を確保することを検討中です。

ロジスティックス研修の内容ですが、現在のところ、DMAT 本
部に特化した内容としています。

今後の DMAT 研修のあり方

DMAT ロジスティックチーム隊員等によるロジスティックス

の強化案としては、ひとつはロジスティックチーム隊員の養成。
DMAT のなかでも統制能力にすぐれた人材を育成して、本部の
運営や、サービスエリアや空港を拠点としたロジスティックス業務
に携わってもらうためのものです。
また 1000 人以上いる業務調整員の指揮の底上げも必要です

【写真③】震災時の岩手県災害対策本部の様子

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

［地方ブロック単位のロジスティックス研修］

こうしたことで研修を進めているのですが、DMAT に限らず、

•DMAT 本部の設置・運営（実習）

ロジスティックス要員の養成が大変に難しい。医師・看護師で養
成研修で初めて診療について学ぶという受講者はいませんが、業

［DMAT ロジスティクチーム隊員養成研修］

務調整員のなかには少なからず、ロジスティックスという用語を聞

–２日間コース

–上記内容＋α（検討中）

くのは始めて、無線機を触るのは始めて、衛星電話を触るのは始
めて、EMIS を入力するのは始めてという方もいます。要はまった

１～２日コースでは上記のようなことを講義したり、セッティン

くの素人を 4 日間のコースで DMAT という急性期の活動を担うロ

グに関する机上研修、実際に設置するための実習を行ないます。

ジスティックス要員に養成しようというのですから、そこはなかな

通信確保のため、参加チームが持参した衛星電話で EMIS が使

か難しいというのが正直なところです。

えるようなインターネット環境を立ち上げるなどの実習を行ないま
す。これから始まる DMAT ロジスティクチーム隊員養成研修は２
日間コースくらいを考えておりまして、今のところ内容は未定です
が、上記内容＋α（検討中）。空港サービスエリアなどのことを盛
り込んで対応する必要があると考えています。
【写真⑤】が東京で行なった実習の様子です。シミュレーショ
ン形式でホワイトボードを並べています。このときはそれぞれの施

私が考えるロジスティックス要員に必要の力とは、
•機材・ツールが使える：無線機、衛星電話、PC、EMIS、車両、
場合によっては発電機やテント等々のスキルがあったうえで

•災害時の限られた時間、限られた資源、制約された環境下で、
必要な情報・資源を確保してチームの活動環境を整備する

•3K：機転、機敏、気配り

といったことです。しかし現状は、必要な機材ツールすら使え

設から衛星電話を持参してもらい、それを実際に本部の通信環

ないというのが実態で、なかなか目標とするレベルまでの教育に

境につなげて使うということも行ないました。

至りません。限られた時間でロジスティックス要員の養成は難しく、

–１～２日コース
– 内容

•DMAT 本部に関する講義

•DMAT 本部の設置と運営に関する机上演習
•DMAT 本部での EMIS 活用（実習）

【写真④】震災時の福島県災害対策本部の様子

地方ブロック DMAT ロジスティックス研修

【表①】DMAT 地方ブロック区分

No.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
14
15
16

開催年度
平成 20 年
平成 21 年
平成 21 年
平成 22 年
平成 22 年
平成 23 年
平成 23 年
平成 24 年
平成 24 年
平成 24 年
平成 24 年
平成 24 年
平成 24 年
平成 24 年
平成 24 年
平成 24 年

地方ブロック
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
関東
中国・四国
近畿
東北
九州・沖縄
北海道
関東
近畿
中国・四国

実施日
2009/1/9-10
2009/7/24-25
2010/1/30
2010/7/27
2011/2/26
2012/1/6
2012/3/10-11
2012/5/26
2012/8/4-5
2012/11/4
2013/1/5
2013/1/10
2013/1/13-14
2013/3/9-10
2013/3/9-10
2013/3/16-17

実施場所
兵庫県災害医療センター
兵庫県災害医療センター
大阪府立急性期・総合医療センター
奈良県新公会堂
奈良県新公会堂
大阪府庁
大阪府立急性期・総合医療センター
内閣府立川予備施設
香川県立保健医療大学
八尾空港
仙台市急患センター
国立病院機構九州医療センター
国立病院機構北海道医療センター
済生会宇都宮病院
調整中
調整中

1
2

平成 23 年
平成 24 年

-

2012/3/24-25
2013/3/23-24

京都府立医科大学
福島県内

DMAT インストラクター研修
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DMAT 研修におけるロジスティックス要員養成の課題

• 通信環境確保（実習）

受講者数
36
19
31
29
31
13
41
111
46
44
98
130
29
─
─
─
117
─
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●

【図②】DMAT 業務調整員の役割

平時の業務のなかは災害時のロジスティックスの業務とつながり
にくいこともあって、ブラッシュアップも困難です。とはいえ、訓練・
教育を積み重ねていくしかないだろうと思います。今後の対応とし
ては、

【図③】

•DMAT 業務調整員の役割、必要な能力の整理
– 業務調整員養成のための研修内容の見直し

– 限られた時間・機会でのより効果的な養成方法の検討
こうしたことを新しく始め、広域災害時の DMAT 活動のロジス

•地方ブロック単位のロジスティックス研修の充実によって全国
の調整調整員を底上げする。

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

ティックスを強化できるチームをつくろうと考えています。

理になろうかと思います。資源の管理は人とモノ。それに合わせ
て輸送手段と時間を確保する必要があります。
もうひとつの柱は情報の管理で、そのための通信手段を確保す
る必要があります。情報を収集するだけではなくて、発信したり
記録したり、掲示して共有することも含めて、こうしたことができ
るようになるためには、これまでの DMAT 活動の要領や戦略の
理解、そしてどういうことが求められるかの理解、DMAT 本部

ロジスティックスの役割を精査する

の役割などの理解が必要です。

東日本大震災での DMAT 活動では、多くのロジスティックス

必要なスキルとしては EMIS が使えることが前提ですし、いろ

に関する課題が顕在化しました。その反省として、私たちロジス

いろな通信ツールを使えること。あるいは患者の一覧表がきちん

–DMAT インストラクターを中心として、DMAT ロジスティッ

ティックスをやっている者たちが、その役割やどのような資機材

と書けること。情報システムが使えること。指揮系統図を把握で

が必要かをこれまであまり整理してこなかったことがあります。ロ

きることなど。いろいろな意味での調整能力をどのように鍛える

– 広域災害時の DMAT 活動でのロジスティックス強化

ジスティックスの役割を大きく分けると、資源の管理と情報の管

かというのが難しいのですが、こうしたことをどの段階でどのよう

–DMAT 本部要員としての育成
– 業務調整員の能力強化

•DMAT ロジスティックチーム隊員養成研修の開催
クチーム隊員の養成

市川正行氏の提言
［1］能力の高い育成のコアとなるロジスティック要員が必要
ロジスティック要員が育成スキームのコアにいるべき

［2］専門性の高い民間の人材活用

輸 送・通信等・ロジスティックスに係る民間の専門家の
活用が必要

［3］要 員の育成のみでなく、活用可能な物的リソース、活動
資金等の整備も必要

人員だけではロジスティックスは成り立たない

［4］防災のためのロジスティック要員の社会的役割の確立
防災のロジスティックを生業とできる社会環境が必要

なカリキュラムで研修し技能維持するか、今後検討していきます。
そのあたりを整理してより効果的なロジスティックス要員の養成に

【写真⑤】関東ブロックロジスティクス研修。DMAT 活動拠点本部運営の実習を行ない、本部では衛星携帯電話を使用した。2012.5.26

努めたいと考えています。
業務調整員のロジスティックス要員としての能力強化が求め
られていますが、そのためにはこれまでの DMAT 研修に加え、
地方ブロック単位のロジスティックス研 修の充実させ、新規の
DMAT ロジスティックチーム隊員養成研修の実施を行なう必要
があります。DMAT 業務調整員の役割、必要な能力の整理を行
ない、業務調整員育成のための研修内容の見直しを進めていき
ます。
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●

人員で学び全部でやることは難しいと思います。通信や車両運
搬の調整など、それぞれの分野である程度の基本は理解しつつ、
それぞれの得意分野で活動するというロジスティックス要員の育

［質疑］

成というのはいかがでしょうか。

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

危機管理教育のための
カリキュラム

市原：おっしゃるとおりだと思います。ロジスティックスには、先ほ

千田良：DMAT のロジスティックチームは隊員を前提としていま

九州大学大学院医学研究院 災害・救助医学

てきます。アウトソーシングも含めて、これら関連機関との連携、

永田 高志

そのための教育についてはどのようにお考えですか。
（日本災害医

が、そのなかには NPO 財団なども含まれています。人数的には
それほど多くないと思いますが、ロジスティックチームとして動い
てもらえるような体制はつくりたいと考えています。

千田：災害時にはさまざまな業務がありますが、それを限られた

被災地域周辺における航空統制要領（陸上自衛隊北部方面）

10,000 フィート

空自

AWACS

E-2

固定翼機（偵察）

空自機

陸回転翼機（輸送等）

航空自衛隊防空指令所
（DC）による
全般の空域統制

陸自機

1,000 フィート

道防災ヘリ

開発局ヘリ

各自衛隊・道等

IAEM JAPAN 設立の経緯

に導入しようと取り組んでいる企業が東京電力です。2011 年の

永田：本日のプログラムには入っておりませんが、災害対策のた

福島第一原発の事故時、当時の所長だった吉田昌郎氏の下には、

めの参考としてお伝えしたいことがあり、時間をとっていただきま

保安・情報・広報など 12 の部門がありました。もっとも大事な

した。皆さまのお手元に 3 種の資料をお渡ししました。IAEM に

のはプラント部分で、吉田所長としては当然、その対応に集中し

関する資料・Global Resilience from Japan 2013 キャンペー

たいのですが、12 の部門が完全にタテ割りで横の連携はなく、

ン・危機管理の国際資格「国際認定機器管理者 CEM®」に関す

機関間の情報はすべて吉田所長経由でやらなければなりません

る資料です。

でした。

ご存じのように、日本では危機管理の教育に体系化だったも

プラントが爆発している最中に「トイレットペーパーがない」と

のがありません。危機管理がいろいろなことばで案内されている

か「食料がない」とかいったことがすべて吉田所長のところに集

にも拘わらず、その具体的な対策がなされてきませんでした。ア

中して、結果的に対応が難しかった。こうしたことがあり、東京

メリカでは FEMA 連邦政府危機管理庁が危機管理をしており、

電力は現在、大急ぎで ICS に従った危機管理対応システムの体

ウェブサイトでは 600 以上の危機管理に関する説明が紹介され

制づくりに組んでいます。具体的には、2013 年 3 月に新潟柏崎

ていて、そのほとんどをオンラインで見ることができます。ただ

原発で災害訓練を行ないまして、このときは一連の ICS による対

FEMA はアメリカ国民を対象とした情報提供を基本としており、

策がとられました。東京電力に言いたいことはもちろん山ほどあり

外国人である日本人が危機管理を学びたいとお願いしても、充

ますが、自分たちの過ちに対して、二度とこうした事故がないよう

分に＝対応はしてくれません。その代わり IAEM（International

その対策を取ろうとはしています。

Association of Emergency Managers）という国際的な非営

この IAEM には危機管理の国際資格「国際認定機器管理者

利職業教育団体が、FEMA の危機管理に関わる教育活動や情

CEM®」があります。3 年以上の実務経験、CEM 試験の合格者、

報提供を行なっています。

過去 10 年間で 200 時間以上の危機管理および一般的な組織管

IAEM は、アメリカをはじめ、危機管理に携わる実務家やボラ

理の教育訓練を受けていることなどの認定要件がありますが、こ

ンティア、企業などが関係しておりまして、その支部も世界中にあ

ちらにいる方は皆さん充分資格があると思います。関心のある方

ります。中国や韓国、台湾にも支部があるのですが、日本にはあ

はお問い合わせください。

りませんでした。いろいろな経緯があるのですが、これではいけ
ないだろうということで、私たち有志で日本支部を立ち上げ、恐
縮ですが私が日本代表となりましたので、そのご報告をさせてい

陸回転翼機（偵察・救難）

陸自機

ただきます。
IAEM の扱う危機管理は、主として自然・人為災害を対象と

道警ヘリ

するもので、災害に強い社会づくりの実践にあります。IAEM 日
海自機

航空自衛隊レーダーサイト

被災地域

陸自・空自・道等
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ICS は、アメリカの危機管理の一翼を担う指揮命令系統システ

ムです。
ことばだけは日本にも伝えられてきましたが、実用には至っ
消えては起こってきました。今日本の組織のなかで、ICS を真剣

市原：基本的には関係機関のなかで連携協力することになります

固定翼機（航空統制）

危機管理の国際資格

ておりません。ICS についての議論は、これまでも起こっては消え、

療ロジスティック協会）

【講演［6］川崎朗氏資料】

願いして 2013 年 3 月 2 日と 3 日、オンラインで受けられるよう

いきたいと考えています。

せん。基本的なところを網羅できていればいいと考えています。

すが、災害現場には日本赤十字社や他の医療機関もたくさん入っ

そのうち IS100・IS200 に関わる講座を DMAT 関係者にもお

通訳で講義が受けられます。関心がある方には、教育を提供して

話、JAXA の端末を全員が使えるようになるべきとは思っていま

はいらっしゃいますか。

まざまなコースがあります。

にしました。英語が得意な方は英語で、英語が苦手な方は同時

どお話ししたような必要なスキルがありますが、たとえば衛星電
秋冨：市原先生ありがとうございました。質問・ご意見のある方

育を受けられ、IS100・IS200・400・800 など職種によってさ

海

沿岸部
陸上自衛隊着陸誘導装置
（P-20）による
局地情報提供

海保ヘリ
陸自・空自・道等

本支部 IAEM JAPAN としては、あくまでも学術団体の立場で、
IAEM の主旨を伝え、アメリカの危機管理に関する教育をきちん
としたかたちで日本に伝えることにあります。
せっかく組 織を立ち上げましたので、現 在 進めているのが
Global Resilience from Japan 2013 というキャンペーンです。
資料にあるオンラインコースではインシデント コマンド システム
（Incident Command System：ICS）についてオンラインで教

［IAEM のミッション］
✔人命と財産を守れる災害に強い地域づくりを促進します
✔危 機管理に関する包括的な情報センターとしての役割を果た
します

✔危機管理に関する創造的で革新的な問題解決型のフォーラム
を提供します

✔危機管理プログラムや危機管理のプロフェッショナルたちが、
信頼できる水準を維持できるように支援します

✔危機管理における公共政策上の意思決定が、充分な知識のも
とでなされるように教育や啓蒙活動を行ないます
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図①】東日本大震災 3 月 15 日 20:00 時時点
での岩手県内の経路状況

①

③

②

④

⑤

⑥

通行不能カ所
通不能区間行

【写真①②】陸前高田市津波来襲の様子 【写真③④】仙台市蒲生地区への津波来襲 【写真⑤】大槌町の火災状況 【写真⑥】発災当日夜の県庁内岩手県災害対策対策本部

東日本大震災時の教訓
物流に関わる課題

講演［6］

なかったために峠から撮った
【写真⑤】
です。
彼は記録のなかで
「こ

AWACS という早期警戒管制機が飛んで、これがだいたい同時

震災が起きてから検討するのではなくて、事前に予めガイドライ

の世のものとは思えないという絶望感があった」と残しています。

に 30 機ほどの航空機の運用データを掌握管理します。航空機

ンをきっちりとつくっておく必要があります。震災時の場で議論す

の運用をどこでやるかと言いますと、北日本であれば三沢（青森

ることがないようにしなければなりません。
私が今でも、あの対応は適切だったろうかと悩んでいるのは、

発災初期における航空機の活用

県）
、関東地域であれば入間（埼玉県）
、九州であれば築城（福

ここで述べますことは、あの震災でもっと多くの人を救えたの

岡県）、沖縄であれば那覇の基地になります。これとは別に、航

陸前高田市第一中学校の屋上で 160 名の避難者が救助を求めて

ではないかという観点での反省点です。私個人の見解であったり、

空の近くには 10 マイル範囲の飛行機を監視する航空管制機能が

きたタイミングと、災害拠点病院で発電用の重油をすぐ運んでほ

あるいは行政の皆さんへのお願いだったり忠言ということにもなる

あり、ここでも航空機を監視しています。
【P.122 図参照】

しいという要請のタイミングが重なったときの対応です。結果とし

かと思います。

岩手県の場合は、初日、2 日目から AWACS と E-2C が飛ん

ては 160 名の避難者の救助に向かいましたが、初日から 3 日目

陸上自衛隊北部方面隊総監部 幕僚長

次ページ上【図①】は発災から 4 日目、3 月 15 日の岩手県の

でくれました。この 2 日間は異なる機関の航空機が交錯して危険

までの飛行機が少ない状況で何を優先しようとなったとき、果た

道路経路状況です。南北に通っている 45 号線が分断されている

な状況がいくどもあったのですが、航空管制で統制をとってくれ

してあの選択で良かったのだろうかと。第一中学校の避難者 160

川崎 朗

していることがわかりますし、沿岸の東西をつなぐ道もほとんど

たおかげでことなきを得ました。こうした体制は首都圏や東南海

名のうち、高齢者や病気をもっている人、災害弱者を優先して救

途絶しています。被災地に行くためにはヘリを使うしか方法があり

でもしっかりつくっていかなければなりません。

助し、それ以外の人は食料を提供するのでもうしばらく待っていて

ませんでした。これに対して、発災初日に使える航空機は、わず

ただ当時をふりかえると、もう少し工夫すればもっと多くの人

か 4 機（UH×1・OH×3）。実は 8 機もっていたのですが、雪の

を助けられたのではないかという思いがあります。その理由の第

発災直後の状況【津波と火災の状況】

自衛官としての日本海中部沖地震（1983 年：昭和 58 年）では

型航空機）が飛び、合計 15 機になります。

ために飛べなかったり、格納庫に入っている飛行機が屋根が落ち

一はヘリコプターの離着陸の制約にあります。
【図②】は中型ヘリ

川崎 朗：北海道の北部方面総監部から来ました川崎です。私は

て使えなくなったりしました。翌日は UH×9・OH×3・CH×3（大

（UH-1）の離発着場。最低 25㍍、最大 75㍍のドーナツ盤。大

被災地に支援にいきました。地下鉄サリン事件（1995 年：平成

3 月 15 日には、 運 用 可 能な 航 空 機 が 25 機（OH-6×5 機・

7 年 3 月 20 日）のときは霞ヶ関の庁舎におりましたので、被災者

UH-1×12 機・CH-47×6 機）になりました。CH-47 という大 型

平時から避難所の近くにこうした場所が常設されていれば、もっ

として、また現場のオペレーションとして、阪神・淡路大震災（1995

航空機は 6 機使っています。さらに一週間後は 30 機まで増や

と多くの人を救えたのはでないかと。岩手県内はピーク時に 380

年：平成 7 年 1 月 17 日）のときは、東京でロジスティックスに携

しました。CH-47 は最大 7㌧くらいの物資を運べる航空機です。

くらいの避難所ができましたが、指定避難所とされている場所に

わりました。そして 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災では岩手

UH-1 は 500㌔くらいの物資を運べる航空機ですが、もっとこれ

は、平素からこうした条件を組みしたものをつくって周知徹底して

県の支援に入り、こういう言い方が適切かどうかわかりませんが、

を効果的に使えれば、助かる人がいたのではと反省しています。

おくことが、ハード面から重要だろうと思います。

被災地域周辺における航空統制要領

ときに、秋冨先生とも喧々囂々しましたが、いま改めて整理して

こうした災害時に自衛隊の航空機がどのように統制をとってい

みると、先ほどもお話があった DMAT や日本赤十字社などの救

の様子です。約 15.8㍍の津波が押し寄せました。仙台市蒲生地

るかをご説明します。航空自衛隊のレーダーサイトが全国にあり

援部隊を最優先に運ぶというのが一番かと思います。また、災害

区では高さ 7㍍の津波が押し寄せています【写真③④】。大槌町

まして、ここから電波を飛ばして被災地に飛んだ全飛行機とネッ

拠点病院の機能が停止したとき、緊急の発電機を動かすための

の火災状況は私の部下が調査に前進で入った際、車で移動でき

トワークを結び運用状況を掌握しています。掌握できない場合は、

重油の確も最優先となるでしょう。こうした優先事項については、

皆さんとは戦友という思いをもっております。本日はロジスティック
ス、そのなかでも特に物流についてお話しします。
【写真①②】は、東日本大震災時の陸前高田市への津波来襲
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型ヘリ
（CH-47）の離発着場は 50 〜 100㍍くらい必要になります。
こうした航空機の臨時の離発着場がとても必要とされました。

くれという対応もあったかもしれない。病院に重油を運ぶといっ
た、生存に必要なことから優先すべきだったかもしれない。
先般、北海道の自衛隊で 1060 時間の防災演習を実施しまし

【図②】ヘリコプターの離着陸に要する地積等の基準

さらにこれら 30 機のヘリをどうやって県内で使おうかとなった
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図⑥】救援物資輸送物流体制

たが、やはりこの時も何を優先するかで現場が 1 時間議論を交わ

は、避難所に集まった避難者と在宅避難者とがいました。在宅

していました。そこでも私は、DMAT や日本赤十字社の人員の

避難者の存在は、避難所に派遣した「お話伺い隊」という女性

運搬が第一優先なのだと伝えました。災害現場の対応で必要な

隊員の調査であとからわかりましたが、この在宅避難者すべての

のは具体的なハウツーで、その場でやるやらないの議論は必要な

把握はなかなか困難です。つまり発災初期におけるニーズの把握

い。そのためにも平素から何を優先とするか細かく決めておく必

というのはあまり期待できない。だから推進補給型・プッシュ型

要があります。

の補給が必要になる。災害対策基本法も改正されて、政府や県

岩手県

［端末地］
三沢基地
花巻空港

宮城県

いぶん叱咤されました。いろいろ言われましたが、実際、現地ニー

届ければいいのかという問題です。それは生活必需品のなかで

ズを把握することはとても難しかった。それは果たして市町村の

もさらに絞った生存必需品だと私は考えます。
「生存必需品」は

機能喪失だけが原因だったのか。今改めて頭をクールにして考え

私が勝手につくったことばですが、生きていくために必要なもの、

ますと、現実がいろいろ見えてきて、相当に違うところがあると感

あるいは生きていくことを助長する手段、DMAT や日本赤十字社、

じています。

水、発電機の重油といったものを限定し優先して搬送することが

【図③ - ⑤】は発災翌日 3 月 12 日の 09 時、発災から 20 時間

とても重要だろうと思いました。

経過したときの岩手県の被害状況です。この時点でわかっている
県内の死者は 50 名でした。最終的には 6,000 名を超えていま
す。陸前高田市は避難者が 240 名、大槌町は死者 12 名・避難

全

宮城県の一次集積所で何が起きたのか

市町村集積所 26 カ所

福島県

［端末地］
福島空港

避難所
避難所

各避難所
避難所
孤立避難所
避難所

中継地・長沼フードピア

統合輸送区間
（統括）

ただこれにも課題がある。被災ニーズがわからない段階で何を

統合輸送区間（統括）

発災当時、岩手県は総務省から「現地ニーズを把握しろ」とず

統合輸送区間（統括）

たのはとてもいいことだと思います。

市町村集積所 12 カ所

県集積所 21 カ所

［端末地］
松島基地
仙台港

は市町村の意向を確かめなくても物資の補給をできるようになっ
現地ニーズは把握可能か

県集積所 1 カ所

県集積所・福島駐屯地・郡山駐屯地
県集積所 6 カ所

市町村集積所
3 カ所

後支援が担任する区間

国

一部の避難所
避難所
各避難所
避難所

師団・旅団等が担任する区間
自治体が担任する区間（役務）

もうひとつの問題が県の物流拠点で起こりました。災害が発生

者 1,650 名、山田町は死者 8 名・行方不明者 2 名・避難者 3,000

すると、中央政府をはじめ全国から支援物資が入ります。岩手県

ありませんから京都での調達を試みると、価格が倍につり上げら

県担当者の説明では、市町村の集積所に物資が滞留し被災地か

名。これがその日の 20 時になると死者 335 名となります。陸前

はアピオと花巻空港の 2 カ所を一次集積拠点としました。宮城県

れていました。これでは買えないということで名古屋で探すと、こ

らの要請がないので送れないということでしたが、私は物資の滞

高田市はどうかといいますと、
一日半経過してもまったく情報が入っ

は最初は 3 カ所、それが 4 カ所になり、最終的には 21 カ所にな

こも倍の価格になっていました。東京でも購入できず、最終的に

留は市町村が原因ではないと思うんですね。現場は少ない人数

てきません。大船渡は市の機能が生きていたことから情報はかな

りました。福島県の一次集積所拠点は 6 カ所でした【図⑥】。

は北関東で調達して被災地に持っていったという事例があります。

で一所懸命やっていましたから。

発災から 3 月 19 日まで、宮城県の物流倉庫にあった 21 カ所

緊急事態が発生した場合は、生活支援物資や生活必需品の価

その対策として私たちは、混載梱包を開梱して物品・サイズ・

大槌町は死者が 1650 名から 1680 名になりました。山田町は避

の集積所は、24 時間稼働していました。ところが 3 月 20 日以

格をつり上げないよう政府が厳しく監督・統制することも必要で

消費期限等を整理してカタログを作成し、宮城県に提供して被災

難者 3,000 名だったのが 20 時の段階で 8,984 名になっている。

降になると、8 時から 17 時以外の時間帯は対応しないと言い出

すし、現場レベルでいえば、運輸業者などと予め協定を結んでお

者への配布促進を期待したのですが、状況はすぐには改善しませ

13 日 17 時になると、大槌町の死者は 25 名と前日よりも減ってい

してきたのです。何が起きたかというと、その倉庫管理をしてお

いて価格をルール化しておかないと、今後もこうしたことが起きる

んでした。結果、県に提供したカタログは使ってくれませんでし

ます。釜石市や大槌町は数字が変化していますが、おそらくこの

金を稼ごうという動きが始まったわけですね。暴力団が倉庫を買

だろうと強く感じております。

たので、我々で被災者の皆さんに配布することになりました。宮

数字は間違っています。

い占めて賃貸料を上げているとい噂を聞いたこともありますが、

り正確に入っており、
避難者 5508 名という数字は変わっていない。

このようにこの時点では何か正しい情報なのか本当に見えませ

本当かどうかわかりません。いずれにせよ、倉庫の借用料の話が

んでした。こうした状況をふりかえってみても、これだけの被害が

持ち上がったことから、県の一次集積場を通さず、中央から直流

起きた場合、仮に市町村が生きていて一所懸命に努力したとして

したほうがいいのではないかという話も出ました。

も、最初の 3 日間の被災地の状況把握は厳しかったのではない
かと思います。通信手段も途絶してしまいましたからね。
もうひとつの問題が在宅避難者についてです。今回の震災で
【図③】3 月 12 日 2000 現在の被害状況
死者：50 名 / 避難者：24621 名

鎮火が確認されていない地域

同じようなことが阪神・淡路大震災のときにも起きています。
関西の部隊が 被災者に水を配 給するため 18㍑のポリタンクを
2000 個調達しようとしていました。もちろん被災地の神戸には
【図④】3 月 12 日 2000 現在の被害状況
死者：335 名 / 行方不明者：322 名以上 / 避難者：39689 名 / 孤立住民 1227 名

城県の救援物資仕分けの経緯をまとめると、次のようになります。
集積所で物流が滞留した原因はどこにあるか

宮城県の一次集積所は、当初 4 カ所の倉庫が 21 カ所に増え

たものの、救援物資の多くが滞留して被災地に届きませんでし
た。この状況を懸念して、4 月 25 日に自衛隊の災統合任務部隊
（JointTaskForce：JTF）指揮官が倉庫を視察したところ、その

【図⑤】3 月 13 日 1700 現在の被害状況
死者：275 名 / 行方不明者：227 名 / 避難者：47031 名

田野畑町
死者：1 名 行方不明者：24 名
避難者：484 名

洋野町
避難者：353 名
流出民家：20 戸

田野畑町
死者：2 名 行方不明者：55 名
避難者：601 名 流出民家：249 戸

洋野町
行方不明者：319 名 避難者：319 名
流出家屋：20 戸

田野畑町
死者：3 名 行方不明者：54 名
避難者：601 名 流出家屋：249 戸

久慈市
死者：１名
避難者：2447 名
家屋流出・家屋浸水有

宮古市
死者：5 名 避難者：4230 名
市の半分が水没

久慈市
死者：１名
避難者：2447 名
建物被害：40 戸以上

宮古市
死者：15 名 行方不明者：62 名
避難者：4714 名
市の半分が水没 孤立住民約 70 名

久慈市
死者：3 名 行方不明者：16 名
避難者：1350 名
建物被害：40 戸以上

宮古市
死者：29 名 行方不明者：39 名
避難者：4714 名

野田村
死者：7 名
行方不明者：44 名
避難者：810 名
建物全壊：350 戸

山田町
死者：9 名 行方不明者：多数
避難者：8984 名 孤立住民：957 名

野田村
死者：14 名
行方不明者：36 名
避難者：983 名

盛岡市
避難者：300 名
普代村
行方不明者：1 名
避難者：204 名
家屋浸水有
平泉町
避難者：160 名
一関市
避難者：1006 名
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山田町
死者：8 名 行方不明者：2 名
避難者：3000 名
大槌町
死者：12 名 避難者：1650 名
8 割冠水
釜石市
死者：2 名 行方不明者：多数
避者：4229 名
家屋浸水有・100 名孤立
大船渡市
死者：31 名 避難者：5508 名
家屋多数流出・家屋浸水有
陸前高田市
避難者：240 名
家屋多数流出・家屋浸水有

盛岡市
避難者：300 名
普代村
行方不明者：1 名
避難者：204 名
家屋浸水有
平泉町
避難者：160 名
一関市
避難者：2330 名

大槌町
死者：100 名 避難者：1680 名
8 割冠水
釜石市
死者：25 名 行方不明者：多数
避難者：8795 名 家屋浸水有
大船渡市
死者：174 名 行方不明者：148 名
避難者：5508 名
家屋多数流出 建物全壊：300 戸以上
陸前高田市
避難者：240 名 家屋流出
孤立住民：100 名

4/26

原因は物資の内容の把握ができていないことだとわかりました。

洋野町
避難者：353 名
家屋多数流出

野田村
死者：2 名
行方不明者：多数
避難者 ：810 名

［宮城県の救援物資仕分けの経緯］

盛岡市
避難者：4173 名
普代村
死者：2 名 行方不明者：20 名
避難者：218 名
建物被害：109 戸
北上市
避難者：829 名
遠野市
死者：1 名 避難者：2027 名

山田町
死者：19 名 行方不明者：多数
避難者：8984 名 建物倒壊流出多数
大槌町
死者：25 名 行方不明者：3 名
避難者：2800 名
釜石市
死者：6 名 行方不明者：2 名
避難者：8939 名 家屋浸水有
大船渡市
死者：173 名 行方不明者：56 名
避難者：7545 名 床下浸水多数
建物全壊：2556 戸
陸前高田市
死者・行方不明者多数
避難者：140 名 家屋多数流出

5/5

5/6-7

「救援物資の仕分け」任務の準備開始

アパレル、外国・女性サイズに知識ある隊員
を後支隊から 50 名選定
仕分け調整会議の実施

仕分け検証実験（６カ所 10 名）× 2 日

5/9-20	救援物資の仕分け（県倉庫 4 か所・松島基

地 50 名）・救 援段 ボール 12,147 個 開 梱。
品目・数量・サイズを把握しリスト化。写真
カタログを作成

5/20-7/3	仕分けに併せ救援物資の配布会を実施（延
べ 10 回）

［宮城県担当者（仙台運輸倉庫）からの聞き取り（5/6）
］
• 県は救援物資の正確なリストを保有しない。

•現行の枠組みとして、市町村から請求がないと発送できな
い。市町村の救援物資倉庫は満杯
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●

•県の救援物資の配布は保健衛生課担任だが機能せず、防災

は被災者 11 万人を想定していましたが、私たち自衛隊は故意に

•物資払出しの決定は、市町村からの請求に応じ防災対策本

と、道庁が予定している一次集積所の白石流通センターでは対

•救援物資の処理については問題認識をもっている。期限切

22,000㎡ほどありますが、常時在庫が 9 割、ヘリポートはある

対策本部が担任

それ以上の被災者数をコンピュータに入力しました。そうします

部が決定。請求交付が原則

応しきれなくなることが明らかになりました。この流通センターは

れ品の焼却には経費がかかる。救援物資の換金もあり得る

ものの常に車が入っていて駐められないという状況。これでは突

が、現時点では提案できない。

発的な危機に対応できる分けがありません。

節別の仕分を担任してもらい、保有リスト作成に協力を願い

相当に勉強・研究されてきたと思いますが、残念ながら教訓は充

•自衛隊には救援物資の開梱、衣類のサイズ、別・性別・季
たい。

このように問題認識はもっているのですが、現行の行政の枠組
みから、対応したくてもできないというのが実情のようでした。
【写真⑦】が仙台市内の 4 カ所の倉庫と松島基地それぞれに

⑩

⑪

分には伝わっていない。私たちも岩手県のアピオでさまざまな教

災害が発生すると、避難所がいろいろなところに開設されます。

訓を得ました。今後また災害が発生して、同じ境遇に遭う被災者

この現地ニーズの把握がとても大変でした。本来ならば、
【図⑦】

区分

をなくすためにも、被災県である行政の皆さんは、どの程度の物

のように各地域の避難所の情報を市町村が掌握して県対策本部

流があれば足りるのか、その内容をもう少し具体的に紹介して、

にニーズをまとめて中央政府に要求して物流が流れてくるというの

衣

教訓として伝えるべきだと思います。

が基本ですが、今回は市町村が機能しなかったので、私たちが
御用聞きのようなことをやりました。
【写真⑭】

被災地の燃料不足に対応するのは誰か

実はこのとき、物流と同時に避難所地域の防犯対応も並行して

では、被災した市町村の二次集積所はどのような状況になって

行なっていました。というのは、被災地では我々のような自衛隊

いたのでしょうか。写真は、陸前高田市の二次集積所の様子です。

の戦闘服を着て誰もいない家に入って行く人や ATM を破壊して

等の避難所で述べ 10 回、最大 25 名・特大型 3 両を使って配

市の職員やボランティアの力を借りて、膨大な物資の荷出しをし

いる人、各家庭の灯油や一般車両のガソリンを盗む人など、たく

布会を行なっています。

ていました。こうした作業の負担は、IC タグを導入して物品を整

さんいました。
警察もがんばっておられたけれども、
それをフォロー

理することで、ある程度改善はできるだろうと思います。

するかたちで、我々自衛隊が物資を運ぶ際に、往復路のコースを

こうした問題を解決するためには、物流の IC タグを制度化し、
無記名のものは受け付けない、一般個人からの支援は受け付け

燃料についてはいまだに実情がわからず、政府に確認したいと

食

ころですが、私たちは発災当初、病院や老人ホームなどで燃料

不特定多数が共同生活する避難所では、支援物資の要請も多

現場の物流が滞留することはそれほどないと私は考えています。

が足りない、灯油が足りないとなったところに燃焼を配給しまし

岐にわたります。現状の物資で事足りているか、避難所の状況の

物流管理に関わる教育を平時から職員にしていくことも大事です。

た。緊急車両や法的な任務にあたる方たちにも、自衛隊のガソリ

善し悪しはどうかといったことに対する評価はしづらい。そこで発

これは今すぐにでもできる。また、ヤマト運輸や佐川急便など、

ンを供給しています。こうした活動に対して、防衛大臣から「緊急

災から４、
５日後に
「避難所評価基準評価リスト」を作成しました。

物流管理のプロの協力を得ながらことを進めれば、もう少し被災

の場合はやむを得ないが、それ以外の配給は控えるように」と通

者に早く届けることができたと思います。

達がありました。しかし発災直後に現場にいるのは私たちや限ら

住

東日本大震災での物流拠点の教訓は、現在の行政にきちんと

伝わり対応がなされているかということですが、残念ながら充分
北海道庁と自衛隊北部方面隊共催でコンピュータシステムを使っ

ういう人はなかなかいないわけですね。そういったときにどうする

て演習をしました。

か。緊急避難時な処置対処の枠組み、スキームをはっきりさせな

札幌で地震が発生すれば、全国からの支援物資は小樽港・千
歳基地・苫小牧港に入ると考えられます。この演習で、北海道

県対策本部

【写真⑦】救援物資仕分け支援 【写真⑧】援助物資配布会支援 【写真⑨】配布会会場の様子
⑧

⑨

陸上自衛隊
地域担任部隊

きるか

の量を確保できているか。
（質を問わず）

用水を確保できるか。

暖房等	健康を維持するのに十分な室温を恒常的に
確保できるか

最低限の数及び衛生状態を確保出来るか。

浴	定期的 ( 別示するまで 1 回 /1 週間を基準 )
に入浴できるか

需品を確保できるか

薬	健康を維持するのに必要な最小限の市販薬
診

を入手できるか

医者等に受診できるか

1 弱者（老人と幼児等）を基準とする。

2 各項目についてできるか否かで評価する。
3 総合評価

陸上自衛隊

情報提供

情報提供

職員の被災により
情報伝達不十分

避難所

128

事	１日 3 食、健康を維持するのに十分な食事

可能数
評 価

2 以下
E

3･4
D

5･6
C

7・8
B

9 以上
A

【写真⑭】各避難所の評価と御用聞き

市町村

⑦

食

受

【図⑦】東日本大震災における陸上自衛隊の活動と役割

発災１カ月頃まで
職員の被災により
情報伝達不十分

いといけないと感じております。

類	恒常的に清潔な衣類（下着含む）を着用で

生活必需品	健康を維持するのに必要な最小限の生活必

ちなみにこのガソリン支給も、危険物取り扱いの免許をもって
いる人がやるようにと指示が出ましたが、現実、被災地現場でそ

するのに十分な防寒具が行き届いているか。

衣

入

総合評価

とは言えません。先般、札幌で大地震が発生したことを想定して、

評価基準

防寒具	健常者が活動、あるいは弱者が健康を維持

医

ていかないと、物流はうまくいかないと思います。

目

トイレ

れた人たちで、特に燃料については、そこにいる人でなければ判
断できないことです。このあたりの指示系統をしっかり役割分担し

項

水	健康を維持するのに十分な飲料水及び生活

変えてパトロールをかねて被災地を見て回りました。

ないといったことをルール化して徹底すること。それができれば、

物流拠点での教訓は伝わっているか

⑬

［各避難所評価基準］評価リスト

現地ニーズ把握のために何か必要か

様子。5 月 20 日〜 7 月 3 日の間、石巻市・気仙沼市・南三陸町

けした救援物資を青空市のようなかたちで被災者に配布している

⑫

【写真⑩⑪】陸前高田市二次集積所の状況 【写真⑫】灯油・ガソリンの提供 【写真⑬】臨時のガソリンスタンド設営の様子

全国の自治体は、岩手県や宮城県が苦労した経験を受けて、

12 ～ 15 名の隊員を配属し、12,147 個 971㎥分の段ボールを開
梱して、サイズごと分別しているところです。
【写真⑨】は、仕分

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

避難所

避難所

各避難所に出向き掌握
・ 避難者数
・ ニーズ
・生活レベル
・在宅避難者の状況

避難所

避難所

⑭
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【表①】入浴支援の状況（2011 年 3 月 14 日から 24 日）

えば先般、札幌で行なった訓練。北海道の冬は氷点下 10 度を

衣・食・住・医療の各項目を 10 点満点として、9 点以上は評

御用聞きではなかなか聞けないニーズをヒアリングし、その結果

価 A に換算。トイレや入浴、生活必需品などのチェックリストも

を県や市町村にフィードバックし活動に反映できるようにしました

下回ります。そのとき 4 万人の被災者が露天に置かれた状況を想

つくりました。チェックのポイントは弱者（老人と幼児）を基準に

【写真⑯⑰】
。相当の効果はあったと思うのですが、これが足りな

定する。我々自衛隊が道の職員に「いつどこでどのような状況で

おいています。この評価リストが適切かどうかはわかりませんが、

かったとすれば、在宅避難者のニーズを把握できなかったという

4 万人がいるのかを指示してほしい。それがわからないと派遣を

とりあえずこれを携えて県内 380 ある避難所を巡り、そのなかの

ことです。避難所の避難者と在宅避難者とは、実はかなり険悪な

出せないし、ヘリや車を発動できない」と問うと、道の職員は「私

C レベルを減らしていこうということを提案しました。県としての

関係にありました。発災直後の避難所の環境が最悪だったことは

たちはそのニーズを聞いていないから答えられない」と言う。挙

支援活動のベクトル方向性を示すということでは、ひとつの役割

皆さんご存じのことと思いますが、その時期に避難所に集まった

げ句の果て、彼らは「明日の朝調整を開始しよう」とまで言い出

は果たせたかと考えています。災害弱者である子どもや女性を守

食料の一部を在宅避難者が持ち帰ったところ、避難所の住民か

した。そうした議論を 1 時間やっているものだから、私怒ったん

るための防犯ブザーを配るといったことも、行政が中心となってや

ら責められたり、支給を受けられなかったりということがしばしば

です。なぜ札幌市に聞かないのかと。今、屋外に投げ出されてい

るべきことだと思います。

単位：名

起きています。しかし考えてみれば、避難所であろうが自宅であ

る被災者はどうなるのかということですね。演習だからいいもの

こうした評価基準に充分な客観性あるかどうか。今後検討の

ろうが、電気も水も食料もない状況は同じです。在宅も避難所も

の、これが本番だったらどうなるか。

余地はあるでしょうが、ただこうしたことを評価する立場、つまり

被災者は同じなんですね。そのあたりがうまく把握できませんで

各避難所の所長等にあたる方々を教育していく必要もあると思い

したので、今後改善の余地があると考えています。

ます。避難所の状況や問い合わせた相手の立場、理解度もそれ

こういった避難者ニーズを受けて、洗濯支援や入浴支援、お風

東日本大震災を受けての提言
区
分
久 慈 市
宮 古 市
山 田 町
大 槌 町
釜 石 市
大 船 渡 市
陸前高田市
合
計

2011.3.24 入浴利用者数

累計
0
676
339
1230
2247
588
1885
6965

ぞれ異なります。避難所の所長が客観性をもった意見が言えて、

呂にドライヤーやベビーベッドを設けたりしています。これも女性

判断できるのか。女性の視点から見た災害弱者の評価項目も加

自衛官にブレーンストーミングをやらせて、もし君たちが被災者

味できるなシステムをつくらないと、こうした評価基準は本当の意

だったらどういうものが必要か意見を交換させ対応した活動のひ

味では活きてこないと思います。

とつです。やはり女性の目線は重視すべきだと思います。

災害時救援情報共有システムの活用

公平性か迅速性か。市町村による差異

て、SAHANA（サハナ５i）という端末が活用されました。避難

回私がもっとも言いたいところです。災害時にはいろいろなところ

所からニーズが要求されると、市町村の災害対策本部にそれが自

でさまざまなニーズが出てきます。入浴や給食も然り。車が動か

動的に集約されて、その情報を県でまとめることができるもので

ないので自転車が 500 台ほしいという要望もありました。そこで

全国からの支援物資が市町村までは来るようになりました。来る

す。これが活用されるようになった頃には、北海道に転勤してし

岩手県は遠野市の運動公園に急遽自転車 250 台を集めて、残

ようになりましたが、それを最終的に避難所の被災者に届けるた

避難所のニーズを把握し、情報を共有するためのシステムとし

被災者支援における公平性か迅速性かという問題。これが今

0
0
170
600
530
170
630
2100

災害対策基本法が改定されて、被災地からの要請がなくとも、

まいましたので、有効に活用されたかどうかよくわかっておりませ

り 250 台を全国から募りました。それらがそろう間に最初に集め

めにはまだ足りない。基礎自治体、基幹となる県や市町村が、過

ん。お話伺い隊の女性が被災地の高齢者から聞いた話では、避

た 250 台はすでに支給されただろうろ私は思っていたのですが、

度の公平性を追求するあまり対応が遅れてはなりません。助けら

難所で炊飯器がほしいがどうやって調べたらいいのかわからない

実はまだ配っていなかった。なぜかというと、特定の地域だけに

れる人から助けるというように文化やルールを変えていく。被災者

と。まだ改善は必要なようですが、こうした端末ができて有効に

配ると他から不満がでるからという理由です。こういう状況下で、

自身も、行政に過度の公平性を求めないよう区長や町内会長の

機能すれば、業務はかなり楽になるだろうと思います。

過度の公平性を追求することに頭を傾げざるを得ません。

立場にある人が、平時から住民を教育していく必要があります。

入浴支援の状況【表①】を見ると、市町村によって開始日が違

被災者や現場の人たちが寒い思いをしているだろう、痛い思い

をしているだろうといったことを想像できない人が、調整の場面に
いるようではだめなんです。最初の教育はそういうところです。偉
そうに話していますが、これは自分もこれまでたくさん失敗してき
たから言えることです。今回の震災を受けての教訓をまとめると、
次のようになります。
［任務等を理解し、行動に移せる人］

• 国民（県民）を救うこと、寄り添えること
• 状況の特質を理解できること

• 自分の地位と役割が理解できること

ロジスティック能力の向上の前に、以上のような人材を育成す

ることが大事です。
［医療支援活動に関する優先支援の徹底］
• 輸送（移動）の最優先に

DMAT や赤十字社や衛生活動に必要な医薬品等の搬送は第

そして災害支援の基本として、子どもや老人から優先して助ける

一優先にすべきだということ。これは私たち自衛隊から提案する

ということをルール化し周知させることはとても大事なことです。

のではなく、行政からはっきり言ってくれればいい。言ってくれれ

お話伺い隊による避難所ニーズのすくい上げ

います。18 日には準備ができ、釜石市などは希望者へ利用を促

避難所の細かいニーズは「お話伺い隊」というチームの活動を

していました。ところが他の行政には、特定の地域だけの入浴支

私がこれまでいろいろなところで災害派遣に参加してきていつ

とおしてすくいあげていきました。女性自衛官のなかでメンタルヘ

援は公平性に欠くと言って開始を渋るところがありました。しかし

も思うのは、任務を理解し行動に移せる人でないと、いくらロジ

車椅子の方や病人、高齢者、子どもなどの弱者です。元気な人

ルスの資格を持つ者や看護師で、かつ岩手県や青森県南部の隊

考えてみれば、被災者は発災から 10 日間もお風呂に入っていな

スティックスを教えてもだめだということ。基本スタンスとして、国

は自分で歩いて避難してもらう。こうした今宣布とを、
最初からはっ

員を中心に編成しています。ひと月に 20 数カ所の避難所を回り、

いわけです。震災のような非常事態であれば、公平性よりも助け

民を救うとか状況の特質を理解できるとか、自分の地位と役割

きりさせて示しておくことが大事です。

女性の視点から災害弱者に対して、何か問題はないか、男性の

られる人を先に助けるべきではないかと私は思います。

が理解して行動できる人でないと災害派遣には向きません。たと

【写真⑮】災害時救援情報共有システムの活用（SAHANA サハナ ５i）【写真⑯⑰】女性隊員による「お話伺い隊」活動の様子
⑮

130

⑯

⑰

ば、私たちが運びますと対応できます。優先して搬送するのは、

【写真⑱】洗濯支援（フリーランドリー）【写真⑲】入浴支援 【写真⑳】入浴施設内にはベビーベッドも併設
⑱

⑲

⑳
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［現地ニーズの把握の限界と対策］

•発災害初期には人口や被災推計を基に生存に関わる物資を
優先し推進補給

●

国土交通省中部地方整備局、地元自主防災会等全 44 機関が参
加した防災訓練が行なわれ、情報を共有するための手段を統一
しようということが初めて決まりました。

UTM グリッド地図が全国共通となり、災害対策の大きな指針と
なることを願っています。これをぜひ岩手県でも推進してほしい。
名古屋に負けないように進めてほしいと思います。

市町村が仮に生きていたとしても、最初の 3 日間、発災初期に
どんなものが必要か、正確なデータを出すことはほぼ難しい。し

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

UTM グリッド地図にはメモ書きが追加でき、これを情報処理
UTM グリッド地図の有用性

にも活用できます。たとえば「午前 10 時過ぎに市役所屋上に避

防寒対策など。そういったものはある程度推測できますし、仮に

て、左から右へ（西から東へ）、下から上へ（南から北へ）読んで

オーバーフローしても致し方ない。帳尻は 4 日以降していけばい

いきます
【図⑧ -1】
。たとえば苫小牧市役所でしたら
「49 の 700 番・

役所屋上に避難者大勢いるのを見た（町内会の人）
」という情報

いのです。これは本当に強く感じます。

20 の 380 番」となります。2013 年の防災訓練で、災害時には警察・

かし発災初期に人が生きていくために必要なものは、水や食料や

国土地理院の UTM グリッド地図にはグリッドが付いていまし

•避難所への配分に当たり、過度の公平性より災害弱者を中

消防・自衛隊・海上保安庁すべてが、この UTM グリッド地図を

心に直ちに配給

用いた地図の読み方にするルールが決まりました。我々は 20 年

救援物資を被災地に確実に供給するしくみができ、改善されつ

以上前からこのことを訴えてきましたが、まったく聞いてもらえま

つありますが、まだ不充分なところがあります。災害弱者を中心

せんでした。先般の北海道の防災演習には、国土地理院の担当

にトリアージして直ちに配給することに対して、市民に文句を言わ

者が来てくれまして「今度はやりますから」と話していましたが。

せないようなルールづくりが求められます。

しかし現行の国土地理院の地図だけでは災害対応には不充分
です。UTM グリッド地図は、インターネットで展開図を見ること

［避難所の評価基準の作成とお話伺い隊の活用］
•推進補給するにもニーズ把握の基本
•女性等災害弱者のニーズ把握可能

がき、ポインタを差すと座標が出るようになっています。苫小牧
市役所を示す「49700-20380」というデータは 10㌔四方の範囲
を示すもので、ピンポイントの位置を示すものではありません。

今回、避難所の評価基準リストをつくりましたが、現状ではま

いまコンピュータ上で見られる国土地理院の地図は、3 桁 ×3

だ誤差が大きいと思います。もう少し精度を上げるための研究が

桁の 6 桁表示ですが、これですと 100㍍単位の誤差が出る。こ

必要ですし、お話伺い隊と併行して活動することでより質の高い

れをぜひ 4 桁 ×4 桁にしてほしいと意見として申し上げました。そ

共有データに高めていくことが可能です。

してこれを一般の人もスマートフォンで使えるようにしてほしい。た
とえば山岳救難でも活用できます。山に入った人が寒さで指がか

［組織的な航空機活用と情報共有手段の周知徹底］

じかんでもすぐにアクセスできるようなものが望ましい。現在はひ

•発災初期の組織的な航空機活用

とつのポイントを探すために 10 回タップしないと目的までアクセ

UTM グリッド地 図の災害活 用は中部 圏で始まっています。

きるよう改善してもらいたいものです。

•UTM グリッド地図：情報共有手段の周知徹底

スできない状況ですから、せめて 1 〜 2 回のタップでアクセスで

2013 年１１月、国土地理院中部地方測量部と愛知県、愛知県

位置情報を的確に把握することは物流の基本中の基本ですか

警察、美浜町、陸上自衛隊第 10 師団、第四管区海上保安本部、

ら、一般国民にもこうしたことを知らせ啓蒙する必要があります。

【図⑧ -1】グリッド地図の活用

多角的な視野から検証する
災害対応

難者が大勢いるのを見た（地元の警察官）
」
「午前 10 時頃、市
が入ったら地図上に情報を入れる。青い○地点から見たという地
元警察官の情報であれば、100 〜 300㍍以内からの確認だろう
から、その情報は正確だろうということがわかります。
【図⑧ -2】

討論［2］

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

ロジスティックスが抱える問題を解決する手立て

災害時には、行政の担当窓口に玉石混交の情報がどんどん入っ

てきますが、それを精査するのはなかなか難しい。こうした情報
を排除するノウハウを考えていかなければなりません。UTM グ
リッド地図は、地図を使って位置特定するという基本ベースのう
えに、情報処理のツールとしても活用できます。これができるよう
になれば、助かる人がもっともっと増えるはずです。
先ほど市原正行先生から DMAT が高速道路で訓練している
事例が紹介されましたが、そこでぜひ改善してもらいたいことが
あります。さまざまな機関が合同訓練する際、警察は警察、自衛
隊は自衛隊、DMAT は DMAT、消防は消防、通信は通信、町

秋冨：東日本大震災における岩手県の対応が、国際的に奇跡の
対応と評価されているのは、県庁の職員の皆さんの尽力と、当時

自衛隊のトップとして現場を仕切ってくれた川崎幕僚長が、県と
タッグを組みながら対応したからにつきると思います。特に現場
のオペレーションについては、被災地のニーズを総合的かつこと
こまかにすくい上げ、行政に必要な情報に整理して、それを県と
共有することに尽力してくださいました。これまでの講演を受け
て討議に入ります。ご意見のある方はいらっしゃいますか。

内会は町内会と、それぞれのテントを張ってそのなかで活動して
いてはだめなんです。皆がひとつの同じテントのなかに入って、同
じ状況図を見て、その情報も共有して、問題を一緒に解決してい
かなければならない。そうした活動が、現場レベル、市町村レベ
ル、県レベル、中央レベルでできるようになれば、ロジスティック
スの課題はほとんどが解決するだろうと私は考えています。

外部から見えない指令システムの流れ

冨井：今回、私たち JAXA が釜石や大船渡に支援に入って気づ

いたことは、情報がないところがもっとも被害が大きかったという
ことでした。情報があるところ、助けてくれと要請してくるところ
は対応ができますが、それすらできないほどの被害を被る災害が
あることを目の当たりにしました。そうした場合の救援救護の対
応として、自衛隊や DMAT は、どの段階でどういう意思決定に

【図⑧ -2】グリッド地図の活用

通常左から右へ
下か ら上へ 読 む

時間不明？苫小牧市の鉄道
の南で煙が上がっているよ

午前 10 時頃市役所屋上に

（下山途中の人）

避難者が約大勢いるのを見
た（町内会の人）

午前 10 時過ぎ市役所屋上
に避難者が約大勢いるのを
見た（地元警察官）

縮尺
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

より部隊を派遣するのか、そのしくみと流れについて教えていた

情報が上がってこなかったのは、まさに岩手県の沿岸地域でした。

したが、岩手 ･ 宮城内陸地震（2008 年）の反省を踏まえた個別

だきたいと思います。
（宇宙航空研究開発機構）

そこには花巻空港からドクターヘリや防災ヘリでチームを向かわ

化対策として、県の地域防災計画にヘリ離発着地の候補をピック

川崎：自衛隊の意思決定の方法ははっきりしています。陸海空の

せています。
（東京医科歯科大学大学院 総合研究科救急災害医

アップしてもらうことを検討していました。ただいかんせん岩手県

自衛隊を発動するという意思決定は、最終的には国の防衛大臣

学分野）

が行ないます。24 万人の自衛隊員うちどれだけの戦力を使うかと

冨井：今回、情報がいかに重要かを実感しました。その情報をい

いう意思決定も大臣がします。これは首都直下型の地震であれ、
東南海地震であれ、今回の震災でも同じ。その計画はすでにで

かに集約し対応するか。今回の経験を次にどう活かすか。

大友：実際のところ、現地に行ってみないとわからないということ

は山間地域なので、現実的には難しそうだという印象があります。
（岩手県保健福祉部医療推進課）

被災支援のヘッドクオーターは行政にある。

冨井：もうひとつ、被災地に支援に入った私たちが躊躇したのは、
どこの誰に判断を仰げばいいのかということでした。行政が機能
しなくなった被災地では誰がその権限を担うのか、外部の私たち
には見えてこない部分が多々ありました。

秋冨：県の災害対策本部では、震災前から小原さんが中心となっ

川崎：ヘッドクオーターといいますか、交響楽団でいえば指揮をと

て、災害対策本部のプランニングセクション、消防・警察・自衛

るのが県や市町村の災害対策本部の職員になります。行政が指

はあります。たとえば東海地震ですと、広域搬送が 500 名くら

隊のオペレーションセクションの構築を進めていました。これまで

揮をとり、行政からの指令を受けて、警察や消防、自衛隊などの

うというように決まっています。

いになるだろうと想定されています。東日本大震災では発災当初、

ばらばらだった活動を統括するロジスティックスセクションを設け

防災機関同士が従うというのが本来です。本音をいえば、現場は

冨井：防衛大臣の命令を受けて、どこにどれだけ派遣しようとい

100 ～ 200 名の重症患者を想定して、自衛隊の航空機を使って

て、市町村の災害対策本部と連携するしくみも整いつつありまし

自衛隊が仕切ります。仕切るけれどもそれではいけない。やっぱ

う意思決定は誰がするのですか。

羽田空港や関西国際空港などに搬送するための DMAT を花巻

た。こうしたシステムはアメリカでは一般的ですが、日本ではで

り行政が仕切っていかなければならない。行政を補佐するのが

川崎：全国に初動派遣部隊がありまして、状況が把握できない

空港や霞目駐屯地の空港に結集させました。100 名の患者搬送

きていません。結果として統合的な運用はできませんでしたが、

私たちの立場であり役割です。市町村の行政がヘッドになって、

場合は、1 時間以内に陸路で現地に向かって被災状況を確認し、

が必要となった場合、あの数の DMAT は必要でしたが、今回は

ヘリの運用はそれなりに対応できたと思っています。情報がなく

地域の警察や消防の情報をたばねて判断をして、自衛隊はどこへ

同時に 1 時間以内にヘリコプターを飛ばして全体状況を捉えると

津波災害の特徴でクラッシュ症候群や外傷がほとんどいなかっ

ても現場ではおそらくこうなっているだろうことを検討しながら県

行け、警察はどこへ行けと、意思決定するのは行政であるべきで

いう、このふたつを実行することが予め決まっています。市町村

た。そういうニーズがなかったという結果であって、こうしたから

庁は対応していました。

すし、それが正しい姿だと捉えています。

に入っただけでは充分ではありませんので、地元の警察や消防の

ぶりはやむを得ないと思っています。私たちは最初の通報を受け

もっている情報をつなぎ合わせることによって激甚地区をある程

てドクターヘリやドクターカーで出動しますが、それが結果的に不

川崎：もうひとつ岩手県に私がお願いするとすれば、ベースキャン

會川雅行：もともとその権限をもっているのは市町村ですね。

度特定し、そこに集中して派遣します。これはどのような緊急事

要だったとしても、そのからぶりの活動を良しとしないと DMAT

隊が入っていく予定の陸前高田工業団地に広域消防が先に入っ

態でも同じ。外部からは自衛隊がたくさん情報をもっているよう

の緊急性は活きてきません。情報のない段階で出動して、その先

ていて、青森 5 連隊はそこをベースキャンプにできませんでした。

に見えるかもしれませんが、実はそうではありません。全体像や

で状況を把握してという経過はどうしても必要になります。

さらに奥地の第一中学校に入ることとなったため、重機をもって

私たち DMAT の立場であり役割です。

概要は把握していますが、細かいところはさまざまな機関から入っ

秋冨：発災直後、
内閣府のスーパーコンピューターがシミュレー

いくことができなかった。最初の三日間、部隊は小さいトラックの

ションした岩手県の被害は死者 100 人未満でした。これを受

なかで寝泊まりしながら、小型重機による救助活動しかできませ

川崎：岩手県の名誉のために言いますと、大きな方向性は必ず県

きれば集中して動くこともできますが、それは現実的ではありま

けた中央政府は岩手県は大丈夫だろうと判断し、発災直後の応

んでした。ベースキャンプが張れる場所が予め決められていたら、

だそれを手伝うというスタンスです。今回札幌で行なった演習で

せん。これは私のこれまでの経験からはっきり言えることです。

援が来ませんでした。福島の原発事故に関する情報もまったく

警察や消防と連携しながら、あと 6 時間早く救助を開始すること

は、北海道知事が人命救助活動を重視し、同時に防寒対策を図

冨井：発災してから 1 時間以内の発動は極めて短い時間ですね。

入ってこなかった。内閣府のコンピューターは、揺れによる被

ができたはずです。避難所となる場所にベースキャンプの拠点に

るという指針を出しました。私たち防災関係機関は、それに向け

川崎：東日本大震災での岩手県の例でいえば、最初の初動部隊

害を主にシミュレーションするもので、津波や放射線による被

ついて周知徹底できていたら良かった。これはとても大きな教訓

て活動していくべきで、それを総合調整するのが行政です。

約 5,000 名は無条件で現場に向かいました。続く部隊を三陸の

害を計測していなかったからです。あの時、岩手県は福島県の

だと思います。

北側に出すか南側に出すかというのは 4 時間以内に決定します。

被災者を受け入れていましたし、福島に支援に入りたいという

冨井：情報があってこそ初めて意思決定ができると思っていました

人たちもいたのですが、情報の不確定さが対応の遅れを招きま

ので、情報がない状況での部隊発動がどのように行なわれるの

した。

か、そのあたりがずっとわかりませんでした。

松倉圭佑：私は岩手に来る前に福島支店におりまして、原発事故

きておりまして、たとえば東南海地震であれば 5 万人の部隊を使

た情報をつなぎあわせているに過ぎない。自分たちだけで掌握で

プについてです。陸前高田市であった事例ですが、青森の 5 連

国民的レベルで共有できる地図情報の必要性

大友：現状は地図ひとつとっても、それぞれが使っている地図が

（岩手県総務部総合防災室）

大友：法律上、災害基本対策法のもとでは、最終的な責任は県

や市町村になります。情報提供しながらそれをサポートするのが

が決心されていました。宮城県や福島県も同じです。私たちはた

被災地のニーズを把握するためのツールとは

秋冨：避難所に指定されていたところが津波で被災したり、山上

のお寺が避難所になったり、発災直後は避難所がいくつあるかわ

違う。基本となる情報ツールの構築はまだまだできていませんの

かりませんでした。在宅避難者もいる。そうした被災者のニーズ

の関係で一時避難した最悪の環境のなか、保護服を着て衛星電

で、そこは一つずつ積み上げていくしかありません。

を把握するために、県総合防災室の高松秀一さんが中心となって

救援救護活動のからぶりを良しとすること

話などの対応をしていました。福島にいた者として忘れられないの

小原亜季子：地図についても、岩手 ･ 宮城内陸地震（2008 年）

銀行の ATM のように簡単に操作できる端末システムをつくりまし

を受けて県で地図をつくり、消防と警察と関係機関に配布してい

た。ただ端末だけを渡しても打ち込んでもらえませんでしたので、

川崎：初期段階で情報が不特定な場合でも、遅れるよりは向かっ

は、DMAT やボランティアなどの多くが他県に移っていて、福島

たほうがいい。そういう計画になっています。A 地域に向かった

の人たちのモチベーションが下がっていったこと。一年間以上経っ

ました。県の土木サイドなどではだいぶ浸透してきたところでした

データを打ち込んでくれたら食料支援が受けられるというしくみに

ところ、B 地域のほうが被害が大きいことがわかれば、後から出

てもまだそのときの感情をぬぐい去ることができず、これは当時そ

が、これを使って状況報告するという決定までは至っていません

しました。あの当時、被災市町村から言われたのは、ファクス送

発する部隊を B 地域に集中させます。

こに住んでいた者でなければ理解しがたいかもしれません。被災

でしたので、それは次のステップになるかと思います。
（岩手県保

信は一日 1 枚にしてほしい。項目は 3 行以下にとどめてほしいとい

大友康裕：新潟県中越沖地震（2007 年）、岩手・宮城内陸地震

地ではこうしたこともあったことを視野に入れて対策を考えてほし

健福祉部医療推進課）

うこと。その頃、内閣府から全市町村宛にアンケートの要請があ

いと思います。
（NTT ドコモ東北支社岩手支店）

川崎：地図は一般市民や区長、避難所のリーダーとなる人など誰

り、岩手県は力業で 8 割以上の回答を得ましたが、宮城県や福

もが読めるものにすることが大事ですね。UTM グリッド地図のよ

島県は 2 割程度です。被災自治体や被災者にそんな余裕がない

国民的レベルで共有できる地図情報のツールをつくる

（2008 年）では、30 ～ 40 チームの DMAT が活動しましたが、
最初のチームは発災と同時に 2 ～ 3 時間で移動を開始し、被災
地に入っています。ピークは 12 時間後、24 時間後には 30 チー

うな情報共有の手段が国民的レベルで一般化すれば、一般の人

ことは理解しています。しかし災害弱者に対する支援は必要です。

川崎：発災から 2 日目、最初にヘリコプターをどこに飛ばすかとい

もさらに正確な情報を提供できるようになるはずです。地図の統

介護が必要な人、妊婦、障害者、感染関係者、食物アレルギー

うことで、県災害対策本部からいろいろ指示されましたが、実際

一は今すぐに始めてほしい。これをやることによって災害対応・防

の有無──こうしたかなりこまかい情報を入力してもらうよう敢え

動途中に被災県からの要請をとりつけたり、救助法の適用を受け

に目的地まで飛んでみると、そこには誰もいなかったり、いない

災対策は飛躍的に良くなると思います。国土地理院も本格的に乗

てお願いしたのはそのためです。

たりといった時間軸になります。広域災害救急医療情報システム

はずのところに被災者がいたこともありました。これは自衛隊とし

り出しましたし、気運を盛り上げていただいて、一般市民にも周

（EMIS）の入力情報から、ある特定地域の情報が上がらなけれ

ての反省でもありますが、情報の精度をあげればからぶりは抑え

知させていくことが大事です。

川崎：電話がつながらなくなってもメールはできる。救急車の要

ば、そこは壊滅的な状況になっているだろうことが察知できます

られると思います。

のでメインターゲットとして向かうことになります。今回 EMIS で

小原亜季子：ヘリの離発地について川崎先生からご指摘がありま

冨井：まったくそのとおりですね。みんなで同じベース、同じ手段

ムが被災地で活動しました。災害医療センターの DIS（地震防災
情報システム）のデータを受けてすぐに移動を開始しますが、移
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をもっていれば、情報を吸い上げる効率も格段にあがります。

請をメールで送ることも可能です。こうした端末による現地調査
の協力は全国ルールにしないといけませんね。

秋冨：現在では ICT（情報通信技術）の活用も進んできました。
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●

こうした端末システムがなぜ必要かというと、たとえば首都直下

手県では、政府に要請しても医薬品が届かないことから、日本医

型の災害があった場合、周りの県がその被災者を数百万単位で

師会が米軍の軍用機を使って 8.5 トンの医療物資を届けてくれま

受け入れなければならなくなります。すると被災していないのに被

した。しかしその時点では受け入れ体制が整っていなかった。花

災レベルの被害が発生する。その時、避難所の情報を集約する

巻空港には届けられた医薬品を置く場所もありません。コンテナ

端末システムがあれば、物流システムも構築できてとりこぼしも少

をそのまま避難所や診療所に運び込んでも役に立ちませんので、

なくなります。これからの大震災のことを考えて取り組んだ事案

急きょ、近くの卸問屋にお願いしてその倉庫に医薬品を移し、岩

なんですね。本震災ではそれを自衛隊がアナログ作業でやってく

手医科大学で募った薬剤師 10 人で仕分けをし、わかりやすいよ

れましたが、これは自衛隊の本来の仕事ではなありません。他の

うにパックし直して搬送しようとしました。そうすると大友先生の

県との比較すは憚られますが、今回の対応でうまくいったことい

ご指摘どおり、自治体には届くけれど避難所や診療所には届か

かなかったことを、包み隠さず隠さずに議論していきたい。

ないんですね。医薬品については、それ自体のルートをつくって

Logistics
Training
Ability
Report

大友：使用できなかった大量の医薬品は廃棄しなければならず、

からなぜ岩手県なのかと問われました。それは岩手県以外の防

払ったそのお金で廃棄したケースもありました。残ったものは発展

災担当部署と連絡がつかなかったからです。初期段階で電話連

途上国に寄付したものの、それもほとんど使われなかったと聞い

絡がつき、受け入れ体制をとると言ってくれたのが岩手県でした。

ています。無償の医薬品を大量に送るとことは、むしろ被災地に

川崎：当時は岩手県庁も花巻空港も、10 回電話をかけて 1 回つ

負担を強いることになります。

の防災担当部署もそういう状況だったと思います。こうしたことも

を顧客としてもち、独自の IT クラウドを使って全国的なチャンネ

冨井：今回 JAXA は岩手県の支援に入りましたが、文部科学省

ながるかつながらないかという状況でしたね。初日はおそらくど

千田良：あるアメリカの医薬品卸業者は開業医と調剤薬局と病院
ルをつくっています。福島県は放射線の関係で物流センターが使

今野正美：弊社のワイドスター II という衛星携帯電話は、緊急時

えませんでしたが、震災時にその卸業者は IT クラウドを介して被

でも 90%までは通信を確保できますし、どんな規模の災害が発

災地の開業医や調剤薬局、病院から要請を受けて、それをデリ

生しても対応できるものとして開発してきました。しかし震災後は

バリしたと聞きました。薬問屋は私たちの株主でもありますので、

各自衛隊にかなりの個数を配布した関係から、さらに大きな災害

ここと連携しない手はありません。今後その IT クラウドを災害時

が発生した際も確実につながるとは、現時点で断言できません。

に活用することを検討しています。現場の調剤薬局や病院からの
要請を受けて必要な医薬品を届けるのと同時に、その地域のニー

秋冨：岩手県はイリジウムの衛星携帯電話を用意していましたが、

ズをくみとって行政や DMAT に提供して情報を共有する。そうし

実用的といえるレベルのものではありませんでした。そういったこ

た関連機関に情報が流せるようなシステムをつくろうと、その立ち

とからもますます JAXA への期待が高まります。

上げの話がでているところです。必要なものや善意を無駄にする

髙橋秀一：私たちの経験からすれば、有線は切れてしまったらお

ことがないようなしくみをつくらなければなりません。
（日本災害

しまい。まったく使えなくなるということ。衛星携帯電話の普及に

医療ロジスティック協会）

よる通信障害は心配ですが、やはり空に向かって電波をつかむ

秋冨：災害の最中、そうしたことが実際頻繁に起こっているわけ

無線は必要だと思います。
（岩手県総務部総合防災室）
川崎：衛星携帯電話は、他の手段よりは相対的につながるという
認識でいたほうが良さそうですね。

です。国や県、市町村が使いやすいように授ける授援力も必要

ですし、受け入れる側の受援力も必要です。被災者が使いやす
いようなかたちで援助しなければ、人びとの善意も有効活用でき
ません。ロジスティックスの主旨は、支援する側と支援される側

支援医薬品を有効に活用するためのしくみづくり

が共通の認識をもって災害に対応すること。その概念を身につけ

大友：被災地での問題のひとつに、支援物資として入った医薬品

ることにあります。千田先生が立ち上げようとしている情報共有の

が市町村の倉庫に使用されないまま山積みになっているという状

ためのシステムが、今後さらにいろいろな分野で研究開発され、

況が発生しました。一方、避難所や診療所には医薬品が届かない。

構築されていくことに期待しています。

病院で使う医薬品は通常、卸を経由していますが、避難所や診
療所に入る医薬品も卸を経由して配給したほうが良さそうだとい
う反省から、東京都の計画もそのようになりつつあります。また、
医療団体が被災地に送った医薬品には、使用期限が迫っている
ものも多く、被災地ではどうしても使えそうにないものなどもあり
ました。ジェネリック医薬品のため、専門の薬剤師がいなければ
判別できないものもたくさん入っていたようです。
秋冨：その話題は第 1 回の作業部会でも取り上げられました。岩
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開催日：2013 年 2 月 12 日 13:00-18:00
会場：メトロポリタン盛岡（岩手県盛岡市）

そのための費用もかかります。それを捻出するために半分を売り

あって、発災から数日間は衛星携帯電話が必要でした。

（NTT ドコモ東北支社岩手支店）

都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究
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災害拠点病院や診療所に届くようにするべきでした。
衛星携帯電話の重要性と今後の課題

都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト

【研究説明】

「ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム」の目的と概要
岩手医科大学医学部救急医学講座

秋冨 慎司
【講演 1】

発災後の行政機能の回復に向けて─岩手県市町村課のとりくみ─
岩手県政策地域部市町村課

紺野 由夫
【講演 2】

医師・看護師向け災害対応 e ラーニングの開発と活用
東京大学大学院情報学環 総合防災情報研究センター

大原 美保
【講演 3】

災害看護受援システムの確立とそれをマネイジするリーダーの養成
高知県立大学 看護学部

山田 覚

【討論 1】
【講演 4】

高知県の大規模災害対策の現状と対策
高知医療センター・救命救急センター長

村田 厚夫
【講演 5】

日本赤十字社の救護活動検証から見えてきたもの─東日本大震災─
日本赤十字社 事務局 救護・福祉部

谷田 健悟
【講演 6】

市民・企業・行政による協働でのまちづくり
特定非営利活動法人 いわて NPO-NET サポート

菊池 弘人
【討論 2】

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

が進められておりまして、今回、講演をお願いしている大原美保
先生（東京大学大学院 情報環 総合防災情報センター）もそのメ

開催日：2013 年 2 月 12 日 13:00-18:00
会

場：メトロポリタン盛岡（岩手県盛岡市）

ンバーのおひとりです。
このサブプロジェクトの目的のひとつは、阪神・淡路大震災
（1995 年）や東日本大震災（2011 年）のような過去の地震災害
の経験と教訓を活かして、災害対応のレジリエンスと社会基盤を

「ロジスティックス能力の育成の
ためのトレーニングプログラム」の
目的と概要

構築していくことにあります。レジリエンス（resilience）とは、
「精
神的回復力」
「抵抗力」
「復元力」
「耐久力」などとも訳される心
理学用語で、脆弱性（vulnerability）に対する自発的治癒力を
意味することばです。
岩手・宮城内陸地震
（2008 年）や今回の東日本大震災
（2011 年）
など、ここ 5 年の間にさまざまな地震や災害が岩手県を襲いまし
た。こうした大規模災害を経験された岩手県の災害対策本部の

［研究説明］

岩手医科大学救急医学講座

秋冨 慎司

皆さん、また全国でロジスティックス教育強化プログラムの作成
に携わっている研究者の経験や知見を共有しながら、防災リテラ
シーの向上を目指した災害ロジスティックス教育プログラムをつく
けたインターネットサイト上で体系的に公開し、研修・訓練プログ

と思います。今回はそうしたことをテーマに、講師の皆さんにお話

ラムの教材として幅広い活用を促していきたいと考えました。京

しいただくことになっています。また事前にお伝えはしていなかっ

科学的根拠に基づいたロジスティックス教育強化プログラム

都大学の「都市減災サブプロジェクト」のホームページに、基本

たのですが、震災当初から内閣府の被災者支援チームとして本

的な業務計画書・研究体制・研究成果報告書の詳細が紹介され

県に多大な支援をしていただいた衆議院議員の瀬戸隆一先生に

秋冨：
「ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプロ

とは防災に関する問題解決能力と定義できます。問題解決能力

ていますのでご参照ください。

も来ていただきました。瀬戸先生から一言お願いいたします。

グラム提案・開発検討委員会」も今回で 4 回目となり、予定

には 2 つの面があり、問題を正しく認識する能力に加えて、さま

このサブプロジェクトで共有した皆さんの知見をもとに、総合

していたプログラムもこれでひとくぎりとなります。これまで

ざまな解決方法を身につけておく必要があります。これを災害対

的な「地震災害シェイクアウト（ShakeOut）訓練」のプログラム

います。私はもともと総務省出身ですが、4 年前には岩手県警に

開催したサブプロジェクトでは、国内外からさまざまな方にお

応に置き換えると、防災担当者と一般市民の双方が正しい状況

もつくりたいと考えております。
「地震災害シェイクアウト訓練」と

出向しておりました。岩手・宮城内陸地震が発生した折は、内閣

越しいただき講演をしていただきました。

認識をもつこと。さらに効果的な災害対応を実現できる対処法を

は、最新のシナリオに基づいて、お店や学校、オフィスビルといっ

府の被災者支援チームに参画いたしました。こちら岩手県の災害

準備しておくこと。それは単なる前例の踏襲ではなくて、科学的

たさまざまな場所で、さまざまな人たちが一斉に行なう大規模な

対策部の方々や秋冨先生と一緒に、被災地の支援を行なってき

1 月 8 日｜陸上幕僚監部運用支援情報部（元第 9 師団 情報部

根拠に基づいた論理的・合理的な対処法でなければなりません。

訓練のこと。こうした日頃からの訓練をとおして、実際の災害時

たという経緯がございます。そうしたこともあって、こうした席で

にも対応できるようなコンテンツにしていくことが私たちの最終目

も何かお役にたてればと思い、本日参加させていただきました。

剤師 渡邉暁洋先生／日本医師会 救急災害医療対策

の関係でもありますし、市町村と被災者との関係でもあります。

ター 放射線技師 中田正明先生

ん。そのためにも災害対応の実現にとって欠かせない基本的な問

りたいと考えています。

災害対応は問題解決過程として捉えられます。防災リテラシー

長）関谷拓也先生／日本医科大学千葉北総病院 薬

委員会 委員 永田高志先生／兵庫県災害医療セン

これは大きく考えると国と県の関係になりますし、県と市町村

的です。

瀬戸隆一：ご紹介にあずかりました衆議院議員の瀬戸隆一でござ

（衆議院議員）
秋冨：瀬戸先生には、震災当初から国と県との調整役として、多

統合された防災リテラシーがなければ、効果的な対処はできませ
防災リテラシーハブの構築の重要性

大なマネジメントを担っていただきました。国の考え方と被災地

首都直下型の大震災や西日本大震災については、ずいぶん前

の考え方はずいぶん異なるもので、国の支援も対応する人によっ

1 月 29 日｜米 国連邦危機管理庁 元危機管理官 Leo Bosner

整理して「総合的地震災害シナリオの構築」を行なっていきたい

からその対策が懸念されてきました。たとえば首都直下型の大

てまったく違ってくるということを実感しております。瀬戸先生に

先生／東亜大学（日本集団災害・災害医療ロジス

と考えております。大規模広域地震災害に対する効果的な災害

震災が発生した場合は、少なく見積もっても 600 兆〜 900 兆円

は、国の状況をよくご存じの立場から、お時間の続く限りコメン

ティクス検討委員長）中田啓司先生／日本赤十字

対応に必要となる、日本の災害対策上の基本的な問題への対処

の損失がでるだろうと予測されています。もしそのようなことが起

トいただければと思います。

岩手県支部 課長 長谷川信之先生／ SRS 代表取締

法について、災害時ロジスティック能力を科学的根拠に基づくシ

きれば日本は終わってしまいます。そうならないためにも、しな

役 佐藤孝洋先生

ナリオとして体系的に整理し、総合的地震災害シナリオを構築し

やかに復元できるレジリエンスのある社会基盤の構築が急務とな

ていきます。

ります。

長）川崎朗先生／東京医科歯科大学 大友康裕先生

防災リテラシーハブの構築の重要性

され、ぎりぎりなんとか対応してきたというのが現状です。こうし

ロジスティックス能力というのは、聞き慣れないことばかもしれ

た状況下で、首都直下型や西日本の震災が連動して起こったらど

部市防災危機管理課 弘中秀治先生／日本 DMAT 事

ませんが、軍隊でいえば編隊。一般市民の方にとっては後方支

うなるか。石巻市や気仙沼、陸前高田市、大槌町のような被災

援ということになります。これがしっかりしていないと、被災地で

地域が、想像を絶する数で発生することになるでしょう。首都直

一所懸命支援している方々を支援することもできないし被災者自

下で大規模災害が発生したら、首都圏から搬送しなければなら

ロジスティックス能力育成のためのトレーニングプログラム

身も支援することができません。東日本大震災でも、支援される

ない患者数は、少なく推定しても 62.5 万人です。医療側の面か

側と支援する側、双方のマネジメントの行き違いが、さまざまな

ら考えただけでも、到底対処できないような状況が起こります。

検討委員会の概要と目的について簡単に説明いたします。現在
「都

ところで問題となって露呈しました。

2 月 5 日｜北部方面隊幕僚監部 幕僚副長（元第 9 師団 副師団
／日本ロジスティック協会 千田良先生／山口県宇
務局 災害医療技術員 市原正行先生

本日、初めて参加されている方もいらっしゃいますので、この

市減災サブプロジェクト─ Urban resilience」というプログラム
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題を示し、それに対する科学的根拠に基づく対処法を体系的に

東日本大震災では、東北の被災 3 県で自衛隊の約半分が動員

そうした問題を解決するために、
「防災リテラシーハブ」と名づ

災害時における自助・共助・公助は 7:2:1 が理想とされていま
すが、そのすべてを掘り起こすような環境整備をつくれたらいい
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発災後の行政機能の回復に向けて
─岩手県市町村課の取り組み─

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

な業務資料が流失したり汚損したりして、債権債務者の直近の
状況把握が困難になりました。陸前高田市や大槌町などは、ま
さに基本的なデータを失ったところから行政を始めなければなら
ず、まさに完全にマイナスからの再スタートという状況でした。
行政機能回復に向けた 3 ステップ

講演［1］

こうした状況を回復するために、本県は次のような 3 つのステッ

プを考えました。

①

岩手県政策地域部市町村課 総括課

紺野 由夫

•公用車・備品等の確保
•通信手段の確保

東日本大震災における岩手県市町村課の取り組み

紺野：岩手県政策地域部市町村課の紺野と申します。私のほうか
らたってのお願いをして 10 分ほどお時間をいただき、本震災に

おける被災市町村への行政機能の回復に向けた対応についてお
話しさせていただくことになりました。
私は現在、市町村の財政や行政の指導を司る立場におります。
発災当時は法務学事課で、条例等の審査や情報公開及び個人
情報保護の総合調整、行政情報化に関する企画・調整・推進な
どに携わっていました。法制という震災にはあまり関わらない部

［ステップ 2］必要な人材の確保
•職員の安否確認

•必要な人員の割り出し

［大

槌

職員のマンパワー不足は現在も続いています。そのための支援は

町］2 人（平成 23 年 3 月 20 日〜 4 月 30 日）

今後も継続的に行なっていく必要があります。被災市町村の行政

延べ 96 人日

機能回復までにはまだしばらく時間が必要です。中長期的な職員

ここで注目いただきたいのは、3 月 22 日・3 月 20 日という日
付です。発災から 10 日を経てやっと本格的な派遣が始まりまし

•県内外からの人材の確保

た。これはあまりに遅すぎます。県の出先機関である広域振興局

•被災直前までのバックアップデータの回復

いましたが、これは本格的なマネジメント職の派遣ではなく、物

•発災直後から現在までのデータの整備

ま振り返っても、マネジメント職の派遣開始はあまりに遅かった。

［ステップ 3］データの整備

•データを扱うための機器の確保

陸前高田市と大槌町は本庁舎が破壊されてしまいましたので、

の職員は、発災直後から毎日のように被災市町村の支援に入って
品の積み降ろしや現場での事務処理などの緊急支援でした。い
次に行なったのが ②必要な人的支援の状況を把握でした。陸

仮庁舎を建設しなければなりませんでした。また多くの職員が犠

旬までに現地調査等により把握していきました。その他、発災直

と苦慮していたところ、いつの間にか災害対策本部と関わりをもっ

牲になっていますので、業務に携わる人材を確保する必要もあり

後には、①行政資料の提供（住民基本台帳データの提供・例規

当初、外の部署から見ておりまして、市町村課の役割と規模を

派遣を継続していかなければなりません。
【課題】

○市町村における職員数の縮減

▶行革（「集中改革プラン」）に

より職員数が減少
○専門職・技術職の不足

▶復興事業の本格化に伴い膨大な事

業を実施する必要 ▶もともと各市町村では少人数の配置
○派 遣職員のフォローアップ

▶慣れない環境の中で業務や生

活に支障がないか聞き取り、改善

前高田市と大槌町は 3 月下旬までに、その他の市町村は 4 月中

署にいたのですが、被災市町村のために何かできることはないか
てしまったという経緯がございます。

③

【写真①】被災した陸前高田市本庁舎 【写真②】被災した大槌町本庁舎 【写真③】汚損された行政の基礎資料

［ステップ 1］仮庁舎の建設
•場所の選定

②

②被災市町村における人財の確保

もうひとつは人材確保です。必要な人材を新規採用・任期付・

ました。さらに基本的なデータが損失したので、それを整備しな

集の提供）
、②県内市町村からの派遣・総務省スキームによる派

再任用・定年延長などで確保していくと同時に、将来の幹部職員

ければなりませんでした。

遣、③被災市町村からの職員派遣要請を受け、他の市町村の派

や中堅職員も養成していかなければなりません。これは被災市町

アップグレードしないと大変なことになりそうだという思いをもっ

陸前高田市の仮庁舎は当初、給食センターに災害対策本部を

遣希望とマッチング、④住民基本台帳データの復旧
（既存住基デー

村が自らの努力も大切ですが、私たちがフォローしていく必要も

ていました。まさかその後の人事異動で、その市町村課に配属に

設け、その周辺に仮庁舎を設置していましたが、第一次の仮設庁

タの救出と復旧・住基ネットへの接続復旧）など、対応しうる限

あります。これは非常に難しい問題です。

なるとは思いませんでしたが、当時考えたことや震災時の経験を

舎では業務スペースが手狭で、実務スペースも充分に確保できず、

りの支援を模索し実施していきました。

踏まえて、現在取り組んでいることをご紹介します。

職員のストレスや住民のストレスもピークに至ったことから、さら
に別の場所に第二次の仮庁舎を設置して、2011 年（平成 23 年）

行政が機能しなくなった陸前高田市と大槌町への対応

皆さんご承知のとおり、今回の震災では、陸前高田市・大槌町

の庁舎が壊滅的な被害を受け、多くの職員が被災者となりました。

5 ～ 7 月の間に段階的に移転していきました。大槌町仮庁舎は、

【課題】

○被災市町村も自助努力することが求められている
○職員の被災により年齢や職種の構成に偏りが生じている

行政としてどんな支援ができるのか

東日本大震災を受けて、岩手県は次の 3 つ ①人的支援、②

中央公民館に災害対策本部を設け、仮庁舎を旧大槌小学校校庭

被災市町村における人材の確保、③被災市町村および派遣職員

に設置しました。平成 23 年 5 月から利用しています。

のケアを検討しました。

③被災市町村及び派遣職員のケア

①人的支援

慣れない環境の中で働くことになりますから、それぞれの職員た

被災地では自治体職員自らが被災者です。派遣された職員は、

このことによって自治体の行政機能が著しく低下し、被災者の対
応や従来の行政対応、住民サービスに大きな支障を来たしました。
陸前高田市と大槌町以外でも、たとえば宮古市では本庁舎が浸

被災自治体職員の派遣とさまざまな支援

こうした状況を受けて、岩手県もその他の自治体もただ手をこ

水しましたし、遠野市の本庁舎も地震で損壊しました。今回の震

まねいていたわけではありません。行政機能が喪失した被災自治

災で本庁舎が被害を受けたのは 7 市町村、支所や出張所が損

体に人材を派遣しようと、できる限りの対策を試みました。

壊したのが 4 市町におよび、多くの職員が被災しています。

○人材育成は短期間では難しい面もある

まず行なったのが ①被害の甚大な市町に緊急的な対応として

特に重要な住民サービスに必要な基礎的資料、住民基本台帳

県職員を派遣することです。事務全般に関わる意思決定への支援・

が津波で流出し、浸水によって汚損し使えなくなりました。さら

総務関係事務・県への照会回答などに対応できる担当課長（課

に住民基本台帳ネットワークとの回線が切断したため、①住民の

長補佐）クラスの職員を派遣しました。

人的支援についてはメディアでも取り上げられていましたが、
【写真④】陸前高田市仮庁舎

ちの心身のケアも考えていかなければなりません。

【写真⑤】陸前高田市仮庁舎

【写真⑥】大槌町仮庁舎

安否情報の正確な把握が困難、②転入者・転出者の正確な把握
が困難、③住民基本台帳を基にした各種業務資料の更新が不可
能となりました。
税の賦課徴収の基礎資料や財務会計・福祉などの業務に必要
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［陸前高田市］3 人（平成 23 年 3 月 22 日〜 5 月 11 日）

延べ 129 人日 ※他に総括課長クラスの職員を平
成 23 年 5 月 1 日〜 5 月 31 日に派遣
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【課題】

○関係機関の協力を得ながら健康状態等の確認、休暇取得

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

津波だけではなくて、岩手山の噴火による災害も想定されるから

まだ未定稿の段階で、現在、県庁の関係部局に照会をかけな

ろお伝えしました。2013 年度には国土交通省が物流システムを

です。有事が発生した場合、内陸から内陸、内陸から沿岸北部・

がら、最終案を年度内に固めたいと考えております。すでに 2 年

検証するというのでまた呼ばれました。今回の災害対応で物資物

沿岸南部の市町村に、どういったルートで現地に辿り着けばいい

も経ってこの程度かというご意見もあるかもしれませんが、被災

流・運送に関わる問題にどのようなことがあったか。我々からもこ

このように対応すべきことは現在もいろいろあるのですが、もっ

のか。その大所をまず押さえて、この付近まで行ければ、あとは

3 県のなかでも、こうした問題意識をもってこのような行動マニュ

とあるごとにいろいろな場面で情報を提供しているのですが、国

とも究極的な問題は人材確保・職員派遣・育成です。今回の震

徒歩でも辿り着けるだろうというところまでまとめました。今回の

アルの作成に取り組んでいるのは、現在のところ本県だけだとご

のなかで共有されていないという印象を受けております。それぞ

災でいちばん欠落していたのは、発災から 1 週間ないし 1 カ月の

震災を振り返っても、非常時に現地まで辿り着くルートを想定し

理解いただければと思います。こういった視点からの修正や追加

れの省の役割がしっかりしているといいますか。タテ割りがしっか

対応でした。発災直後の被災市町村への対応を、岩手県、特に

ておくことはとても大事で、特に交通の途絶しそうな場所について

が必要だというご意見がありましたら、ぜひお知らせください。

りしているといいますか。霞ヶ関のなかでの情報共有、データベー

市町村課がもっと迅速にやるべきではなかったか。当時のことを

は事前から状況を把握しておく必要があります。最近では、職員

現在、私は人材確保のために全国の自治体に職員派遣のお願

ス共有、連帯性というのが保たれていない。それぞれの省が各々

検証し、その反省を踏まえて、いま私が考えているのは「行政の

もスマートフォンを所持していますので、そうしたものを活用しな

いに行脚しておりまして、その際にもこの「行動マニュアル」につ

にシステムの研究をしているという印象を受けます。国全体の方

ロジスティックス」と言えるかもしれません。そうしたことばは、

がらルートを確保していきたいと考えています。

いて紹介しています。最近では埼玉県が高い関心を示してくださ

策としてどうあるべきか、情報を共有していただきたいと我々から

いまして、これを基に埼玉県で検討を加えているようです。

も声を高くしてお伝えしているのですが、なかなかそれが現実化

現在はまだ存在しないのかもしれませんが、それに相当する対応
がやはり必要だったと思います。
では行政として、具体的に被災市町村をどのように後方支援し

「行政機能の状況調査の調査票」フォーマットの作成

15 ページには「行政機能の状況調査及び対応」ということで、

災害はいつ起こるかわかりません。次に有事が起きた際には、

しませんし、動いていただけません。今回の震災で我々にとって

自治体の行政機能が喪失するようなことがないよう、今から想定

いちばんきつかったのは、移動手段の要となる車のガソリン燃料

ていけばいいのか。陸前高田市と大槌町は壊滅的な被害を受け

各市町村の運用状況を具体的に記載できるフォーマットを掲載し

しておきたいと考えます。
「想定外」といういやなことばがありまし

が確保できなかったことでした。ガソリンにしても軽油にしても、

ました。職員が被災者となり、特にマネジメント層の課長層が多

ています。フォーマットに状況を記録して県庁に報告してもらい、

たが、
「想定外を想定内にする」こと。平時においてできる限りやっ

我々のような一自治体で解消できる問題ではなかった。どうして

く被災しています。大槌町にいたっては、町長が犠牲者となりまし

これを我々が分析して、災害対策本部や県の人事当局とともに、

ておきたいというのが私の考えです。市町村課でどこまでできる

も国としてしっかりフォローしてもらう必要がありました。瀬戸先

た。平時であればピラミッド型の命令系統でもって一元化して対

どのような人材を派遣するかを検討していきます。検討はできる

かわかりませんが、災害時でも行政機能が完全に発揮できるよう

生からも、ぜひ霞ヶ関のなかの風通しを図って、災害対応の構築

応するところですが、中間部がいないうえに、本来判断や命令を

だけ迅速に行ない、遅くとも 2 日目には現地に職員を派遣すると

に、最大限の対策をとって来たるべき次の災害に備えたい。簡単

を目指していただけるよう、お力添えをいただきたいと思います。

したこともなかった人たちが判断や命令を求められ、精神的にも

いう段取りが実施できるしくみを考えております。

ではありますが、岩手県市町村課の立場から、現在取り組んで

瀬戸：ガソリン燃料については、現在、経済産業省が全国各地

大変な負担を強いられることとなりました。

このマニュアルでは、かなり微に入り細にわたった対応を検討

当時はまだ表面化していなかった人も、発災後 2 年を経て、さ

しているのですが、26 ページには「市町村行政調査班」及び「市

まざまなことがフラッシュバックしてきたり、うつの症状が出てき

町村行政支援班」の行動目標という項目を設けまして、たとえば

たりして、仕事を休まざるをえない職員も出ています。そうした現

どのようにマスコミ対処すべきかといったところまで考えています。

町村課災害発生時行動マニュアル」です。
「市町村課災害発生時行動マニュアル」の作成

この冊子では、有事が発生し、被災市町村の行政機能が大な

ろいろなところでも問題になっておりまして、早急に改善していか
なくてはならない問題です。

［第 1 段階］発災〜 2 日目

た。こうしたマニュアルが事前にあれば、被災した場所を消去し

▶目標 = 状況確認

ながら目的地に辿り着くことができますし、調査票のフォーマット

秋冨：本日は NHK 盛岡放送局の方もいらっしゃいます。NHK も

［第 2 段階］2 日目〜 7 日目
▶意 思決定・指揮命令系統の確立

○意思決定方法の確立

確定等）○情報共有方法の確立 ○マスコミ対応の一本化

日目）とおおむね 4 段階に設け、1 カ月後あたりまでのことを想
定してまとめてあります。
マニュアルの 8 ページには「市町村行政調査班」についてまと

に増やし、緊急時の燃料不足に対応できるよう検討していると、

ました。震災時は代替道路がわからず多くの支援者が苦労しまし

（責任者の決定等）○指揮命令系統の確立（伝達ルールの

日目）・第 3 段階（7 日目〜 21 日目）・第 4 段階（21 日目〜 28

「現地と連絡がとれない」ことも重要な情報

この「行動マニュアル」を拝見して、これはすごいお仕事だと思い
「市町村行政調査班」及び「市町村行政支援班」の行動目標

かということをまとめたものです。目次の 3 に「市町村行政機能
県の対応を、第 1 段階（発災〜 2 日目）・第 2 段階（2 日目〜 7

蓄する義務化が進められています。これから先、その備蓄量を徐々
経済産業省から聞いております。タテ割りの弊害については、い

り小なり機能不全に陥った際、県がどのような対応をしていける
回復への支援」という項目がありますが、ここでは発災後からの

に 40 カ所ほどの備蓄タンクを選定して、最低一日分の燃料を備

秋冨：紺野氏はさらりといろいろなことをおっしゃっていましたが、

場の状況や声を受け、県が何をやらなければいけなかったのか
を考えながら作成したのが、皆さまのお手元にお配りしている「市

いる試みについてご紹介させていただきました。

［第 3 段階］7 日目〜 21 日目
▶業 務執行体制の確立

○意思決定への支援 ○指揮命令

系統の維持・改善 ○マスコミ対応の支援
［第 4 段階］21 日目〜 28 日目
▶行 政機能の回復

○意思決定方法の定着 ○指揮命令系

統の定着 ○マスコミ対応の定着

めています。まずは市町村行政調査班をつくり、私ども市町村課

被災地現場で、かなりご苦労されたかと思いますが、マスコミの

を使って、効果的な現地状況を把握することもできると思います。

立場から何かご意見ございますか。

瀬戸隆一：衆議院議員の瀬戸です。この行動マニュアルには非

金澤：NHK 盛岡放送局の金澤と申します。たしかに苦労したこと

緊急時における物流についてですが、発災直後に支援物資を送

クレジットというのですが「岩手県によると〜」といった情報がほ

る側は、首都圏をはじめとする岩手県外になるかと思います。発

しいものですから、まずは市町村や県の担当者から情報をとりた

災直後の情報については、首都圏のほうが情報をもっていること

くて取材をお願いすることになります。自分たちが被災地に赴くま

もあります。その場合は、市町村と岩手県が直にやりとりするより

でには時間を要しますから、それまでの間は、それを受けてくれ

も、首都圏とやりとりしたほうが早い場合もあります。実際、そう

る窓口が一本化されることは、マスコミとしてはありがたい。東日

した情報の行き違いから、県庁と被災市町村の間でぎくしゃくが

本大震災の時、私は盛岡放送局内で原稿を書いておりましたが、

生じたことも現実もあったかと思います。行政機能の対応と情報

いまでも悔やまれるのは「被災地と電話がつながらない」という

共有の方法、そして物流のしくみについては、平常時と緊急時で

ことを情報として発信できなかったことです。普段から起きる地

常に重要な内容がまとめられていて、さすが岩手県と思いました。

はたくさんありました。我々ニュースを発信する立場からすれば、

を中心に被災市町村に調査に入り、情報収集を行なう。その調

被災した市町村では、マスコミ対応が大きな負担になっていま

は別に考えていたほうがいいかもしれません。また、マスコミ対

震の時、私たちは当たり前のように市町村の役場に電話をして現

査事項としては ①意思決定・指揮命令系統─幹部職員の安否等

した。そうした負担が市町村に及ばないように、県のほうで一元

応についてですが、おそらくマスコミの人たちからすれば、被災

地情報を確認しようとします。電話がつながるのが当たり前と思っ

②組織体制─職員の被災等 ③庁舎・設備─庁舎や通信機器の

化して対応できればと考えました。被災した市町村の職員をでき

地の人たちの声を聞きたいのではないかと思います。そうしたマス

ていた。ところが、陸前高田市と大槌町は、2 日経っても電話が

損失等 ④基礎的行政データ─住民基本台帳等 が考えられます。

るだけ休ませる。10 分でも 20 分でも睡眠時間を多く確保できる

コミのニーズに対して、情報提供を県庁で一括して対応できるも

つながりません。この「つながらない」という情報を出すことがで

9 ページから 13 ページにかけては、県内各市町村の庁舎位置

ようにする。その間は、代替の県職員ができるだけ機能回復に

のかどうか。それが現実的に可能なのかどうか。ひとつの意見と

きなかったことは、盛岡放送局としても被災県としても反省すべき

及び移動ルートについてまとめてあります。たとえば岩手山周辺

結びつくような業務を担う。発災直後に混乱に陥っている被災市

して受け取っていただければと思います。
（衆議院議員）

ことだったと思います。電話がつながらないということも、ひとつ

でしたら、八幡平市や雫石市までの平常時のルートとそのための

町村に対して、県がどこまでどのように寄り添うことができるのか。

移動時間。さらにこのルートが使えなくなった際の代替ルートが

高松：岩手県総務部総合防災室の高松です。瀬戸先生の質問、

の情報であることになぜ早く気がつかなかったのかと、今でも悔

そして現実にどのような対応をしていくべきかをコンセプトに、か

示されています。

なり具体的にまとめた結果、
この
「市町村課災害発生時行動マニュ

察庁が野村総研に依頼して、東日本大震災における物流システム

アル」になりました。

について検証しました。我々も呼ばれて、震災時の状況をいろい

なぜ岩手山周辺の情報があるかといいますと、本県は地震や
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物流の件でお伝えしたいことがあります。2012 年度、内閣府警

やんでおります。
（NHK 盛岡放送局放送部）
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●

医師・看護師向け災害対応
e ラーニングの開発と活用
講演［2］

東京大学大学院情報学環 総合防災情報研究センター

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

学習することと、意思決定やシミュレーションによる判断訓練を養う

るコンテンツにすると、看護師などは途中でナースコールで呼び出

ということに重きをおきまして、それを学ぶための内容としました。

されて学習が中断してしまうことがあります。e ラーニングソフトウェ

現在では e ラーニングのソフトウェアもいろいろな企業から出され

ア会社のアドバイスでも人が集中できるのは 10 〜 15 分程度という

ておりまして、だいたいどのソフトウェアでも同様のことができます。

ことでしたので、あえて各教材は短めに 10 分程度にまとめました。

価格もかなり安価なものが出てきており、幅が広がったという印象

東大附属病院で初めて e ラーニングを実施したのは 2007 年の 8

です。基本的には、学習教材を作成管理するランニングマネジメン

月 21 日ですので、今からすればかなり古い情報ではありますが、
もっ

トサーバと学習履歴を管理するサーバのふたつがペアになっていま

とも多くの回答が得られたのがこの回でしたので、そのときの学習

す。私が教材のコンテンツをつくっていた 2007 年頃は、今ほどに

者の概要についてご紹介します。

はソフトウェアの種類がありませんでしたが、そのなかでも比較的老

大原 美保

舗だったインタラクティブスタディ（シャープシステム株式会社）を
【写真①】いずれも東京大学附属病院の一斉防災訓練の様子

防災ワーキンググループで検討した学習内容を私がコンテンツに
落とし込み、それを院内サーバにアップロードします。アップされた

東京大学医学部附属病院で e ラーニングがスタートした背景

こで防災訓練時に撮影した映像を活用して、当日参加できなかった

教材は病棟のどのウェブブラウザでも閲覧することができ、職員 ID

人も含めて、全職員向けの効果的な学習方法はないかと考え、「災

でログインして自由な時間に学習することができます。それぞれの学

総合防災情報研究センターにおりますが、同大学生産技術研究所

害対応 e ラーニング」を検討し始めました。

習履歴（回答・時間）はサーバに記録され、誰がどれだけの学習

大原美保：大原と申します。現在、東京大学大学院情報学環の
の業務も兼務しております。今回お話しする「医師・看護師向け災

その目的は、災害対応マニュアルを浸透させるための医師・看

をしたかを確認できるようにもしました。教材開発から記録分析を

害対応 e ラーニング」は、生産技術研究所が受託しているプロジェ

護師向けの災害対応 e ラーニング・コンテンツを開発・運用し、

すべて学内で行なったことになります。ただこのときの教材は任意で

クトのひとつで、私はその研究チームのメンバーでもあります。私

防災意識の共有を図ること、そしてその学習効果を評価することに

の参加としましたので、これをやらないと何らかのペナルティが科せ

自身は大学院の工学系研究科で社会基盤学を専攻しておりまして、

あります。

られるというものではありません。あくまで防災訓練の予習としてやっ

医師や看護師ではない私が、
なぜ災害対応の e ラーニングをやっ

CSCATTT に準拠したコンテンツ開発

東京にある病院ですので、e ラーニングの学習事項は首都直下

てきたかといいますと、生産技術研究所で防災マニュアルの研究を

型地震を想定した内容とし、
「地震時」ということに限定してコンテ

していた頃、東京大学医学部附属病院（以下、東大病院）の医

ンツをつくることにしました。

師から生産技術研究所と一緒に病院の防災マニュアルを研究させ

具体的な中身については、イギリスの災害医療教育プログラ

てもらえないかという要請がありまして、そこからこのプロジェクトが

ム：MIMMS（Major Incident Medical Management and

始まりました。
東大病院は災害拠点病院に指定されています。大学の環境安全

Support）が提示する災害時の優先事項 CSCATTT に準拠してい
ます。このプロジェクトを一緒に立ち上げた救急部の医師がイギリ

本部と東大病院、そして私の所属している生産技術研究所の 3 部

スに留学していた際、この CSCATTT を勉強されてきたこともあり、

局が連携してワーキンググループを立ち上げ、防災対策マニュアル

この教材の考え方を踏襲して、細かいところは自分たちの病院に対

や地震時の大学病院の防災拠点としてのあり方に関する研究を 5

応させていきました。

年間、学内で続けてきました。ワーキンググループが立ち上がる前

CSCATTT とは、次のことばの頭文字をとった略語です。

までは、病院として一斉防災訓練を行なったことはありませんでし
たので、その方法論を工学的な立場から 3 部局で考えてきました。
問題は東大病院レベルの大きな病院になると、年に一度開催す
る防災訓練でも全職員が一斉に参加できないということです。患者
さんに対応する人が必ず必要ですし、看護師さんも三交代制です
から一堂に会した訓練・講習は不可能です。また、医師や看護師
だけでなく、非常勤やコメディカルなど多様な職員が数多くいるた
め、共通意識の醸成が難しいという特殊な環境でもあります。どう
しても部分的な職員の参加にならざるをえない。こういった組織的
な課題があるなか、防災意識の共有ができないかということでトラ
イしてきました。

場合に病棟でどのように対応したらよいか考え、不安になったこと
がありますか？」という問いを投げかけました。
その回答が【グラフ①】です。
【グラフ①】学習前の災害意識

てくださいという立場で提案したものです。

地震工学を専門分野とし、なかでも都市防災計画や住民意識、防
災教育の教材開発などに携わってきました。

［学習前の災害意識］

この e ラーニングを実施する前、対象者に「大地震が起こった

用いて教材を作成しました。

C（Cmmmand）命令・指揮または役割分担の確立
S（Safety）自分の安全や感染症予防なの確保
C（Communication）情報伝達手段の確保
A（Assesment）評価。周辺状況の把握
T（Triage）トリアージ・トリートメント
T（Treatment）治療

東大附属病院の e ラーニングコンテンツ

こうして開発した学習コンテンツは以下のような内容です。

看護師 824 人・医師 236 人から回答があり、9 割以上の看護
師が不安を感じたことがあると回答し、医師よりも不安度が大きい
という結果となり、いずれも年齢、リーダー的立場での回答差はみ

○全診療科の医師・看護師向けとして（主として院内での直後対
応、入院患者等への対応）
第1回

地震時の初動対応（CSCA）

第3回

地震時の医療対応 ②

第2回

地震時の医療対応 ①

－トリアージ学習編－

－トリアージ シミュレーション編－

○救急外来医師・看護師向け

第 1 回：災害時の初動対応編
第 2 回：ブリーフィング編
第 3 回：1 次トリアージ

基礎編

第 5 回：2 次トリアージ

基礎・応用編

第 4 回：1 次トリアージ

応用編

初回は、初動対応（CSCA）とトリアージの学習、トリアージシ

られませんでした。
［コンテンツと学習人数］

2007 年 8 月に実施したのは、院内の入院患者等への対応を主

としてとしてつくった 3 コンテンツです。
第１回

地震時の初動対応 ……医師 320・看護師 936
地震時の医療対応①

－トリアージ学習編－

第３回

地震時の医療対応②

－トリアージシミュレーション編－

第２回

……医師 281・看護師 836

……医師 264・看護師 836

学習した医師数：約 250（全医師 1596 人の 15%）

学習した看護師数：約 800（全看護師 1159 人の 70%）
全看護師の約 70%が学習してくれた一方、医師がなかなかやっ

T（Transport）搬送

ミュレーションの 3 点セットをつくりました。その後、救急外来医

てくださらず 15%という数値にとどまりました。e ラーニングで学習

の方から外部から患者が来たときの学習をしたいリクエストがありま

した人数の推移も記録しています。次ページ【グラフ②】の上半分

これらの対応はどの災害でも一般的なことだと思いますが、特に

したので、救急外来医師・看護師向けのコンテンツをつくっていま

が医師、下半分が看護師を示しています。

病院ですので感染症予防の事項があるところが特徴です。

す。つまり、前半の 3 回は入院患者を主に診ている人たちを対象

ラーニングの実施時間帯の集計を見ると、医師は主に日中に行

その方策のひとつとして考えられたのが「e ラーニング」です。東

e ラーニングによる学習は、自分の体を実際に動かすわけではな

にしたもので、院内で地震があったその直後にどう患者に対応する

なっていますが、看護師はだいたい午前 9 時前後、それから 14

大病院規模の病院では一般的にイントラネットが普及しており、薬

く、画像や動画で視覚的に学習するものですので技能の修得は難

か。後半の 5 回は、発災時に来院する傷病者にどう対応するかと

時から 16 時の間、深夜というピークがあります。これは勤務あけ

の注文から患者さんの対応まですべてイントラネットで対応していま

しい。本来であれば身体的な訓練が必要で、そこは e ラーニング

いう内容になっています。

前後、
また夜中に時間ができたときに実施していることを示すもので、

す。また、ほぼ大方の職員がパソコンの操作に精通しています。そ

の限界ともいえます。ただし今回は、動画などを駆使して視覚的に
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これらの教材をつくるときにも結構悩んだのですが、時間を要す

このように医師と看護師でも実施時間に差があります。防災訓練の
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【グラフ③】e ラーニングの実施時間帯
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【図②】第１回：初動対応シミュレーションのフローチャート

人

医

師第 1 回

看護師第 1 回

医

師第 2 回

看護師第 2 回

医

師第 3 回

医

看護師第 3 回

師第 1 回

看護師第 1 回

医

師第 2 回

看護師第 2 回

医

師第 3 回

看護師第 3 回

ように固定の時間だと参加できなくても、e ラーニングであればいつ

われて判断が難しくなることもわかりました。また、マニュアルにつ

でも勉強できます。このメリットを活かすせば、いろいろな就業形態

いても、防災訓練の写真入りで勉強してもらえるよう構成しました。

の人が勉強できることもわかってきました。【グラフ③】

第 1 回学習後、e ラーニングを行なった医師と看護師に、地震
時の状況をイメージできたかをたずねました。

e ラーニングの目的は問題意識をもってもらうこと

第 1 回の e ラーニングのコンテンツは「地震に関する基礎知識」 ［第１回：学習後の感想］

としました。初回は勉強的なことよりも、問題意識をもってもらうこ

（凡例）

とを重要視しまして、地震時の初動対応シミュレーションを盛り込

■地震時の状況をイメージできたので、 適切に対応できる自

んだ物語風の内容にしています。
CSCATTT の一番最初はＣ（役割分担）にあります。首都直下
型地震が発生した場合、最優先にやってほしいのは、スタッフステー
ションに戻り役割分担を決めること。それを勉強してほしいのです
が、コンテンツでは途中の廊下で助けを求めてくる人や通りかかっ
た病室で血を流している人が出現します。このようにあえて乱要因
を入れて悩んでいただくという構成になっています。目的は、このシ
ミュレーションをとおして、スタッフステーションに戻ることが重要だ
と理解してもらうことにあります。【図①】【図②】
第１回教材のシミュレーションで悩んでいただいた末に、どれだ

信がついた

■地震時の状況をイメージできたが、 自分で適切に対応でき
るか不安に思った

■今回の内容からは、 地震時の状況をリアルにイメージする
ことができなかった

■東京で地震が起きるとは思わないので、 地震時の状況をシ
ミュレーションしても役立たないだろう

【グラフ④】医

師 236 人

χ２＝ 5.693、p=0.223 ＞ 0.05 で有意な差なし

年齢

調査の結果、医師の 31%が「地震の状況をイメージできた。対

を動画を見ながら勉強できるコンテンツを考えました。しかしこれを

応に自信がついた」と答えましたが【グラフ④】、看護師は 14%に

つくるときも、音声が出ることで院内の患者さんたちを驚かせてしま

とどまっています。特に看護師では、25 歳以下の若い職員ほど「イ

うのではといった意見や、そもそも実技が伴わない e ラーニングで、

メージできた。自信がついた」の回答率が低くなり、むしろ不安が

トリアージを取り上げるのは無理があるのではないかといった意見

増大しています。私たちとしては、不安に思ってくれたことも含めて、

もあり、動画の導入については議論が重ねられました【図③】
。

けの方がスタッフステーションに戻ってきたかと言いますと、時間切

動機づけができたと理解しましたが、同時にきちんと自信をもっても

れになった看護師が 46%、医師が約 29%という結果でした。偶

らうたことは、なかなか難しいということもわかりました【グラフ⑤】。

の端末を使うようにしてもらい、教材画面には動画に合わせたセリ

リーダー的立場の看護師の約 6 割が 45 歳以上です。
そうしたリー

フを加えました。トリアージについては、まったく知らないという人

発的・突発的な事案が発生すると、目の前のいろいろなことにとら

ダー的立場にいる看護師長や副看護師長とその他のナースとを比較

【図①】第１回：地震時の初動対応シミュレーション

したところ、リーダー的立場にいた人の 2 割がイメージもできたし

結果としては、音声が出ないモニターのあるスタッフステーション

【図③】第 2 回：地震時の医療対応－①トリアージ学習編－

自信もついたと回答しており、学習効果が高いことがわかりました。
今回の教材はリーダーとそれ以外の職員との間で設問の内容を
【グラフ⑤】看護師 824 人
年齢

χ２＝ 33.692、p=0.00<0.05 で有意な差あり

変えていません。今後はリーダー向け、一般職員向けと、対象によっ
て教材の差別化が求められますし、それをはかったうえでより詳しく
勉強してもらう必要があると考えています。
e ラーニングによるトリアージの学習

第 2 回の e ラーニングのコンテンツは「地震時の医療対応

－

①トリアージ学習編－」
でした。START 法変法という黄（第 2 順位）
を判定するためのトリアージがあります。歩行できるか否か、呼吸し
ているか否か、呼吸数の測定、毛細血管再充満時間（CRT）や
脈拍数の測定などから判断するもので、こうしたトリアージの方法
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はいませんので、手順は理解しているが実際にはやったことがない

来であれば、新しいコンテンツを少しずつ積み重ねていって、継続

という人向けに、知識ベースで勉強してほしいということで内容に取

的に学習することが望ましいのですが。
e ラーニングには定期的な反復研修が大切で、そのためには新し

り入れることにしました。基本的なところはこれで学習してもらって、
実技は数十人ずつ実技トレーニングの機会を設け、e ラーニングと

いコンテンツを継続的に提供していく必要があります。制作側の姿

実技を併用しながら勉強してもらうことになりました。

勢としては、たとえばトリアージに関する設問をあらかじめ 100 問く

この START 法によるトリアージについて、e ラーニングによって

らいつくっておいて、そこからランダムに抽出した 10 問を月に 1 回

理解度が深まったかどうかを学習後にたずねたところ、看護師 710

程度公開して復習してもらうといったしくみを考え、学習者が何度

人のうちの約 90%が「手順を少しは理解できたが、実際に行なう

やっても飽きない内容にする必要があります。
また、実技訓練といかにして相互作用を生むかも重要です。この

のは難しい」と回答しています。【グラフ⑥】

教材をつくっている間も、実技訓練でトリアージが実施されました

初回 e ラーニングで学習を終えた方々に感想をたずねたところ、

が、教材自体はそれとタイアップしていませんでした。e ラーニング

意見として多かったのは・火災など他の災害への対応方法も学習
したい ・実際に体を動かす訓練も行なったほうが良い といったも

【図④】第 1 回：災害時の初動対応編

のでした。こうした回答から災害対応・防災への動機づけには貢

【図⑤】第 2 回：ブリーフィング編

教材と実技訓練のタイアップは必要です。
東日本大震災の教訓を踏まえた内容の拡充、院内だけではない

献できたかなと捉えております。2008 年度の防災訓練前には、

対応を含めたコンテンツ開発も求められています。実際の災害医療

150 人程度の小規模トリアージ実働訓練が実施され、救急外来

救急外来の医師 ・ 看護師向けのコンテンツ

いくつかの病院からも問い合わせはくるのですが、なかなか実現ま

にはさまざまな人が関わってきます。私のつくった教材は医師・看

で至らず、東大病院以外でこのコンテンツを導入したところは今のと

護師向けですが、事務職員や消防団、ボランティア、地域医療従

実働訓練の実施につながったことも、e ラーニングによる波及効

発生直後からの行動をシミュレーションするコンテンツです。発生

ころまだありません。

事者などを対象とした e ラーニングシステムはまだありません。より

果のひとつと考えています。【グラフ⑦】

直後の行動をより詳しくシミュレーションできる内容にしました。

での外部傷病者受入対応ラーニングが全 5 回行なわれています。

続いて開発した教材は、救急外来の医師・看護師向けの地震

先に開発した 3 つの教材は院内の対応だけを対象としましたが、
【グラフ⑥】第 2 回：トリアージ理解度と感想

看護師 710 人

判定練習問題の正答数

■地震時の状況をイメージできたが、自分が適切に対応できるか不安に思った
■今回の内容からは、地震時の状況をリアルにイメージすることができなかった

割合（%）

ことが望ましいと思います。
これは私も気づかなかったのですが、救急部にいる医師は、医

一病院で運用することのメリットはもちろん、自治体の病院や医療

学部学生向けの学習コンテンツも望んでいるようでした。防災訓練

法人がもっている病院など、複数の病院で同じコンテンツを共有す

では傷病者役で医学部学生が参加していますが、事前の説明だけ

よう工夫を凝らしています。協力してくれた医学生は、ケガの状態

れば、さらに効果が発揮できると考えています。複数病院でこうし

では当日の傷病者役が十全にこなせないことがあり、場合によって

がわかるようにメイクし模擬傷病者に扮しています。

たしくみを共有して整えておきますと、たとえば人事異動があった場

は防災訓練の中身にも影響を及ぼしかねません。意識啓発の意味

合の研修用として、あるいは支援に入る場合、搬送患者の対応な

も込めて、学生には訓練前にこの教材をやってもらいました。

ジエリアにもってくるか、それが入っている保管場所など、細かい内

どでも、応援する側とそれを受ける側との間で意識の共有ができ、

容も盛り込みました。つまり、トリアージエリアを立ち上げて運営す

齟齬をきたすことも少なくなり、効果的な活動につながるはずです。

るまでの流れをイメージトレーニングできるようにしています。特にト

複数の医療機関で活用する際は、自治体や医療法人ごとにサー

リアージエリアに必要な物品は、P1・P2 用カルテセット、P3トリアー

バを運用すればコスト削減にもなります。安価なシステムで、中小

ジカード兼カルテ、連絡用マークなど名称を聞いただけではわかり

から大規模まで、全国の病院で災害対応力を向上させうるものにな

にくいものも多いので、写真付きで誰でもわかるようにしています。

るだろうと考えています。私が e ラーニングコンテンツづくりに携わっ

さらに単なる設問ではなく、状況付与型のトリアージ問題を設定

て得られた成果をまとめると、次のようになります。
【写真②】携帯型災害対応マニュアル。

しました。たとえば “ ざっと確認すると新たな傷病者の一団は、7・
8 名です。あなたが歩行可能な傷病者の誘導を 1 次トリアージ担
者は、吐き気があると言い「うーっ」とうなっています。症状は以
下のとおりです。──呼吸数 16/ 分
=1 秒

毛細血管再充満時間（CRT）

肩をたたいて呼びかけると開眼する。左側頭部に挫傷と皮

下血腫を認め嘔気があるが、離握手指示には両手とも従う ” といっ
た症状を示して、傷病者のトリアージ結果を問うといった内容です。
こうした教材を東大病院向けにつくってきましたが、これらはいず
れも他病院でも中身を少しカスタマイズすることで使えるものとなる
はずです。近郊の地図や必要な物品、保管場所、マニュアルなど
は各病院固有のパーツになりますが、トリアージの方法や傷病者へ

•災害拠点病院の医師・看護師一人ひとりへのマニュアルの浸

透を目指して、災害対応 e ラーニング・コンテンツの開発を行
なった。

Ａ 5 版カード式のリングファイル

【写真③】役割分担を 1 枚で理解できる
アクションカードで構成されている。

•地震時の初動対応シミュレーションにより，医師の約 8 割，
看護師の約 9 割が地震時の状況をイメージできた。

•リーダー的立場の看護師では「地震時の状況をイメージでき、
かつ対応にも自信がついた」の割合が多く、学習効果が高い
ことが明らかになった。

•必要なラーニングパーツを組み合わせて、カスタマイズできる
システム構築が望ましい。

の対処法などはどの医療機関でも共通のパーツですから、必要な

東大病院の教材は震災前につくったものです。それが現在どのよ

ラーニングパーツを組み合わせて、各医療機関独自のラーニングシ

うに活用されているかと言いますと、新しく着任された方に学習して

ステムをつくることは、そう難しいことではありません。

もらったり、防災訓練前の復習教材として利用してもらったりしてい

私たちが開発した東大病院の e ラーニングシステムについては、
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e ラーニングシステムには、さまざまなメリットが内在しています。

練時に撮影した写真を用いながら、発災時の状況をイメージできる

当事務員に依頼しました。大きなシートに乗せて運ばれてきた傷病

看護師 778 人）

汎用性の高い e ラーニングシステム

災した人が大勢病院にやってくるというシナリオにしまして、防災訓

また、この救急外来対応のコンテンツでは、どの物品をトリアー

■地震時の状況をイメージできたので、適切に対応できる自信がついた

【グラフ⑦】全学習後の感想（医師 196 人

救急外来の医師・看護師向けの教材では、首都直下型地震で被

多様な、さまざまな分野の方々が効率的に勉強できる環境をつくる

ますが、その後新しい教材を提供できる機会がまだありません。本
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

災害看護受援システムの確立と
それをマネイジするリーダーの養成

ない阻害要因、あるいはうまくいった要因などをご紹介します。そし
て東日本大震災後にもふたたび、協定の状況を全国調査しました
ので、そのこともご報告します。
結果的に、協定を結んだことで看護職が災害時に活動できるの
はいいことなのですが、東日本大震災を経験して、有効な活動には
やはりリーダーが必要不可欠なことがわかりました。現在、文部科

講演［3］

高知県立大学 看護学部

山田 覚
【図⑥】入院医療班・リーダー医師の体制確立期のアクションカード

次世代型マニュアルのメリット

ません。いざ災害が起こったときに確認できるものが必要ということ

•随時更新可能

e ラーニングはウェブ上で行ないから、学んだことが手元に残り

から、私たちは携帯型の災害対応マニュアルも一緒につくりました。
災害対応マニュアルには CSCATTT に応じてやるべきことが記され
ており、冊子のなかにあるアクションカードと呼ばれるカードを見る
とやるべきことを思い出すことができるというものです。【図⑥】
携帯型の紙のマニュアルもいいのですが、私たちは元々、次世
代型防災マニュアルをどうやってつくるかという研究をしてきました。
いわゆるネット環境を使ってオフラインでもオンラインでも閲覧でき
るマニュアルです。発災時の状況に応じたカ所をクリックすると、今
何をしなければいけないのか、その詳細が見られるシステムです。
たとえば、リーダー医師の体制確立期のアクションカードの画面を
クリックすると、自分がすべきことが PC 上で見られるようになって
います。ネット環境を使っていますので、編集画面で随時、情報を
更新・追加することもできます。
携帯型のマニュアルは時系列が把握しづらいというデメリットがあ
りますが、こういうものですと発災直後はこれ、その次はこれと時
系列のフローを出せるので、病院上層部が意思決定する際にも、
全体像を把握できるので大変有効です。また個々の業務のつなが
りも把握できます。これはガントチャートと呼ばれるもので、自分向
けのアクションカードを出して印刷することもできます。基本的には、
事前の意識啓発に使うことが主目的ですが、災害時に使おうと思え
ば使えます。あくまでも補足的な役割になると思いますが。【図⑦】
次世代型マニュアルのメリットは、防災マニュアルを読まなくても、
随時更新可能で、自分の役割を確認したり編集したりできるという
ことです。反面デメリットもありまして、マニュアルの記述をかなり精
緻化しないとシステム化が難しい。現在は仕様の検討をしていると
ころで、まだ実装はしていませんが、将来的にはこうしたものが活
用できるシステムを構築していきたいと考えています。
こうしたシステムはいかに使いこなすかということが重要で、シス
テムをつくっただけでは有用ではありません。訓練や e ラーニングと
うまくタイアップすることが大前提となります。
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•分厚いマニュアルを読まなくて済む

そこに高知県立大学と他の 4 大学による「災害看護グローバルリー
ダー養成プログラム」が採択された経緯まで話をつないでいきたい
と考えています。
災害看護活動を行政とどう結びつけるか

【図⑦】ガンチャート画面

次世代型防災マニュアルの可能性

学省は「博士課程教育リーディングプログラム」を展開していますが、

私は看護学部の教員をしておりますが看護職ではありません。実

災害県・高知で始まった災害看護活動

際はワークシステムを研究しているエンジニアです。高知県立大学

山田 覚：高知県立大学からやってまいりました山田です。高知県は

の看護学部には現在 48 名の教員がおりますが、唯一私だけが医

ずいぶん以前から災害県と言われてきました。私が高知県に赴任し

療従事者ではありません。看護という立場から看護職が活動しやす

たのは 1998（平成 10）年ですが、
その年の 9 月に「高知豪雨水害」

いシステムを構築し、受援のシステムづくりに参画しております。

•自分用に編集

という大きな水害がありまして、9 名の方が亡くなりました。それを

平成 10 年の水害を受けて、私たちは「災害看護支援ネットワー

契機に、大学の看護学部でできることはないかと検討し始めました。

ク」を独自に立ち上げました。メインとなるのは保健師や看護職で、

•全体のフローを多角的に理解できる

その頃は受援ということはまったく考えておりませんでしたけれども、

活動の場として考えていたのは災害拠点病院や福祉保健所でした。

•印刷可能

課題 （デメリットも）

•そもそものマニュアルの記述が足りないと、 システム化が
難しい。

組織を立ち上げていろいろ議論を重ねておりました。
その後、2001 年 9 月に「平成 13 年高知県西南豪雨」が発生し、
このときは人的被害はなかったのものの、かなりいろいろな被害が

災害が発生すると、都道府県や市町村に災害対策本部ができます。
ここにはさまざまな情報が入ってきますから、災害対策本部からの
情報を得ながら看護活動をできるだろうと思っていました。ところが

•いかに使いこなすか （訓練との併用）

ありまして、そこから部隊の運用について検討が始まりました。本日

実際には行政がなかなか応えてくれない。そこで、県と協定を結べ

は、その平成 13 年の豪雨災害から約 12 年の間に、私たちがやっ

ば円滑な災害看護活動ができるようになるのではと考え、協定締結

大原美保氏の提言

てきたことをお話しいたします。内容としては次のようになります。

の方法を模索してまいりました。

［1］災害医療従事者の能力向上のためには、e ラーニングによ

その目的は「災害看護活動を効果・効率的に支援するための地
○地域の災害看護活動の状況

方自治体との連携に関わる、協定書の要件を検討する」こと。そ

○災害支援ナースを保証し、保障し、補償するしくみづくり

の頃は、それまで国や都道府県が主導となって展開していた活動

e ラーニングは、防災訓練に参加できない職員も含めて、

○災害支援ナース活動を効果・効率的にする災害看護協力協

対策も、これまで災害が発生した都道府県が主導となって、市町

時の写真・動画の活用により、リアルな災害イメージの共

○災害看護協力協定の内容（調査）

治体で対処する」という傾向に変わりつつありました。

災害医療担当の医師・看護師だけでなく、コメディカル・医

○災害看護協力協定締結要因（調査）

視線で見れば理に適っています。自然災害に関していえば、周りの

ジをもつことにより、さらに円滑な災害対応につながる。

○災害看護グローバルリーダー養成プログラム

る研修が有効である。この際、下記の点に留意することに
より、さらなる能力の向上が期待できる。

職員で共通した災害状況イメージを保有できる。防災訓練
有につながる。

事課職員など、さまざまな立場の人たちが共通の災害イメー

リーダー的立場の人とそれ以外の職員では、教材を分けた
ほうが良い。

病院だけでなく、消防・救急従事者も研修を受けることに
より、さらなる円滑な災害対応が可能。

e ラーニングは、身体技術の向上は図れない。よって、技

能訓練や実際に体を動かす災害対応訓練と連携した研修
が必要である。

e ラーニングは学習履歴を記録できる。これらのデータを

○行政との災害看護協力協定締結のハードル（我々の経験）
定の要件

○災害看護協力協定締結の阻害要因（調査）
○東日本大震災後の災害看護協力状況（調査）

村と連携して対応する従来のかたちから「地元の災害は地元の自
地元の災害は地元の自治体で対処するというのは、ポジティブな
環境を熟知した地元自治体が指揮をとるほうが、迅速かつ的確に
対応できるでしょう。しかし現実は、これまでそうした習慣が自治体
になかったことや財政的な理由から積極的な動きは見られません。

災害が発生したとき、いかに行政と手をつないでタイアップして

我々が行政にラブコールを送ってもいい答えが返ってこない。自

いくか。そして後ほどお話ししますが、災害支援ナースをホショウす

治体が答えを渋るのは費用負担が理由です。活動費用を前提とし

る 3 つのしくみを組み込まないと、事はなかなか動かないということ

た要件をもっていくと最初から断られてしまうので、財政面で負担を

に気がつきました。そこから協定を結ぶことにつながるわけですが、

かけずに活動できることを前提とした協定を考えなければなりません

そのハードルがなかなか高く、いろいろなことをやりながらそのハー

でした。私たちが考えた連携要件は次のようなものです。

ドルを越えていくということを続けてきました。
災害看護協定の具体的な要件についてご紹介した後、それが現

保持しておくことにより、研修履歴別・スキル別の職員の

在、日本全国でどのようになっているのかをお伝えします。まだまだ

なる。

の協定に関して調査しておりましたので、その状況と協定が結ばれ

ランク付けや、ランク付けに応じた応援派遣などが可能と

が、市町村主導の活動へと徐々に下り始めていた頃でした。災害

道半ばというのが実情ですが、東日本大震災が発生する前に全国

［災害看護活動支援における地方自治体との連携要件］

［1］ 派遣要請を控えさせるので、 地方自治体が費用負担
をすることを前提とした協定は結ばない。

［2］ 看護職能団体として、 財政面から災害看護活動を保

151

都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト | 都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究

●

【図①】東日本大震災時における災害支援ナースの活動
出典：公益社団法人 日本看護協会ホームページ

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

の縦系列のネットワークで構築されており、横の連携が脆弱です。

組織等に求められます。災害救助法では、第 24 条（従事の指示）

横との連携についてはマニュアルに記されていません。

または第 25 条（協力命令）の規定により、救助に関する業務に
従事し協力しなければ保障は得られず、ボランティアによる災害救

［現状の課題③ 災害支援ナースの登録］

•自県で仕事をもっていない看護職や他県の看護職に頼らざる
を得えない。

助活動は保障の対象となりません。これを災害救助法の保障対象
となるよう、災害救助法によるところの救助業務従事者および協力
者となれるような行政とのしくみをつくる必要があります。

大規模災害が発生した場合、被災県に勤務している看護職は所

このことについては、当初からずいぶん行政ともやりとりを重ね、

属している施設で通常業務と並行して災害看護業務に携わることに

災害救助法で対応できるしくみづくりが早急に必要だと訴えました。

なり、派遣の対象とはなりません。有事の際は、その地域の潜在

具体的には救助法のなかにそれを明示すればいいのですが、行政

看護師やあるいは被災していない他県から派遣された看護職に頼ら

としてはそんなことをしてしまっていいのかと二の足を踏むのです。

ざるを得ません。

2001 年に発生した「平成 13 年高知県西南豪雨」では、住民
の健康や生活の視点から見ても、看護職のニーズがたくさんありま

［現状の課題④

内部でもいろいろ議論されましたが、とりあえずこれだけの実績を
残すことができました。
いろいろ問題はありますけれども、これだけのマンパワーを被災

全国からのマンパワーの受入システム］

自ら名乗りでた人たちですから、当然志も高く責任感も大きい。し

日本看護協会のネットワークにより、全国から被災県に必要なマ

活動がままならず、大変もったいない結果となりました。彼ら・彼

率的に配分するシステムが稼働しない。

女らの活動が損なわれないよう、災害支援ナースの支援活動を守

受け入れるのかが大きな問題です。今回の東日本大震災を見ても、

るための保証と保障が必要です。

県以外が潜在的にもっているということ。それをどのように投入する

打撃を受けた被災地の自治体に、外からの支援活動を調整する余

かということになります。それが本日の講演内容でもある「いかに他

力は残っていません。

整できるような協定とする。

マンパワーがあってもそれを活かすことができません。

財政面のことはひとまず置いておいて、まずは地方自治体から的

県から援助を受けるか」で、受け皿のシステムがなければ、いくら

かし実際現地に行った人たちから話を聞くと、効率的・効果的な

ンパワーが供給されたとしても、全国からのマンパワーをどうやって

証する体制を確立する。 （地方 / 全国）

［3］ 地方自治体から的確な情報を収集し、 互いに活動調

した。被災者を支援したいと手を挙げたボランティアも大勢いた。

•混乱している被災自治体では、そのマンパワーを合理的・効

もうひとつの課題は、災害支援ナースの活動の機動性や機敏性
が損なわれることです。災害時に対策本部が設置されたとしても、

ではその連携システムをどうやってつくっていくか、ということにな

現行の行政の縦系列のシステムでは、適時・適所で直ちに災害看

ります。私からの提案としては、行政と県看護協会とで締結した災

護活動を開始できるとは限りません。いくら災害支援ナースのマン・

害看護協力協定等に則り、県看護協会が災害支援ナース登録派

パワーを制御できたとしても、活動が開始されなければ意味があり

なぜ 150 万人のマンパワーを活かせないのか

遣システムを運営・管理し、小規模災害では自県の看護職を、大

ません。行政の要請によらず、災害看護活動を開始できるしくみと

確な情報を収集し、お互いに活動調整できるような協定にしようと

「災害支援ナース」の専門性を充分に発揮させるためには、やはり

規模災害では他県の看護職を自県被災地に派遣するというのが望

しなければなりません。一般的な行政の縦系列のネットワークでは、

考えました。

もっとも災害情報が集まっている行政と連携しながら活動を進める

ましいと考えています。

トップダウンで命令がないと動けないということがよくありますが、そ

必要があります。しかし現状では、効率的な活動基盤がまだ構築
阪神・淡路大震災から始まった「災害支援ナース」活動

されていません。現状での課題をまとめると次のようになります。

きたもので、これを具体的に動かしているのは日本看護協会です。

［現状の課題①

「災害支援ナース」ということばは、阪神・淡路大震災を契機にで
現在、日本で就労している看護職は 150 万人います。就労してい
ない看護師がどれくらいいるかはよくわかりませんが、おそらく相当
数の潜在看護師がいると思われます。

被災地での活動基盤と活動補償］

•効率的な活動基盤が構築されていない。

•ボランティア参加では、災害救助法による補償も受けられない。
今でもそうなのですが、この災害支援ナースの活動はボランティ

そこで問題となるのが、災害が発生した被災地なら誰が行っても
いいのかということ。必ずしもそうではありません。単なる頭数をそ

先ほどから私が話していることは、行政の皆さんにしてみればか

ければなりません。つまり質の保証が求められます。その職務の質

なり乱暴な提案かもしれませんが、そうしたことをしないと実際の活

を保証するのが後ほどご説明する「災害支援ナース証」です。

動が展開できないということで訴え続けてきました。そのためにも、

災害支援ナースを保証し、保障し、補償するしくみづくり

スの身分を保証し、災害看護活動を保障し補償する災害看護協力

行政との災害看護協力協定は必須です。その協定は、
災害支援ナー

150 万人が働いていて、そのうちの約 50 万人。つまり 3 人に一

アなんです。つまり協会としては職能団体ではあるけれども、ひとつ
の活動として位置づけられない。基本的に看護職は病院や施設に

つの視点が必要だと考えました。既存のいくつかのシステムを組み

本看護協会は、看護協会本部と都道府県の看護協会、そして地方

所属していますので、そこからの業務命令であれば動けるのですが、

合わせ、それらを統合することにより、災害支援ナースの身分を保

こうした経験を経て、我々は具体的に協定を結んでいくうえで、3

自治体の災害対策本部と連携をとりながら災害発生時のネットワー

そうでない場合はそこを休んで自主的に動くことになります。このボ

証し、災害看護活動を保障し、さらには被ってしまった障害を補償

クシステムをつくり、被災地に看護職の人員を送り込んできました。

ランティアというのが曲者でして、災害救助法の対象とならず補償

できるシステムの提案です。【図②】

現在もそうした活動を続けています。

が受けられません。

災害支援ナースのための 3 つのホショウとは

東日本大震災では、私どもが立ち上げた災害支援ナースも活躍
ら沖縄まで、まさに全国各地から岩手県・宮城県・福島県の被
災地に派遣されています。派遣数はのべにして、5 月中旬までに約
3,800 名となりました。避難所に派遣された災害支援ナースからは、
現地の医療や介護ニーズが報告されてきます。
しかしその派遣人数もまだ充分とは言えません。150 万人いる看

協定でなければいけません。
災害支援ナースの質を保証する「災害支援ナース証」

行政側が災害救助法の下、災害支援ナースを保障し、行政の

要請の有無にかかわらず活動が許されるためには、協定とともに災
害支援ナースの活動を保証する必要があります。そこで必要になる
のが先ほどもお話した「災害支援ナース証」ということになります。

［現状の課題②

脆弱な情報インフラによる縦の連携］

•災害時の情報インフラの被害により、マニュアルどおりネット

ワークが稼動し、派遣された看護職が所定の業務にスムース
に取りかかれるとは限らない。

• 全国から派遣された看護職の配分もままならない。

高知県に限らず、どこの地方自治体でも状況はほぼ同様と思われ

［保証］……災害支援ナースが災害時の支援活動を確かにでき

「災害支援ナース証」は、災害看護教育を受けたり、災害支援

［保障］……災害支援ナースに障害のないように保つこと / 活動

災害支援ナースを、保証し保障するために必要なことをまとめると、

る、と請合うこと

の経験をもつ看護職の質を保証する「証」です。これを交付する。

が損なわれないように護ること

次のようになります。

［補償］……万が一損害等が発生した場合、それを補い償うこと

護職、看護協会の会員 50 万人のうちのたったこれだけかという意

ますが、災害時の医療活動は各県が策定した「災害救急医療活

先ほども申し上げましたように、災害支援ナースはボランティアと

見も出ましたし、活動のスタート時点が遅いことも指摘されました。

動マニュアル」に準拠しています。このマニュアルは、いわゆる行政

して位置づけられており、身分保障は個々の支援ナースやその所属
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にするということです。

ろえるだけでは充分ではない。きちんと災害対応できる看護職でな

人が日本看護協会に所属しています。阪神・淡路大震災以降、日

しました。【図①】がその派遣状況をまとめたものです。北海道か

うではなくて必要があれば災害支援ナースが自主的に動けるしくみ

①「災害支援ナース証」等により保証された看護職を、災害救

助法によるところの救助業務従事の指示（第 24 条）あるいは
協力命令（第 25 条）に対応する救助業務従事者とする。
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●

都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト | 都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究

【図②】災害支援ナースを守る 3 つのホショウ

（教育プログラムのガイド）

〈被災都道府県〉

保証

既登録災害支援ナース
①

①（災害支援ナース）

〈行

派遣

災害救助法

政〉

救 助 業 務 従 事 の 指 示 ( 第 24 条 )
救助業務への協力命令 ( 第 25 条 )

飛び込み派遣

③扶助金の支給

〈県看護協会〉

「ある身分証明書」により
災害支援ナースとみなす

災害看護協力協定

災害支援ナース

災害看護ボランティア

②

〈看護協会〉

①②③④

災害看護教育

【図③】行政との災害看護協力協定締結の要件

〈行 政〉

〈全 国〉

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

④費用の弁償

保障・補償

②行政の命令によらない独自の災害看護活動を可能とする。

③救 助業務従事者に何か障害が発生した場合の扶助金の支給を
可能とする。

④費用の弁償を可能とする。

被災地行政機関 / 被災現場

にも高知県から看護職が派遣されましたが、このときにも「災害看

I. 災害支援ナース派遣依頼の対応可能性

Ⅰ . 災害看護活動の視覚化と信頼関係の構築
1. 災害看護活動の視覚化
1)「災害看護のガイドライン」の作成
2) 日本看護協会災害時支援ネットワークの動向
2. 信頼関係の構築
1) 定期的な検討会と行政との連絡会の開催
Ⅱ . 県看護協会の災害看護システムの構築
1. 災害支援ナースの受入 ( 県内・県外 )
2. 災害支援ナースの派遣 ( 県内・県外 )
1) 災害支援ナースの確保と派遣のしくみ
2) 情報収集と発信のしくみ
3) 災害看護活動支援のしくみ
4) 会計と記録のしくみ

に相当するものを携帯するようにと言われました。それは当然ですよ

II. 災害支援ナースの質の保証

Ⅲ . 関係機関との連絡体制の確立
1. 県内の局所災害の場合
2. 県内の広域大規模災害の場合
3. 他県の災害に対応する場合
Ⅳ . 教育・訓練と登録
1. 災害看護研修
2. 災害支援ナースの登録
3. 日本看護協会との連携
Ⅴ . 災害看護活動支援基金

は行政の指揮下に置かれることになります。そうすると場合によって

護のガイドライン」を持っていってもらって、新潟県で活用してもらっ

ね。専門職として独自に活動できるナース、それが見分けられない

は、災害支援ナースとしての専門性が発揮できない場面にも遭遇す

ています。

とうまく活動できません。

るでしょう。活動を効果・効率的に展開するためには、少なくとも

日本看護協会では、協会が制定している「災害看護研修シラバ

ナース証には QR コードを付けていまして、端末で読み込むと、

専門職としての意見を述べることのできる保障も必要です。

ス」を使って 47 都道府県すべての看護協会で年に一度、災害看

このナースがどんな専門性をもっているのか、これまでの支援活動

活動中、災害支援ナースに何かの障害が発生した場合、補償が

護教育を実施しています。それを受けた人は認定書がもらえる。シ

の経験などがすべてわかるようになっています。我々はこの「災害

受けられないようでは安定した活動は展開できません。協定を結ぶ

こうした構想を立ててから、さまざまな問題点をひとつひとつつぶ

ラバスに基づいて各都道府県が教育プログラムに則ったカリキュラ

支援ナース証」を日本看護協会に何度も売り込みに行っているので

際には、災害支援ナースが被った傷害を補償するしくみも盛り込む

しながら行政との協定締結に向かっていったというところです。しか

ムをつくっていますので、すべての都道府県の看護職が同等レベル

すがまだ採用されていません。各県で形態が違っております。

必要があります。現状、災害支援ナースが被災地に赴くための交

しハードルはなかなか高かった。行政からすると、看護職に対する

の水準にあると断言はできませんが、こうしたシステムがバックボー

最終的には行政の要請によらず、ナース証さえ持っていれば自分

通費は定額支給されますが、その不足分やその他の費用はボラン

先入観があって、独立して活動するということがどうしてもイメージ

ンにありますから、潜在看護職も含めた看護職を災害支援ナースと

たちの判断で動けるしくみにしたい。そのためには災害支援ナース

ティアとしての持ち出しが基本となっています。状況によっては、多

できないようなんですね。医師の活動には DAMT もありますから理

して登録することは難しいことではないと思います。

のことを認知してもらう必要があります。高知県下ではすべての病院

額の支出が必要となる場合もある。そうした実費弁償も考慮した協

とすべての行政に、災害支援ナースについて紹介するポスターを配

定にしなければなりません。

行政との災害看護協力協定締結まで

解はあるのですが、看護職となると救護班のなかでの補助的な役割

これまで我々が進めてきた行政との災害看護協力協定締結の要

という印象があるらしい。そしてまた、被災地で活動する際の看護

件をまとめると、【図③】のようになります。ただしこれは、全国の

職の質が本当に保証できるのかというクエスチョンがあります。

看護協会がすべて行なっているというわけではなく、特に我々高知

そこで私たちは、災害支援ナースの活動を示した「災害看護の

県の看護協会が力を入れていることとご理解ください。

ガイドライン」を作成し、看護職は災害の現場でこれだけのニーズ
があるのだということを視覚化して活動の実情をアピールしました。
日本看護協会の災害時支援ネットワークの動向と県看護協会との
関係を説明しています。

災害支援ナースの効果的な活動のために必要なこと

では実際に、災害支援ナースが効果・効率的に活動するために

はどうすればいいのかということになります。繰り返しになりますが、

ここには教育目的も含まれておりまして、依頼に対応できる質の

災害救助法にはボランティアによる災害救助活動に対する保障があ

災害支援ナースを派遣するために、日本看護協会の災害看護研修

りません。ボランティアという派遣形態をとらず、災害救助法の規

シラバスに則った災害看護研修を定期的に実施していること。また、

定が適用できるようにすること。また、活動を保証するための「災

「災害看護のガイドライン」を研修に利用していること。教育と並

害支援ナース証」が必要と考えました。

行して、災害看護研修受講者ばかりではなく、地域の潜在看護職

高知県では【図④】のような「災害支援ナース証」をつくってお

も発掘しながら、災害支援ナースとしての登録を推進していることを

ります。東日本大震災時、3,800 名の災害支援ナースが派遣され

伝えました。 2004 年 10 月 23 日に発生した新潟中越地震のとき

ましたが、その際にも本協会から、派遣者は「災害支援ナース証」
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布しています。それがどれだけ浸透しているかはわかりませんが。
協定が結ばれて支援活動がスタートした場合、災害支援ナース
【図④】災害支援ナース証

こうしたことをまとめると、各都道府県の看護協会は、以下の 5
点を踏まえた災害看護協力協定を締結する必要があります。
災害看護協力協定の締結に必要な要件

① 「災害支援ナース証」 等により保証された看護職を、 災
害救助法によるところの救助業務従事の指示あるいは協力命

令に対応する救助業務従事者とし、 ボランティアとして位
置づけない。

②行政の要請によらない独自の災害看護活動を可能とし活動を
保障 / 保証する。

③行政の指揮下であっても、 災害支援ナースの意見提示を保
障する。

④災害支援ナースに何か障害が発生した場合の、 扶助金の支
給を可能とし補償する。
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⑤費用弁償を可能とし補償する。

なぜ災害看護協力協定が結ばれないのか

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

それが 3.1%に減ったということは、やはり東日本大震災を経験して、

2009 年の調査では、まだ協定を結んでいないところを対象にそ

看護のマンパワーの必要性を認識してきたことがうかがえます。

の理由もたずねています。県の理由としては主に、看護が独立して

災害支援ナースの役割が、これまで行政に充分理解されていな

ことができました。ここまでに 10 年ほどかかりました。では、高知

活動を展開するという認識がないということ。一方、看護協会は、

かった事実は否めません。しかし東日本大震災の派遣実績から、

県以外の都道府県では、自治体と看護協会の間でどのような協定

県との相談不足や県からの要請待ちという回答が多く見られまし

災害支援ナースの役割が理解されつつありますし、都道府県の自

が締結されているのか、あるいはいないのか、そのことを調査いた

た。県の防災会議に看護協会がすでに参加しているので、それが

由回答からは、看護協会との協定を検討していると述べているとこ

しました。

できていれば連携ができているとお互いが思っているところもありそ

ろが複数あり、災害看護協力協定締結に向けて、積極的に動き出

うでした。しかし会議の段階ではいいのですが、具体的に実動部

したと考えられます。このように行政の認識が高まっている今こそ、

隊を動かすとなったら、やはり協定を結んで連携体制をつくってお

両者がさらに踏み込んで有効な協定を結び、150 万人いる看護職

かないと難しい。

のうちの何%かでもいい。そのマンパワーを使った災害支援の受援

こうした内容をベースに高知県の看護協会と高知県は協定を結ぶ

日本でどれだけの災害看護協力協定が結ばれているのか

調査は 2009（平成 21）年 12 月から翌年 1 月にかけて行ない

ました。対象は各都道府県とそこの看護協会です。全国すべての

結論としては、平時の防災訓練に参加したり、県の防災会議に

看護協会と各自治体に、災害看護協力に関する質問紙を送付し回

参加したりしていることですでに関係性が確立しているという誤認が

答を求めました。回収率は看護協会 83%、県 74.5％ですが、
協会・

主たる理由でした。具体性がないところで連携があると思ってしまっ

県どちらかが回答してきたところは 100%でしたので、協定の状況

ているわけです。防災会議等の委員に看護協会が加わっていると

はすべて把握できたことになります。

ころであっても、必ずしも協定の必要性を認識しているとは言えず、

遣されました。それぞれがうまく活用できたかといえば、反省点は

県も看護協会も、協定に対する認識にはばらつきがありました。

いろいろあります。特に大きな課題がリーダーの存在です。各拠点

2010 年 1 月時点で、47 都道府県のうち、看護協会と県の間
で災害看護協力協定を締結しているところは 13 カ所（27.7%）
。

協定を締結するためには、看護協会としては定期的な防災訓練

それ以前の状況は、1997（平成 9）年 1 件・1998（平成 10）

に参加するなどして県との関係づくりを促進し、その看護活動をア

年 2 件・2001（平成 13）年 1 件・2003（平成 15）年 1 件・

ピールしながら協定締結への働きかけをする必要があります。

2007（平成 19）年 2 件・2008（平成 20）年 3 件・2009（平
成 21）年 2 件という具合です。2007 年の阪神・淡路大震災の 2
年後ほどから徐々に結ばれ始め、少し増えてきたかなというところで
東日本大震災が発生しました。
協定には 2 者協定と 3 者協定がありまして、2010 年 1 月時点
では、13 カ所のうち 11 カ所が看護協会と県との 2 者協定でした。

体制をつくっていきたいと考えています。

専門職の力を発揮するための
しくみづくり

討論［1］

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

災害看護グローバルリーダーを養成するために

東日本大震災では 3,800 名の看護職が東北地方の被災地に派
瀬戸隆一：衆議院議員の瀬戸隆一です。災害支援ナースの配分に

にきちんとしたリーダーがいて、看護の視点から適切な対応ができ

ついて山田先生におたずねします。東日本大震災では宮城県石巻

たかというと、そこがなかなか厳しい。

市にかなりの人数が派遣されましたが、別の被災地では極端に少

今震災の支援活動をとおして、事前教育の新たな課題も浮き上
がってきています。地震や震災に限らず、原発事故も含めた新たな

ないところもあり、派遣者の分配に偏りがあったように見受けられま
した。このあたりはどこで誰がどのように采配していたのでしょうか。

東日本大震災後、災害看護協力協定に変化はあったのか

災害に対し、そして世界各地で起きている多くの災害に適確・効

東日本大震災を受けて、こうした協定のあり方に変化が見られた

率的に対応するための卓越したリーダーシップをもつ災害看護の人

かどうかも調査しました。調査は、2011（平成 23）年 12 月から

材の養成が必要不可欠となっています。そうした人材を育成するた

翌年 1 月に実施しました。震災後、半年程度しか経過していませ

めのプロジェクトが、私たち高知県立大学をはじめとする全国の 5

会がどのくらいの人員をどこに派遣するかを決めていくのですが、東

んので、少し時期が早すぎたかなという感じではありますが。

大学院で始まっています。

日本大震災ではその被災状況がなかなか把握できませんでした。

（衆議院議員）
山田 覚：災害支援ナースの配分は、基本的に日本看護協会本部

がやっています。被災地の看護協会が収集した情報を元に、本協

高知県は、看護協会と県、そして市町村も含めた 3 者協定を結ん

結果、看護協会から 39 件（回収率 83.0％）
、県から 35 件（回

「災害看護グローバルリーダー養成プログラム」は、現在、文部

看護職といっても保健師や助産師などもおりますし、災害支援の経

でいます。それはなぜか。災害が起こると、県の指揮命令系統は

収率 74.5％）の回答がありました。前回の調査より 2 件だけ増え

科学省が進めているプログラムのひとつで、本国で災害看護を研究

験がある人やない人、リーダーシップがとれる人、とれない人など

計画どおりに稼働しません。そのような状況の下、県のみの要請で

ました。このときの調査段階ではまだ締結に至っていないが、結ぶ

している 5 大学（高知県立大学・兵庫県立大学・東京医科歯科

さまざまです。そういう人たちをどう配分するかとなると、やはりベー

災害看護活動を展開しようとしても困難を伴います。上からの指示

準備をしているというところが 2 カ所ありましたので、東日本大震災

大学・日本赤十字看護大学・千葉大学）の大学院が基幹となっ

スとなるデータや情報がないと難しい。判断のしようがないのでとり

がなくても、地元内で動けるのであれば動ける体制にしておかなけ

を経て、看護職のマンパワーを災害支援に使おうという動きは若干

て新しいリーダーを育成するための体制づくりを進めています。設

あえず現地に向かってみたけれども、効率的な活動はできなかった

ればなりません。そのためには災害現場の身近な市町村と連携して

ではありますが増えてきたかなという印象はあります。

置形態が異なる国公私立大学が手を組み合っての共同教育は、我

というケースもありましたが、これはある程度やむを得ません。そう

活動を開始すべきで、市町村を含めた 3 者協定が理想です。
被災地に入った災害支援ナースが、専門的な立場で意見を述べ

が国初の試みだと聞きました。
災害看護協力協定の必要性の認識の変化

られる条件を整えていたのは 13 カ所中 3 カ所。ほとんどの協定に

災 害 看 護 グ ロ ー バルリー ダー（Disaster Nursing Global

震災前後 (%)

いう反省はたくさんあります。まさにそのあたりが大きな課題でして、
そうしたことを判断し指揮するのが、これからのグローバルリーダー

看護協会

都道府県

Leader; DNGL）が目的とするのは、他の近接学問と相互に関連・

の役割だと考えています。

ナースの意見を尊重する条項が設けられていませんでした。一方、

とても必要である

44.1 → 40.6

連携しながら、学術の理論や応用について産官学を視野に入れた

災害支援ナースの補償については、13 協定すべてで、災害救助法、

63.9 → 63.2

瀬戸：派遣するときの費用はどのようになっているのですか。

どうちかというと必要である

あるいは各県の条例等により、傷害や損害を受けた場合の補償条

22.2 → 26.3

23.5 → 37.5

どちらともいえない

11.1 → 10.5

20.6 → 18.8

項が設けられています。なかにはボランティア保険の費用を県が負

あまり必要でない

担することが盛り込まれているものもあり、補償システムに関しては

2.8 → 0.0

11.8 → 3.1

まったく必要でない

0.0 → 0.0

0.0 → 0.0

かなり検討されていることがわかりました。

研究を行ない、特に災害看護学に関してその深奥を極め、人間の
安全保障の進展に寄与することにあります。
その目標としては、日本に限らず世界で求められている災害看護

山田：ボランティア活動とは言いますが、看護協会に所属する看護

職が支援に向かう場合は、その費用を看護協会が負担しています。
それ以外の費用は自己負担で、まったくのボランティアというかたち

に関する多くの課題に的確に対応し解決できる高度な実践能力か

になります。

つ研究能力を兼ね備え、国際的・学際的指導力を発揮するグロー

瀬戸：先に大原美保先生から e ラーニングの講演がありましたが、

派遣の形態については、基本的にはすべての協定で、県からの

災害看護協力協定の必要性の認識を問うたところ「とても必

要請により看護職を派遣するとなっています。県との連絡がとれな

要である」と回答した看護協会が 63.2%。都道府県の 40.6%と

災害が起きたときに、いろいろな拠点で指揮がとれる人材。看護

おくといった指導は行なわれているのでしょうか。災害支援ナース

い場合には、看護協会独自の判断により看護職を派遣できるとして

比べて 1.5 倍多いことは前回の調査と変わりませんが、
「どちらか

だけではなく、学際的にいろいろな分野と手を組んで対応できる看

に限らず、ボランティアや消防団、医師が被災地に入る際は、予め

いる協定は 5 カ所ありました。

というと必要である」の回答を加えるとその割合は、看護協会が

護職のリーダーの育成に力を注いでいるところです。現在はこのよう

e ラーニングを受けておくことを決めておけばいいと思いました。

86.1%→ 89.5%、県が 67.6%→ 78.1%と変化し、特に県の考え

な活動をしております。

る協定の必要性の認識がかなり高くなっています。

ボランティアでは効果的な支援活動はできない。

山田：大原先生がお話しされた e ラーニングの教材は、おそらく将

結論として、平成 21 年の時点で、看護協会と県との災害看護
協力協定は全国で 3 割にも満たず、災害支援ナースを有効活用す
るための環境づくりはまだまだ充分ではないことがわかりました。

ネガティブな見方をすれば、
災害看護協力を「あまり必要でない」
と考えていた都道府県がこれまで 11.8%もあったわけです。しかし
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バルリーダーを養成することを掲げています。

秋冨：大原美保先生と山田覚先生の講演を受けて討議に入ります。

ご質問やご意見のある方はいらっしゃいますか。

災害支援ナースが被災地に入るときは、予めこうしたことを学習して

来的にウェブ上で公開されることになると思いますが、そうした教材

をとおして、いろいろな立場の人が災害支援を学ぶ場はどうしても
必要です。先ほど災害看護グローバルリーダーを養成するプログラ
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●

ムについてお話ししましたが、高知県立大学をはじめとする 5 大学

は、支援を受ける側も理解しておく必要がありそうですね。東日本

はそれぞれ離れておりますから、e ラーニング環境がなければ学ぶ

大震災を経験して、日本看護協会としては支援活動になんらかの進

ことができません。リーダー養成のコンテンツをつくりつつ、一般の

展はありそうですか。

方々も学べるような環境と教材づくりは急務だと考えています。

山田：私は看護協会とはいろいろ意見のやりとりをしておりますが、

秋冨：東日本大震災時、岩手県の場合は、岩手県看護協会とタッ

協会自体には属しておりませんので、次に述べることは個人的な意

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

e ラーニングの可能性と課題

谷田：e ラーニングについて、ふたつおうかがいします。ひとつめは、
e ラーニングで学習したことが東日本大震災で実践的な活動に活か
されたのかどうかということ。もうひとつは、今後 e ラーニングを発

グを組んで協会から指示を出してもらい、なんとか被災地に支援者

見としてお受け止めください。実際のところ、今震災における看護

展させていくためのコンテンツとして、慢性期・復興期と時間経過

が入れるようになりました。ただ私が感じたのは、受け入れる側の

協会の対応については、さまざまなところから批判を受けました。

を追った教材も考えておられるのか。そのあたりを教えてください。

準備が充分でなかったということ。看護協会のほうも
「災害支援ナー

東日本大震災当時、私は日本災害看護学会の理事長をしており

ス」の経験や知識が充分ではありませんでした。そういうことから、

まして、この学会には人数は少ないのですが先遣隊という特殊部隊

大原美保：e ラーニングをやったことで、実技を学びたいとか防災

訓練に参加したいという声が上がり、意識啓発につながったことは

看護職の支援はもう必要ないと途中で打ち切られていたという現実

があります。彼女たちはハイチ地震（2010 年）や四川地震（2013

大きかったと思います。普段自分のなかでもやもやしていたものが出

があります。寝る場所も食料もないところにやってきて「食べるもの

年）などでも被災地に入っています。大震災発生の夕方、私は先

てきて、それを皆で議論するきっかけにもなりました。e ラーニング

がない」と言われても、受援側としてはどうしようもない。そうした

遣隊に派遣依頼を出しました。ただこれは学会としての要請ですの

を始めて以降、実技や訓練の回数も増えました。ただその学習が

教訓も踏まえて、ロジスティックス能力を構築しないといけない。支

で、赴く場合は自分で意思決定して行くことになります。学会として

東日本大震災の活動に活かされたかどうか、病院のなかで実践的

援を受ける側の受援力と授けるほうの授援力、このふたつのバラン

向かってほしい頼みしまして、先遣隊は翌日から活動を開始してい

な成果があったかまではわかりません。

スがとれていないと、支援活動は効率的に展開できません。

ます。12 日は関東までは行けたのですが、東北までは辿りつけず、

山田：そのとおりだと思います。なぜ一歩も二歩も踏み込んでそれ

13 日に福島に入り 14 日に宮城県に入りました。それでも看護職の

は不足していますので今後、研究・開発したいと考えています。問

ができないかと言えば、ボランティアベースでやっているからというこ

活動のなかでは早かった。先遣隊が現地で得た情報を看護機関の

題は、病院という組織は担当者が異動になると、それまでの研究

とに尽きると思います。ボランティアのやっかいなところは、金銭的

なかで共有しようということで、学会協議会、大学協議会、看護

が途絶えてしまうという内部事情。私としては継続的に教材をつくり、

なバックアップがない状況のなか感情的な思いが曖昧になって安定

系の大学すべてに公開・発信しました。

した支援につながらないということです。志あって一所懸命やろうと

現在、看護系の大学は全国で 200 校以上あります。そうした関

本日紹介した教材は初期初動に限っており、長期にわたる教材

次々にやったらいいと思うのですが、東大病院では、その後の進捗
がないというのが現状で、個人的には残念です。

思って現地に入っても、ボランティアベースですと自己完結すること

係機関すべてに、被災地は今こういう状況にあるということを伝えま

が難しい。ボランティアベースではない専門職の力を充分に発揮で

した。我々の情報を受けて、日本精神保健看護学会をはじめとする

がそれがつながらなかった。つながるためには、やはり共通の概念

きるシステムづくりができていないことが問題だと考えています。

さまざまな専門性をもった看護分野の学会が、自分たちでできる活

が必要で、それを e ラーニングに落とし込むのが良さそうですね。

秋冨：震災中、被災地で被災者を陰で守ってきたのは看護職の方々

秋冨：被災者を助けるために、いろいろな人がつながるべきでした

整するしくみを考えています。そのしくみをつくりながら実践的なこと
も学び、同時にマニュアルもつくっていければいいなと考えています。
（岩手県保健福祉部医療推進課）
山田：保健師のマニュアルの話がでましたので、高知県のことをお

話しします。高知県では
「高知県自然災害時保健活動ガイドライン」
というのを数年前につくりました。その策定に私も関わっています。
このガイドラインは、過去の保健師の活動マニュアルをベースにして
つくられています。東日本大震災時、高知県は宮城県の南三陸町
が支援の対象地区になりまして、そこに保健師を中心に公衆衛生
医師や介護支援専門員、ヘルパー等を派遣しています。
「高知県自
然災害時保健活動ガイドライン」は、その活動にも用いられました。
このガイドラインには決まった様式があり、そうした活動記録をすべ
て集約してデータベースにまとめています。
私たちはこの活動を始めた当初から、ガイドラインとマニュアルの
区別を明確にしてきました。マニュアルはステップバイステップ。誰
が見てもその記述どおりに従えばできるもの。そのちょっと上の、少
し抽象度が上がった概念レベルのものをガイドラインとしています。
ガイドラインはそういう意味では汎用性があります。それを各市町村
におろし、それぞれの自治体で保健活動マニュアルをつくるよう指
示を出しています。なぜこのような方法をとるかと言えば、各市町村
によって事情がそれぞれ異なるから。県のつくったマニュアルでは

動を考え計画して動き出しました。日本精神保健看護学会の具体

山田先生の提案された 3 つのホショウをロジスティックスのトレーニ

でした。これは明確な事実ですので、そうした方々の支援が有効な

的な活動はすぐには始まりませんでしたが、その年の夏までずっと

ングシステムに反映させながら学んでいくかたちがいいと思います。

ものとなるようシステムの構築が不可欠だと思いました。

対応を続けています。

菊池広人：いわて NPO-NET サポートの菊池です。私は東日本大

を具体化するのは各都道府県の事情に合わせる。マニュアルを策
ことを進めています。

私たちは 3 月 14 日に宮城県の看護協会に入りましたので、これ

震災を受けて、保健師の存在と役割の大きさを実感しました。岩

までの経過を日本看護協会の担当理事にお伝えしたところ、協会は

手県の紺野さんが提案されたマニュアルは市町村向けだと思います

谷田健吾：山田先生におうかがいします。看護職が派遣されるよう

そうした状況をまったく把握しておらず、協会としての活動も開始し

が、同じように県や市町村の保健専門職を対象としたしくみがある

になると私ども日本赤十字社としても大変心強いのですが、今回の

ていませんでした。これが実情です。私たちのほうが地元の看護協

のかどうか教えてください。と言うのも、災害直後、全国市長会を

ような大規模広域災害になりますと、活動機関が非常に長くなって

会と連絡を取り合っていち早く現地入り、情報を発信していたわけ

つうじて保健師の派遣を要請したのですが集まらなかったからです。

日本看護協会のメリットとデメリット

きます。東日本大震災で、私たちは 6 カ月間活動を続けましたが、

です。こういう状態でしたので、看護協会の活動のリーダー的役割

復興期に入ってからも現地では看護職が必要とされていました。保

を私たちに任せてほしいとお願いしたのですが、なかなか首を縦に

健師的な役割であったり、衛生士的な役割であったり。心のケア

ふらない。日本看護協会はマンパワーはありますが巨大組織でもあ

のための看護対応も必要になります。そうした急性期から長期にわ

りますので、意思決定が迅速にできないというデメリットがあります。

ニュアルは基本的に、災害対策本部の司令系統の下での活動とい

たる派遣についての体制づくりについてはどのようにお考えですか。

結局、私たちの申し出は断られてしまいました。ですから独自に動

う位置づけにしています。防災計画のなかでもそう位置づけていま

（日本赤十字社事務局救護・福祉部）

紺野由夫：県庁内部、また他の自治体を含めて、こうしたマニュア

ルをつくっているのは、今のところ私たちだけだと思います。このマ

す。震災時は、保健師の派遣も私たちの課で統括して行なってい
ましたが保健師の確保は確かに難しかったと記憶しています。電話

長期的な活動はできません。現地に入って長くても 3 日程度。メン

谷田：私も 4 月に釜石市に行きましたが、現地では看護師だけで

なく臨床心理士や運動療法士など、さまざまな専門性をもつナース

で「依頼しても事務レベルで流されてしまう。確実に確保するため

バーが交互に入れ変わっていくしかありません。その一方、他の協

が入って活動していました。時間の経過とともに支援に入る方々の

には首長対首長で、空中戦で確保してくるのが実は一番早い。こ

会が関わっている独自の支援システムがあります。たとえば関西広

専門分野も多様化していきますが、そうした人たちをコントロールす

れまで全国を歩いて回って職員派遣を要請してきた立場からすると、

域連合などは看護職でも 10 日間の長期派遣をしていましたし、自

るシステムがないように思いました。医療であれば地元の医師会で

職員の派遣要請にもっと力を注いでほしいというのが、私の率直な

治体から派遣された看護職は何カ月も現地で活動しました。このよ

対応可能ですが、コメディカルの分野はその窓口にあたるところがあ

感想です。（岩手県政策地域部市町村課）

うに所属する連合や協会によって、活動期間にはいろいろな形態が

りません。ただコメディカルの分野を行政が仕切れるかといったら、

あります。しかし今の日本看護協会の現状では、長期派遣は難しい

それも難しい。看護協会は巨大組織としてのデメリットはあるかもし

小原亜季子：保健所単位で災害医療従事者のマニュアルをつくっ

ているところはありますが、当県では保健師向けの活動マニュアル

と思う。看護協会のなかでもそれは認識しており、震災後、2 回の

れませんがメリットも大きい。そうしたバックのないコメディカル分野

はまだつくっていません。つくる必要はあると思います。現在検討し

学会が開催されましたが、そのたびに課題として上がります。

をどう仕切るのか考えていく必要はありそうです。結果的にそういう

ているのは、専門的な知識をもつ災害医療コーディネーターの育

秋冨：所属する機関によって支援の形態や期間が変わってくること

方々の活動がうまくできたのかという問題が残されましたから。

成で、医師・医療班チーム、コメディカルを含めたチームの活動調
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定するときには、県と私ども大学も関わりながら一緒につくるという

（特定非常利活動法人いわて NPO-NET サポート）

いたわけです。

山田：災害支援ナースの活動は、基本的にボランティアですので

対応できない場合があります。ガイドラインにとどめておいて、それ
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震度 6 弱

震度 7

②

震度 6 弱
震度 6 強
①

③

① The Great East Japan Earthquake WPRO ②③ 1995 年 1 月 17 日 阪神・淡路大震災（写真：村田厚夫）

高知県の大規模災害対策の
現状と対策

ヘリコプターによる搬送や地域医療との連携も重要であると考え、

ロジスティックスも同様で、活動の際に大事なのはイマジネーショ

この最大クラスの負傷者 47,000 人に対応するため、高知県は

それができる高知県にやってきました。こうしたことをしている間に、

ンです。教えられる側が、どういったことが自分に必要なのかという

2013（平成 25）年度に、県内で流通・備蓄しいる医薬品等の状

2001 年 9 月 11 日、アメリカで同時多発テロ事件が起こりましたの

意識を常にもっていないと、いくら教えてもいくら学んでも数カ月も

況を調査し、医薬品確保方法の見直しを図りました。県民の生命

で、テロ対策に関する研究も進めています。

経ったら忘れてしまいます。

高知医療センター（高知県基幹災害拠点病院）救命救急センター

村田 厚夫

災害対応に求められる 3 つの能力

私は、災害対応に求められる能力として次の 3 つを考えています。

○イマジネーション……災害発生後、 時間経過とともに何か
が起こるかを具体的にイメージできる

○情報が不足している中での分析 ・ 判断力……情報が不足し
ている時あるいは情報が集中しているときにおいて、 状況

村田厚夫：山田覚先生と同じく、高知県からやってまいりました村

田です。秋冨先生とはフェイスブックで知り合いました。いろいろや
りとりを重ねているうちに、このような場にお招きいただくことになり

に応じて最適な判断を行ない、 迅速に行動する能力

これらは救急医療にとっても必要な能力です。大規模災害には

月で、それまでは大阪大学、杏林大学、福岡の民間救急病院等

さまざまなパターンがあり、特に自然災害は想定が困難です。災

で医療に従事してきました。もともとの専門は消化器外科ですが、

害医療に従事する者としては、平時から知識を増やしておく必要

中毒学・外傷外科学・救急医学なども研究するようになりました。

があります。上写真① "The Great East Japan Earthquake" は

【図②】は高知市の津波浸水予測時間です。浦戸湾に入ってき

高知県は、室戸岬から足摺岬まで直線で 180㌔。幹線道路の

た津波は、海岸沿いで 5 分〜 10 分、陸地内部でも 60 分程度で

ほとんどが海沿いを走っています。沿岸線は津波を待ち受けるよう

到達すると考えられています。高知県は昭和 21（1946）年に、南

なお椀型をしています。南海トラフ巨大地震で予測される震度は、

海地震がありまして津波の被害を受けています。【図③上】がその

室戸市や安芸市が震度 7。中央部が震度 6 となっていまして、県

写真で、それとほぼ同じ現在の写真【図③下】とを比べると、かつ

としては、人口 813,949 人に対し、最大死者数：約 49,000 人・

て田畑だったところに家屋が建っていることがわかります。これだけ

最大負傷者数：約 47,000 人を想定しています【図①】。

でも充分、被害が予測される状況となっています。

【図②】津波浸水予測時間図 （高知市）

【図③】昭和 21 年（1946）年の南海地震直後の高知市（上）と現在の高知市（下）
（地震直後の写真は高知市、現在の写真は高知大学理学部岡村眞教授所有）

WPRO が発行した東日本大震災に関する冊子ですが、こうした資

当時私は兵庫県に住んでおりまして、まさに震災被災者となり、避

料や Observatory が発行する "The Health Care Workforce in

難所生活を強いられました。隣のマンションが崩壊する様を目のあ

Europe" といった海外の資料にも目をとおしながら、常に最新知

たりにしています。その頃は現在のような災害医療のシステムやドク

識を勉強するようにしています。災害は想定できません。しかし想

ターヘリもなく、空を飛んでいるのはテレビ局のヘリコプターだけで

定外だからといってギブアップするのも私は違うと思います。救急医

した。日本には救急医療・災害医療の充実が必要だと考え、杏

療と同様、どんな場合でも全力を尽くすという姿勢でいたいですし、

林大学に移り救急医学を研究し始めました。同時に救急医療には、

そのためにも普段から知識や情報を身につけておく必要があります。
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南海トラフ地震に対する高知県の対策

を分析 ・ 判断し理解する能力

○行動力……自ら災害に関する知識を有機的に結合し、 状況

ました。高知医療センターに赴任したのは 2009（平成 21）年 11

そのきっかけとなったのが 1995 年の阪神・淡路大震災です。

を守るためには、最大クラスの地震・津波に対して備えなければな
りません。

本日は、高知医療センターに赴任してから 3 年半の間で進めて
きた医療体制についてお伝えいたします。

講演［3］

【図①】高知県で予測される震度分布図（最大クラス重ね合わせ）中央防災会議防災対策推進検討会議 南海トラフ巨大地震対策検討 WG 第一次報告
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● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

医療センターのなかに災害対策本部を設置することは予めマニュ
アルに記載しています。訓練が実施されることになってから、院長
と副院長が何度もシナリオの内容を聞きにきましたが「当日伝えま
す」とだけ言ってひと言も教えず、私ともうひとりだけでシナリオをつ
くって訓練を開催しましたら、案の定、午前中は大混乱になりまし
た。このように訓練でも混乱するんですね。土曜日ですから平時で
高知医療センターの地理関係

したら院長も副院長も看護婦長も病院にいないはずなのですが、こ
の日だけは来てもらうことにしましたが。

•炊飯及び給水

•物資の無償貸付又は譲渡
•危険物の保安及び除去

• その他（臨機の必要に対して自衛隊の能力で対処可能な
もの

その他のなかには、衛生職種に関連するもの、応急医療・救護
及び防疫、人員及び物資の緊急輸送（患者の搬送）
、物資の無

午前は、大量の傷病者が病院に来院した場合のトリアージとそ

償貸付及び譲渡（医薬品の提供）などが含まれます。災害医療で

高知医療センターは災害拠点病院ですから、災害が発生した

の診療を想定した訓練でした。病院から少し離れたところに 7,000

は特に衛生隊員との連携と搬送が重要です。そこで 9 月 1 日の総

高知県・高知市病院企業団立 高知医療センターはもともと

場合は、いろいろなところから避難者がやってくることが想定

人ほどの住民がいる地区がありますので、そこから大勢の避難者が

合防災訓練では、自衛隊にも協力してもらってそれぞれの役割を経

高知県立中央病院と高知市立市民病院が合体してできた病院

されます。沿岸から離れているとはいえ、病院事態が被災する

やって来ることを想定したものです。150 〜 160 人の傷病者役は

験してもらいました。

で、2005（平成 17）年から医療センターとしての運用が始ま

場合もまったくないわけではありませんから、その対策も考え

県立大学の学生にお願いしました。院内でも患者役をつくり、重傷・

りました。一般病床は 676 床（うち精神・結核病床など 102 床）
。

ておく必要があります。

中等症（赤と黄）は医療センターで診療して、軽症者や歩行可能

高知医療センターと高知県立大学（看護学部）の合同災害訓練

基幹災害医療センター・広域災害支援病院に指定されており、

そこで 2012 年 9 月 1 日の内閣府主催の防災訓練に合わせて、

な人、避難者は県立大学で対応することにしました。これと連動す

高知県ドクターヘリ基地病院としてヘリポートを有していま

医療センターと高知県立大学（看護学部）で合同災害訓練をや

るかたちで、県外への搬送が必要な重傷者を高知県と高知大学病

す。DMAT は 5 チーム 24 名。自家発電は 72 時間稼働、3 日

ろうということになりました。そのときの訓練の様子を少しご

院の広域医療拠点 SCU に搬送する訓練も行なっています。院内に

分の水と食料を常備していますが、先日確認したところ、これ

紹介します。訓練の想定は次のようにしました。

設置した災害対策本部では、他県からの DMAT の受け入れも行
ない、院内 DMAT と連携しながらヘリコプターやバスで県内搬送・

は患者用の食料で医療従事者用は用意されていないことがわか
りました。なんとか準備しておかなければなりません。病院は、
高知市郊外の海岸から少し入った海抜 15 〜 16㍍の場所に位
置しており、周囲が山ですので津波が発生した場合もおそらく
浸水は免れるだろうと思います。

県外搬送しました。

［訓練の想定１］

•2012.9.1 10:00 地震発生（震源四国沖 M9
•2012.9.1 10:40 津波襲来

最大震度７）

この訓練を実施したことで、県立大学と連携して避難所としての
機能を分担することで、本来の病院機能を保てることが示されまし
た。また、派遣する医療救護班に薬剤師の存在が必要不可欠であ

•広域搬送拠点設立：高知大学医学部／松山空港（愛媛県）／

ることもわかりました。一番困ったのは情報の伝達・共有です。私

•高知医療センター／高知県立大学（看護学部）にトリアージブー

ていたのですがそれができなかった。事務担当者が不在になると、

• 高知県立大学グランドに自衛隊による前線活動拠点を展開。

責任担当者が必要であることが浮き彫りにされました。

講習会など、災害対策に関する具体的な連携事業を展開してき

＊携帯電話、固定電話は使用不可

ました。

＊自衛隊との連絡手段は伝令、当院災害対策本部持参機材のみ

四国地方における自衛隊の役割

高知県立大学（看護学部）とは 2011 年 6 月 28 日に包括的

高松空港（高知県）／徳島県沖 護衛艦

連携協定を結びました。知的・人的資源の交流連携により、相
互機関と地域社会の発展に寄与することが目的です。この協定
には、看護・社会福祉・栄養・健康長寿といった事業とともに、
災害対策も含まれています。先ほど講演された山田覚先生たち
と、合同災害訓練や DMAT 隊員養成研修、MCLS、院内災害

【図④】四国を守る陸上自衛隊は第 14 旅団（駐屯地：香川県善通寺）

ス設立

トリアージに応じて広域搬送拠点に搬送

は訓練の前に、事務は必ずふたりで一組、バディであれと指示し
情報の共有レベルが著しく低下します。まさしくロジスティックスの

四国は陸上自衛隊第 14 旅団が担当しています【図④】
。香川

県善通寺に旅団の駐屯地がありまして、東日本大震災のときにも被
災地に支援に入っています。平時から顔の見える関係づくりを努め、
災害時の対応について話し合ってきました。
［訓練の想定 2］

自衛隊は全国レベルで大規模災害の活動を想定しています。阪

第 14 旅団 3 部防衛班防衛団長と

神・淡路大震災を契機にかなりルールが変わりまして、多様な活
高知県立大学

トリアージエリア
定点診療所
避難所

動ができるようになりました。
高知医療センター
基幹災害拠点病院

災害対策基本法（昭和 34 年制定）

防衛省防災業務計画（平成 19 年 9 月）
•被害状況の把握
•避難の援助

•遭難者等の捜索救助
•水防活動

高知県立大学グラウンド

•消防活動

前線活動拠点 （救護所）
陸上自衛隊と合同訓練
トリアージエリア

•道路又は水路の啓開

•応急医療 ・ 救護及び防疫
出典：Google earth
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•人員及び物資の緊急輸送

163

●

都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト | 都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

クスと県立大学の看護師を配置しました。医師は前線活動拠点に

災害時の医療階層と自衛隊の役割

自衛隊にも衛生隊員がいて基本的な医療対応はしていますが、ト

リアージができる医師は限られています。これまで自衛隊が参加す

は入れず、予定どおり県立大学での活動にあたることにしました。
前線活動拠点（救護所）での活動は以下のようになります。

る訓練は、チヌークに患者を載せて搬送するとか、DMAT などの
支援チームを被災地に運ぶといった搬送が主でしたが、防衛班と
話しますとトリアージに関わる訓練を医療機関とともにやりたいとい
うことでしたので、今回は前線活動拠点に避難所内応急救護所を
立ち上げてもらい、災害拠点病院や災害支援病院に搬送するとい
う一連の訓練を衛生隊員と合同で行なうことにしました。

実施基準

［1］ トリアージはスタート変法で実施する。
［2］ 患者の記録は黄及び赤天幕で実施する。

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

［3］ 患者の搬送は各天幕の人員をもって実施する。
［4］ 患者の後送は赤患者を優先に実施する。

次ページ写真④がそのときの様子。向こうに医療センターが見え

災害時の医療階層と自衛隊の役割

ます。この日は朝方に雨がかなり降り、まるで津波で浸水したかの

［1］ 定点診療所

ように地面が水浸しになりました。写真⑨が自衛隊の手術車です。

［2］ 巡回診療班

この協同訓練によって、自衛隊・医療機関・大学それぞれの機

［3］ 前線活動拠点

関で何ができるのか、そして何を求めているのかをお互い理解で

•避難所内応急救護所

きました。自衛隊サイドとしては、実員による傷病者の受け入れや

•災害拠点病院 ・ 災害支援病院

④高知県立グラウンドに設置された最前線拠点（救護所） ⑤⑥救護所トリアージエリアでの自衛隊と医療者との協同作業
高知医療センターへ搬送。グラウンドには傷病者として 80 名が入った。 ⑨自衛隊の手術車両

⑦⑧赤患者を自衛隊救急車で基幹災害医療病院

DMAT との協同活動をとおして実際的な尺度を体感し、災害時の

［4］ 広域搬送拠点 （SCU)

編成要領（基準）を得ることができましたし、高知医療センター・

［5］ 後方支援拠点

高知県立大学サイドとしては、自衛隊関係者との共同作業を行なう

軽症班に各 1 チーム、重症班に２チーム となります。
東日本大震災では、集まった DMAT がみな初顔合わせで、自

います。土地の約 80%が山岳地帯で、ヘリコプターが降りる場所
が限られています。そこで基本的にはヘリが離着陸できて、患者を

ことによって現場感覚を体感することができました。

己紹介から始まって、全体を統括するのはそこで一番声が大きいか、

搬送したり必要物資を運んだりできる防災用の拠点をつくり、必要

あります。このなかで［3］にあたる活動、前線活動拠点になる県

態度の大きい人ということになっていました。そうした状況をなくす

物資を管理しておく倉庫もつくっておこうという考えが生まれ、総合

立大学のグラウンドに救護所用の病院用天幕を張ってもらい、野外

自衛隊との協同活動で有効な DMAT 編成

ためには、支援に入るほうで地域 DMAT company を予めつくっ

防災拠点基本構想」策定委員会ができました。トラック協会や石

ておいて、普段から顔を見合わせて中隊長も決めておく。自衛隊と

油協同組合の方にも入っていただいています。

階層別に捉えた自衛隊の主な役割としては、上記のような活動が

手術車や患者搬送用車両を出動してもらって当院の医療従事者とと
もに医療活動を展開するという訓練です。グラウンドには負傷者役

今回の訓練をとおして、自衛隊内の組織と一体化して DMAT を

運用する際の編成要領（基準）得られたことは大きな成果です。

一緒に活動することを前提としておけば、移動手段等の不安要素も

80 名に入ってもらいましたが、これは東日本大震災の発災直後に、

自衛隊と DMAT がひとつの組織として活動する場合、普段から

少なくなります。展開した階層（前線活動拠点・定点診療所）の

石巻赤十字病院が受け入れた負傷者数です。患者搬送用車両は、

地域の DMAT で中隊レベルの部隊を予めつくっておくのが良いと

機能を維持するためには、民間医療機関と自衛隊との円滑な共同

自衛隊の救急車で、担架を 3 つ載せることができます。赤の患者は、

思います。これを「地域 DMAT company（中隊）
」とする。地域

作業が不可避です。そのためにも日常の訓練、研修を通じて形成

DMAT company の編成は、自衛隊と連携して急性期（発災～

される顔の見える関係はなにより重要です。

この救急車に乗せて医療センターに搬送しました。
下図は、このときの訓練のために自衛隊が考えてくれた人員配置

72 時間）に救護所を開設して運営する場合、6 つの DMAT が必

です。本部班には衛生隊員を配置し、私どもからDMATロジスティッ

要だと思います。その内訳は、本部班・トリアージ班・中等症班・

第 14 旅団は、それまであまり医療活動はしていない部隊でした
が、この訓練以降、衛生隊員が救命センターに研修に来るようにな
りまして、私たち救急医療の現場を勉強してもらっています。トリアー
ジエリアで自衛隊と民間の医療機関が協同で行なう訓練は、本国

［前線活動拠点（救護所）での人員配置］

で初めての試みということでした。救護所立ち上げの段階から自衛

■：医師

救護所責任者

衛生隊長

治療活動責任者

DMAT 医師

■：（准）看護師
■：自衛隊

隊と協同作業することの有効性が実感でき、大変有意義な訓練と
なりました。
阪神・淡路大震災の時は DMAT もありませんでした。神奈川
県警や市川消防団が救援救助に入ってきてくれましたが、私たち被
災地の住民からすれば「ああ。これで助かる」と思ったのは、アー

本部班
自衛隊

DMAT
県立大学
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分類班

企画統制

衛生隊員

後送統制

衛生隊員

記

衛生隊員

録

情報管理

DMAT ロジ
看護師

自衛隊
DMAT

中等症（機）班

衛生隊員

医官（MAMed）

衛生隊員

衛生隊員

看護師

軽傷者（緑）班
自衛隊

衛生隊員

DMAT

看護師

自衛隊

重傷（赤）班
自衛隊

衛生隊員

衛生隊員
衛生隊員

衛生隊員

衛生隊員

衛生隊員

衛生隊員

衛生隊員

衛生隊員

医師
DMAT

後送班

自衛隊

に連れて行った高齢者たちは、自衛隊の車両を見て万歳をしていた
ほどでした。行政はいろいろなマニュアルをたくさんつくっています
けれども、現状のタテ割り体制のままでは東日本大震災レベルの震

衛生隊員

災が起きれば、ほぼ完璧にアウトです。平時から自衛隊とはしっか

衛生隊員

りタイアップしておこうと考えるのはそのためです。

看護師

S（MAMed）

看護師

S（MAMed）

DMAT ロジ

ミーカラーのトラックとジープが現地に入ってからです。私が避難所

総合防災拠点をどう整備するか

先ほども申し上げましたように、高知県は端から端までが離れて

おり、人口の 813,949 人のうちの約 50 万人が県中部に暮らして

「総合防災拠点基本構想」 委員会メンバー

高知大学農学部生産環境工学科教授 大年 邦雄 （座長）

高知工業高等専門学校環境都市デザイン工学科准教授 岡田 将治
高知医療センター 救命救急センター長 村田 厚夫
高知市消防局 警防課長 髙井 祐介

高知県警察本部 災害対策室長 林 喜幸

陸上自衛隊第 14 旅団 防衛班長 日向 孝史
高知県トラック協会 専務理事 長山 泰

高知県石油業協同組合 専務理事 中平 正朗
［総合防災拠点の機能］

すべての拠点に必要となる機能
①災害対策本部等との連絡機能
•災害対策本部との情報共有

• 県外の応急救助機関 （警察 ・ 消防 ・ 自衛隊等） への情報
提供

•市町村との連絡調整 （支援物資等）

②情報通信機能

•防災行政無線 （衛星系） 等による通信機能の確保
•非常用電源の確保

③ヘリポート機能

•支援物資等の搬入出、 重症患者等の搬送
•大型ヘリ等の駐機スペース

地域特性や施設面積等を考慮して分散して担うことも可能な機能
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● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

［総合防災拠点の配置］

拠

拠

拠

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

拠

広域医療

拠

⑩
拠

搬送拠点

⑩⑪⑫高知医療センター屋上のヘリポートでの自衛隊機離着陸訓練

拠

年の 1 月、私は筑波の JAXA を訪ねて衛星の話を聞いておりました。

自衛隊との協同活動で有効な DMAT 編成

陸上自衛隊第 14 旅団も、東南海・南海地震への対応を検討し

拠

⑬⑭⑮第 5 管区海上保安庁との訓練

こうした設備があるのならぜひ夏の訓練で使わせてほしいと、パラ

てくれています。現在の構想としては、第 50 普通科連隊＋第 14

ボラアンテナを 3 台借りるための予算を県に組んでもらいました。

戦車中隊の約 600 名が高知県に入ることになっています。自衛隊

震災はその二カ月後に起こりました。

の部隊が善通寺から高知県に来るためには、高知道路か海沿いの

ドクターヘリで花巻空港に入った我々の部隊から、インターネッ

道路しかルートがありません。それ以外は航空機しか手段がない。

トも衛星電話もつながらないという連絡を受けましたので、JAXA

村田厚夫氏の提言
［1］災害時（緊急時）の指揮命令系統（ICS）の平時からの確立
病院幹部（特に看護部・事務）への教育の重要性が必要

［2］災害時（緊急時）の情報通信・共有手段の確立

高知医療センターとしては、48 時間はなんとかがんばるので、それ

の担当者にとにかく東北に向かってほしいとお願いしました。JAXA

・ 応急救助機関の一時集結、 野営

までに支援に入ってほしいと伝えています。想定では 72 時間対応

の要請は福島県や宮城県からはパスされましたが、岩手県で受け

できるように電力等を準備していますが、避難者などが集中するとこ

入れてもらえることになり、盛岡市と釜石市、大船渡市にパラボラ

［3］災害時（緊急時）特有の管理システムや用語の理解

⑤災害医療活動の支援機能

とを考えると、おそらく72 時間はもたないだろうと思います。このこ

アンテナを設置できました。静止衛星を使っているところは他にどこ

・ DMAT の受入、 SCU 管理病院との連携

とについては、2013 年 2 月末に自衛隊で会議で検討する予定です。

もありませんでしたから、優先回線でハイビジョンテレビ会議も開け

平時からの自主的な知識習得意欲が必要

・ 医療機能

いました。次ページ上の写真⑪⑫は、旅団長が OH-6 で乗ってき

その後、JAXA は官庁や省庁に出向いて、衛星の必要性を訴え

てくれたときの様子です。地上のヘリポートに UH 機を降ろす訓練

ていますが、あまりいい返答はもらえていないようです。日本医師会

⑥支援物資等の集積 ・ 仕分け機能

も重ねています。さらに我々のドクターヘリ「アンパンマン号」は、

とは協定が結ばれて、衛星を使った災害医療支援活動の実証実験

第 5 管区海上保安庁との訓練もしておりまして、写真⑬⑭⑮は巡

をすることになりました。ただ不安材料がひとつありまして、それは

・ 物資の集積 ・ 分配

視船・土佐に患者を搬送する訓練の様子です。

衛星がひとつしかないということ。雲がかかっていると通信できませ

・ 物資 （食料、 飲料水、 毛布、 便袋等）

にあります。これがうまくいくかに尽きます。そのためにも確実な通

④応急救助機関のベースキャンプ機能
・ 自衛隊の指揮所開設

医療センター屋上のヘリポートに自衛隊機の離着陸訓練も行な

・ 医療救護チームのベースキャンプ機能
・ 医療資機材の備蓄

・ 備蓄倉庫等の活用による支援物資の集積

最終的な問題は支援の調整で、その要は情報収集、情報伝達

⑦備蓄機能

信手段を確保しなくてはなりません。岩手県では東日本大震災時、

・ 燃料 （航空燃料、 車両燃料 （ガソリン ・ 軽油等）

この計画は 2013 年 3 月にはまとめられることになっています。

JAXA の通信衛星を使われましたが、実はあの震災があった 2011

る環境になったと聞いております。

んので、最低 2 機上がっていないと有効ではありません。1 機打ち
上げるのに 500 億円ほどかかるそうです。

あらゆるツールを用いることができるようにしておくこ

とが必要

［4］電子ツールの活用

「電子トリアージシステム」などの開発

［5］災害時（緊急時）の他職種との連携

自治体・地域医師会・自衛隊・消防・警察・海上保安庁・

保健所・地域コミュニティなど

［6］
「災害医療コーディネーター」の役割と責任
関連するすべての組織を動かせる能力が求められる
地域の「事情」に精通していることが求められる

高知県としての災害時の医療救護体制は、現在このようになって
います。現在の私の夢は、「地域 DMAT company（中隊）」を全
国各地につくって、いざというときは自衛隊とタッグを組んで効果的・

［総合防災拠点の配置］

広域拠点

地域拠点
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応急救助機関の
医療活動の支援機能
ベースキャンプ機能

物資等の集積
仕分け機能

備蓄機能

室戸広域公園

○（自衛隊指揮所）

○

○（一次集積拠点）

○

春野総合運動公園

○（自衛隊指揮所）

○

○（一次集積拠点）

○

高知県立青少年センター

○

─

○（一次集積拠点）

○

宿毛市総合運動公園

○（自衛隊指揮所）

○（SCU）

○（一次集積拠点）

○

高知大学医学部

─

○（SCU）

─

─

四万十緑林公園

○

○

○

○

安芸市総合運動場

○

○（SCU）

○

○

安芸市総合運動場

○

○

○

○

ヘリ燃料備蓄

Ｈ 25 整備方針
屋内施設（設計）

東 西 2 カ 所 程 度 に、
タンク・ドラム缶・タ
ンクローリー等による
備蓄を検討

自家発電機（設計）
通信機器

ほか

（市町村や応急救助
機関と運営方法など
の協議のうえ検討）

効率的な医療支援を展開することです。それが理想です。
私の好きなことばに、ドイツの政治家オットー・フォン・ビスマ
ルクの “Only a fool learns from his own mistakes. The wise
man learns from the mistakes of others.” があります。「愚者
は自分の間違いから学び、賢者は他人の間違いから学ぶ」と訳さ
れていますが、ミステイクは間違いという意味だけではありません。
私は歴史や経験から学ぶと捉えて、これからもいろいろ自分なりに
勉強していきたいと考えています。
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【図①】日本赤十字社救護班派遣のしくみ

〈被災地域〉

②

〈非被災地域〉

医療救護
被災地情報の収集

こころのケア
ニーズ調査

さまざまなニーズ

①

〈本 社〉

〈ブロック代表支部〉

救護班・こころのケア要員などの派遣

③

〈支部〉

①陸前高田市の被災現場での日赤医療チーム ②大槌町の被災現場から情報を送る日赤職員（①②出典：日本赤十字社）
③巡回診療へ向かう岩手救護班 陸前高田市（2011 年 3 月 16 日 ）

－東日本大震災－
日本赤十字社の救護活動検証から
見えてきたもの
講演［4］

日本赤十字社 事業局 救護・福祉部

谷田 健吾

本日は、東日本大震災における日本赤十字社の救護活動と、そ

被災地域では医療救護やこころのケアなど、さまざまなニーズが生

の反省から見えてきた課題、それを今後どのようにしようとしている

まれてきます。本社はそうした情報を収集しながら現地のニーズを

のかをお伝えします。
日本赤十字社の医療救護体制

最初に少し、私たち日本赤十字社（以下：日赤）の医療救護の

しくみについて紹介させてください。日赤の医療救護は、災害時、
して被災地の医療機関の機能が回復するまでの空白を埋める役割

クのブロック代表支部は宮城県でしたが機能できなくなりましたの

を果たすことを活動目的としています。派遣先では、
医療だけでなく、

で、1 ブロックのなかでも非被災地だった北海道・青森県・秋田県・

助産や死体の処理などにも携わることもあります。

山形県のチーム、そして 2 ブロック・4 ブロックから岩手県に医療
救護班が入っていきました。福島県には、全ブロックから救護班が
入っています【図②】。

救護の基準となる対象単位で、基本としては、ドクターが 1 名・

日赤の救護班は、岩手県の被災地のなかで主に 3 つのエリアを

師長を含むナースが 3 名・ロジスティックスを担当する事務職が 2

担当しました。山田町エリア（～ 5 月 26 日）4B 支部中心 56 班

名で構成されます。ここに派遣先の状況に応じて薬剤師や助産師、

／釜石市・大槌町エリア（～ 6 月 19 日）2B 支部中心 56 班／

あるいはこころのケアを担当する看護師を加えて、8 名から 10 名ほ

の経験や意見を知ることができるこのような席に参加させてい

どのチームで活動することになります。2013 年現在、この「常備

ただき、ありがとうございます。

救護班」が全国で 495 班（5,336 人）あります。

私は現在、東京の日本赤十字社本社・災害対策企画室に勤め

この 495 班のなかに、DMAT を兼ねた「常備救護班」が 124

ておりますが、東京に赴任するまでの 25 年間は、新潟の赤十字

チームあります。つまり急性期は、DMAT として出動するチームが

社で仕事していました。新潟県中越地震（2004 年）や新潟県中

多くなり、慢性期に移っていくに従って、徐々に基本のチームが投

越沖地震（2007 年）、新潟・福島豪雨（2011 年）などの災害

入されていくことになります。

では、現場の活動に従事していました。2012 年（平成 24 年）4
日本赤十字社の医療救護派遣のしくみ

東北 3 県への医療救護班・スタッフ（実績）
班数

スタッフ数

全日本

2,589 班

12,115 人

日本赤十字社

873 班

6,334 人

（全日本に占める比率）

（33.7%）

（52.3%）

（資料）厚生労働省発表資料（平成 23 年 9 月 30 日）より作成

日赤は 47 都道府県を 6 つのブロックに分けていまして、基本的

直属の上司は元・陸上自衛隊の陸将補だった人物で、防衛大学

な指揮命令は、本社からブロック代表支部へ、そこから各都道府

時代は空手をやっていました。たまたま私も空手をしているものです

県の支部へという流れになります【図①】
。救護班が出動する場

から、最近では社内のカラーが変わったと揶揄されています。

合も、この体制の下に要請指示が出されます。災害が発生すると、
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岩手県は 1 ブロックに含まれます。東日本大震災では、岩手県・
宮城県・福島県の 3 県が特に大きな被害を受けました。1 ブロッ

谷に田と書いて「ヤツダ」と読みます。本日は、いろいろな方

対策や医療チームの訓練などのプランニング業務に携わっています。

を失ってしまう場合もありますので、支部や管下にある病院のチー
ムが独自に判断して出動することも認められています。

被災地に救護班を派遣して一人でも多くの人命を救助すること、そ

備救護班」と呼ばれる医療チームがつくられています。これが医療

月に本社に赴任し、今何をしているかといいますと、大規模地震の

調査して、非被災地域のブロック代表支部に派遣指示を出します。
ただし発災直後の急性期は、指示を待っていると出動のタイミング

現在、日本全国に 92 の日赤病院や施設があり、それぞれに「常

谷田健吾：皆さま初めまして。日本赤十字社の谷田と申します。

【図②】東日本大震災における救護班派遣

④釜石市での活動拠点となった鈴子広場の日赤本部ユニット
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震災後に見えてきたさまざまな課題

したが、しばらくするとそれを着衣せずに活動しています。

こうした日本赤十字社の活動は、メディアにも多く取り上げられま

災害医療コーディネーターは、やはり医師であるべきと考えてい

した。これまで一般の人に日本赤十字社の印象をたずねると「何

ます。事務職ですと、医療的専門的な知識がありませんので、カウ

をやっているのかよくわからない」といった答えがほとんどだったの

ンターパートとしての役割はどうしても果たせません。そしてなおか

ですが、さまざまなところで病院や救護班の活動を紹介してもらっ

つ、それを支えるコーディネートスタッフをつくる。ここには看護職

たことから、本社への理解も深まったと感じております。有効な活

や薬剤師に加えて、ロジスティックス的な役割を担う事務職も入っ

動を展開するためには、広報活動にも力を注いでいかなければと考

てきます。そうしたチームを都道府県ごとにつくり、非被災地の支

えている次第です。このようにいろいろ改善されてきたこともあるの

部からチームを出して現場での活動を調整するという構想です。こ

ですが、しかし、まだまだ課題のほうが多いのが現状です。

こから得られる情報を受けて、どのような準備が必要か、今後どう

私たちは、今後の活動を充実させる新たなアクションプランを策
⑤⑥全国救護班研修会（日赤 DMAT 研修）

陸前高田市エリア（～ 7 月 29 日）1B 支部中心 176 班 です。
岩手県全体では 344 班が出動しました。釜石市にも拠点をつく
りまして、駅前の鈴子広場に日赤本部のユニットを設置しました。

ひとつの班が活動する時間は、急性期であればだいたい 3 日間。
この間、メンバーはほぼ不眠不休で対応にあたります。慢性期にな
りますと 1 週間ほど。それがだいたいの活動期間です。

たのですが、風が強くてテントが裂けてしまうほどでしたので、急きょ
ユニットを準備してこのようなかたちになりました。ここで約 3 カ月
間、活動を展開しています。

全国救護班研修会（日赤 DMAT 研修）の大きな成果

東日本大震災のデータからも、救護活動のスタートダッシュが改

この研修会は、日赤の災害医療資源を生かし、発災後 48 時間

東日本大震災から変わった救護活動の初動態勢

下の【グラフ①】は、大規模災害発災時、どれくらいの救護班

が被災地に派遣されたのか、その経緯を示すものです。私たちの

そのためにも、先ほどご紹介した日赤 DMAT 研修会（全国救護

そこで明らかになった課題をひとつずつ解決していこうと考えまし

班研修）で人材を育成し、なおかつ所属支部・自治体で訓練をし

た。どのような方法で検証したかと言いますと、まずは各都道府県

ばがら、現場で活動する都道府県や他の機関の方々と顔をつきあ

の支部や病院ごとに、
それぞれの問題を総括しました。それをブロッ

わせて関係性をつくっていく必要があります。
【図③参照】

クごとにさらにまとめて、なおかつ第三者評価として、被災者の方々
の意見や要望もお聞きしました。本社に災害対策プロジェクトチー

課題［2］放射線下における救護活動のあり方

ふたつめの課題は放射線下における救護活動についてです。今

体の救護活動について総括しました。その結果、50 以上の課題が

回の活動で一番問題となったのがこのことでした。本社は、東日本

あぶり出されてきましたが、ここではそのうちの 4 つをお話しします。

大震災を受けるまで救護活動における原子力災害時の明確な活動

善されたことが見て取れます。その理由のひとつが、日赤 DMAT
研修と呼ばれる全国救護班研修会にあると考えています。

対応していったらいいかを検討していきます。

定するために、東日本大震災での活動を客観的に総括・分析し、

ムを設け、日本総合研究所に協力をお願いして、最終的に日赤全

実は当初、ここの拠点用に持ち込んだのはドーム型のエアテントだっ

③

指針を定めていませんでした。また、医療救護班における放射線に
課題［1］災害医療コーディネーター（医師）の必要性

対する装備の準備もありませんでしたし、放射線に対する知識や情

そのひとつは、災害医療コーディネーター
（医師）の必要性です。

報の指導もできていませんでした。その結果、福島県内の原子力

以降を見据えた超急性期の災害医療対応ができる救護班員を育成

災害時、都道府県の災害対策本部には災害医療コーディネーター

発電所事故の混乱のなか、救護班の派遣を一次中断せざるを得な

することにあります。初動期の救護活動に俊敏性を欠いていた理由

が控え、カウンターパーツとして、本部のなかで医療に関する活

くなったわけです。

救護活動の反省点のひとつに、急性期の対応スピードが遅いとい

は、救護班のスタッフが急性期の現場での対応や知識・技術を充

動を調整します。DMAT であれば統括 DMAT となるのでしょう

3 月初期、私は福島で活動にあたっていました。福島県の赤十

うことがあります。つまり腰が重いということ。これは阪神・淡路大

分持ち合わせていなかったこと。また活動のための体制が社に整っ

が、日赤の活動にもそうしたカウンターパーツが必要です。医療

字病院は活動していましたが、他県からの医療チームが一時期、

震災（1995 年）の頃から指摘されていました。これまでの日赤の

ていなかったことが考えられます。

面の対外的な窓口、日赤内の調整役は効率的な活動に不可欠で

まったくいなくなるという状況が生まれてしまいました。その後、い

すが、これまではそうした制度を敷いておりませんでした。

ろいろ体制を整備し、救護装備なども調えて再開するのですが、

活動は、発災からある程度時間が経って、避難所に救護所ができ

救急医療に対応する DMAT は 2004 年（平成 16 年）に生まれ、

てからそこに医療班が入るという動きが多く、その傾向は新潟中越

いろいろな災害を経験して専門性を高めてきておりましたので、その

はからずしも今回の震災では、宮城県の石巻赤十字病院の石井

大震災（2004 年）の頃もあまり改善されていません。10 月 23 日

ノウハウを救護班のメンバーが学べる研修を開始しました。第 1 回

正先生がクローズアップされましたが、彼は日赤の医療コーディネー

の発災当日は、ほんの数チームが動いたという程度でした。

の研修は、2009 年（平成 21 年）3 月 11 〜 13 日。以降 2011

ターではなく、宮城県の災害医療コーディネーターでした。そうし

私のレベルで原案はできあがっておりまして、まもなくいろいろな方

ところが東日本大震災では、発災当日に 55 チームが出動してい

年の 1 月まで、継続して 8 回の研修を開催し、のべにして 469 名

たこともあり、発災直後は赤十字のユニフォームをきて活動していま

面からヒアリングしながら集約していくところです。活動に必要な資

ます。これは本部の指示を待たず、救護班が独自の判断で動いた

が受講しました【写真⑤⑥】。これだけの救護班スタッフが急性期

ものです。結果、今震災では、全部で 896 班の救護班が出動し、

に必要な知識を学びました。東日本大震災における当社の救護活

一日あたりの平均取り扱い患者数は 97.6 となりました。

動の変化は、こうした研修の成果の現れと捉えています。

都道府県 災害医療コーディネーター
被災地における医療調整ニーズ

・地 域内の医療・公衆衛生調整

大規模災害における派遣救護班数と取り扱い患者数
救護班数

取り扱い
患者数

一日あたり
平均取り扱い
患者数

阪神・淡路大震災（1995）

981

38,359

39.1

新潟県中越地震（2004）

164

11,994

73.1

東日本大震災（2011）

896

87,445

97.6

災

害

・支援者との調整・他機関との調整

カウンターパート

統括 DMAT

（DMAT ロジスティックスチーム）

DMAT

DMAT

DMAT 本部
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放射線下における救護活動の指針の策定が急務とされ、現在、

【図③】災害医療コーディネーター─医療面の対外的窓口・日本赤十字社内の調整役─

【グラフ①】大規模災害における派遣救護班と取り扱い患者数

派遣

初期初動の救護班の一時中断は、
きわめて大きな問題となりました。

日赤災害医療コーディネーター

被災地医師会長等

（コーディネートスタッフ）

救護班

救護班

日赤災害医療コーディネート
チームの編成（本社・支部単位）

・コーディネーター…医師
・コーディネートスタッフ…看護
本社・ブロック代表支部・支部 師・薬剤師・事務職等

JMAT

JMAT

日本医師会
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市民・企業・行政による
協働のまちづくり

の時点で、おかゆも作れずお湯を飲んで暮らしていた高齢者がいる
避難所がある一方で、そこから 500㍍も離れていない小学校の避
難所では、山のようにお米が置いてありました。ここでは、自主倉
庫の管理や役割分担が地域のなかできちんとできていまして、物資
の配給方法も決めて、みんなで協力しあいながら生活していました。

⑦
⑦東日本大震災時の DMAT との医療救護協働活動

先の先生方の講演でも関連機関との連携について述べられてい

⑨

⑧

⑧第三管区海上保安本部本部長（右）と日本赤十字社社長（左）⑨東日本大震災時の自衛隊との協働活動

機材の配備や、救護班が知識や技術を学ぶための研修会等も予定

なければなりません。医療救護活動は日赤だけが実施しているもの

しています。

ではありません。DMAT をはじめとする多様な医療チームや行政、

ましたが、災害時には自助・共助・公助のなかでも、自助 7 割の

講演［5］

ニティや自治の力で、1 週間、1 カ月、半年の生活のクオリティが

菊池 広人

大きく違ってくることを身をもって体験しました。

海上保安庁や自衛隊とも手をつないでいきたい。もっといろいろな
•放射線下における救護活動指針の策定

•防護資機材の配備：防護服セット・個人線量計・サーベイメー
ターを各支部の初動救護班員に配備

•安全対策・防護資機材の取り扱い研修：全国救護班研修会

北上市沿岸地域被災者支援本部の設置

東日本大震災を受けて北上市がどのように対応してきたのか。ま

ところと協同活動し協議しあいながら、手を携えていかなければだ
めだろうと。今後は、こうした体制づくりをもっともっと強化していこ

力が必要と言われています。同じような状況であっても、地区コミュ

いわて NPO-NET サポート 事務局長

2011 年 3 月 11 日の北上市

た、いま現在それがどのような事業につながっているかをご説明し

菊池広人：岩手県北上市で NPO 活動をしております菊池と申しま

ます。発災後、北上市では災害対策本部が立ち上がり、北上市内

2012 年の 12 月には神奈川で第三管区海上保安本部と合同訓

す。東京の NPO で働いていましたが、2006 年に北上市へ U ター

の避難者支援と沿岸地域への支援を同時進行で展開しました。市

うと考えています。
練を行ない「いず」という病院的機能を備えた巡視船も使わせても

ンして、現在は北上市で協働のまちづくりや地域づくりのお手伝い

内の避難者に対しては、各地区交流センター等に避難所を 16 カ

課題［3］長期にわたる救護活動を支援する体制づくり

らいました。【写真⑧】はそのときの写真で、本社の社長（左）と

をしています。東日本大震災時は、
「いわて連携復興センター」や「き

所開設して、炊き出しや給水活動を開始しています。同時に沿岸地

今回のような大規模広域災害になりますと、支援活動が長期間

第三管区の本部長（右）です。こうしたことを重ねていけば、やが

たかみ復興支援協働体の」立ち上げに携わり、被災地の避難所で

域の支援として、大槌町に支援物資を、企業の協力を得て陸前高

に及びます。救護班はもとより他の活動に携わっている職員にも疲

て効果的・効率的な救護をできるようになると思いますし、それは

支援活動をしてきましたので、本日はその経験や立場から災害時に

田市に救援物資を配送しました。3 月 22 日には釜石と北上間の往

れが出てきます。特に遠方から陸路で駆けつけてくるチームは、往

ひいては被災者の方々の助けになるだろうと思います。

おけるコミュニティのあり方ついてお話しいたします。

復の道中だけでも疲労します。
そうした救護班の一時休憩施設的な機能として、またそこでいろ
いろな情報を得られ、資機材の補充等もできる機能を併せもった「ロ

まだまだ課題はあるのですが、そうした課題を一つひとつ解決し
ながら、被災地の医療ベースが回復するまでの長期にわたって活
動できるよう努めていきたいと考えています。

北上市は盛岡市から南へ約 50㌔南下したところにある地域で、

復バスを運行開始しています。沿岸被災者が内陸への避難に使っ
たり、ボランティアが被災地に支援に入るのに使ったり、安否確認

大船渡市や釜石市、陸前高田市までは車で 1 時間半ほど、大槌

や買い出しなど、さまざまな立場の人が利用しました。私もこのバ

町までは 2 時間ほどかかります。盛岡より沿岸地域に近いこともあっ

スで被災地に支援物資を届けています。

ジスティックス中継基地」の整備を検討しています。全国の拠点に

て、沿岸部との交流がもともとあった地域でもあります。2011 年 3

つくっていこうということで、現在すでに東京の立川（東京都支部

月 11 日当日は、北上市でも震度 5 強の地震があり停電もしました。

あろう被災者や支援者への対応と業務の窓口を一本化して、スピー

合同）・広尾（看護大学本社倉庫）、大阪（大阪府支部・大阪赤

2,300 戸が全壊・半壊しています。私自身は、駅前のホテルに泊まっ

ディで効率的な支援体制をつくろうと考えました。3 月 23 日、庁内

十字病院）に基地があり、愛知県や広島県、東北の基地整備も

ていて帰宅困難になった約 200 名をサポートしていました。宿泊客

に北上市沿岸地域被災者支援本部を設置し、これまで長寿介護

検討され、整備が進められています。

が地元に戻れるようになるまで約 1 週間かかりました。

課や市民課などさまざまな部署に分散していた窓口機能をすべてひ

東京の立川と広尾のロジスティックス中継基地は、首都圏直下

東日本大震災が起こる前まで、北上市の防災計画は水害に対応

型・東海地震などを見据えたものです。首都圏郊外のあまり被害

するものが中心でした。近くを流れる北上川が、5 年に一度くらい

の及ばない関東圏、たとえば群馬や栃木のような地域にも、こうし

増水して床上浸水・床下浸水の被害が発生していたからです。地

た基地を設けていく必要があると考えています。現在、NEXCO 東

震についての対策は組まれていませんでしたが、急性期の対応は比

課題は山積でしたが、北上市はいろいろな地域から入ってくるで

とつに集約しました。この本部が現在も活動を続けています。
NPO 「いわて連携復興センター」 と北上市の協働協定

もうひとつの基盤として「いわて連携復興センター」も設けました。

日本がサービスエリアの防災拠点化に取り組んでおり、私たちも共

較的スムースだったとふりかえっています。それは北上市がかねてか

これは東日本大震災で被災した地域やコミュニティが自らの意思に

に活動していますが、あれもやはり首都直下地震を見据えたロジス

ら力を入れてきたコミュニティ政策の効果だと私は捉えています。東

よって復興し、地域再生を目的とした活動をサポートする NPO で

日本大震災を受けて、コミュニティの力が、平時はもとより災害急

す。私はこの NPO 立ち上げから事務局に加わっています。北上市

ティックスの中継基地です。首都圏に入ってくる高速道路のなかで
も被害が大きくならないと想定されるエリアを拠点化しています。
［ロジスティックス中継基地機能］

① 救護員の宿泊・入浴・給食等を提供
② 医療資機材等の補給

③ 情報ステーションとしての機能
課題［4］多様な医療チームや指定行政機関との連携強化

私たち日本赤十字社は、これまでの伝統が長いこともあって、問

題が起きたら自分たちだけで解決しようという傾向がありました。い
わば閉鎖的なところがあります。しかし効果的・効率的な活動を展
開するためには、いろいろな機関やチームとの連携を強化していか
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谷田健吾氏の提言
［1］被災地都道府県災害医療コーディネーターのカウンターパー
トとなる各機関医療コーディネーター（医師）の育成なら
びにコーディネートスタッフの編成

被災地の実情、ニー

ズと救援に駆けつける側を効果的にマネジメントする体制
を構築し、長期間にわたる活動を支援する体制づくり

［2］長 期間にわたる救護活動を支援するロジスティクス中継基
地の全国拠点設置

情報収集・共有、隊員の捕食・仮眠・

休憩を取ることのできる機能、資機材・医薬品等の補給機
能も有するベースキャンプの設置

［3］各 機関と情報共有可能な統一的な情報システムの構築

機関毎に保持する情報システムを組織横断的に結び付ける

性期でも大きく役立ちました。

くちない

は、5 月 12 日にこの「いわて連携復興センター」と協働協定を結び、

たとえば、北上市の東側に口内という人口 2,000 弱の地区があ

その拠点を北上市に置きました。2011 年の 5 月から現在まで、岩

ります。半数以上が 65 歳以上、高齢者人口 40%くらいの地区で

手県復興局の生活再建課、雇用対策労働室、地域福祉課などの

すが、ここに暮らす方々は、どこに何人の独居高齢者がいるかを

部署を超えた横断的な定例ミーティングを月に 2 回行なっておりま

コミュニティで把握しています。口内地区では、自治協議会で 3 月

して、生活や雇用、健康などさまざまな視点の情報を集約したり共

11 日夜は自宅待機することに決め、朝 5 時と夜 10 時に担当者が

有したりしながら、それぞれの立場からのサポートを続けています。

地域の見回りをしていました。また隣の黒岩地区は、集会所となる

こうした活動の目的は、地域の人による地域のための活動創出に

公民館に発電機もあることから、住民全員を集めて過ごしたという

あります。緊急雇用の予算を活用した緊急雇用創出事業の企画を

地区です。自治会や民生委員のサポートの下、市からの救援物資

提案し、岩手県・北上市・沿岸被災地の自治体・NPO・企業が

に頼ることなく、自分たちで持ち寄ったもので何不自由なく充分な

協働しながら、地元雇用による復興を目指しました。外部の人たち

食生活のなかで 3 日間を過ごしています。

のリソースばかりに依存していると、地域そのものの復興の力が弱ま

私は 3 月 25 日に大槌町の吉里吉里に支援に入りましたが、こ

り、やがて復興それ自体が止まってしまいます。
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

きたかみ震災復興ステーションの役割
避難者生活支援事業（北上市社会福祉協議会）

避難者生活相談窓口・ホットライン設置
避難者世帯の巡回・見守り活動
避難者の生活支援
生活再建事業

避難者の就職相談・支援（雇用対策協議会）

情報・支援のネットワーク
①

内陸で避難者支援に取り組む
民間団体と連携し
支援活動を展開

生活福祉資金貸付（社会福祉協議会）

きたかみ震災復興ステーションの主な取り組み

市内の被災者のニーズと
沿岸被災地のニーズを把握し
効果的な支援を実施

避難者コミュニティ活動補助（北上市）
避難者移動（バス・タクシー）支援（北上市）

してもらいながら、コミュニティ形成の支援を行なうというものです。
支援員はすべて地元の方を雇用しています。事業は 2011 年 9 月

沿岸自治体職員派遣事業（北上市）

ました。9 月1日にオープンしてから、4,000 名以上の方がステーショ

から開始し、大船渡市、大槌町あわせて約 200 名の支援員がす

ン事業に参加しています。

べての仮設団地の集会所・談話室に常駐し、それぞれの団地の状

仮設住宅運営支援事業（北上市）
震災ごみ受け入れ事業（北上）

沿岸被災者がん検診事業（北上市）

大槌町社協支援事業（社会福祉協議会）

避難者特定健診等実施事業（北上市）

被災者支援活動費補助（北上市）

被災転入幼児図書購入援助事業（北上市）

沿心身リフレッシュ事業（北上市）

被災転入生学用品等購入援助事業

沿岸被災校支援活動事業費補助金

生活再建住宅支援事業（北上市）

貸研究工場棟被災地企業利用補助金

きたかみ震災復興ステーション事業（協働体）

況に適った支援業務を行ないました。
本来であれば、大船渡市・大槌町が独自に行なう事業ですが、

［きたかみ震災復興ステーションの役割］

自治体が被災してほかに対処すべき事業も膨大になり、職員の負担

•内陸避難者の支援、交流拠点
•各種支援活動の拠点

も大きくなっていることから、代わりに北上市が主体となって展開し

•支援者の後方支援拠点

ですることはできませんので、民間の人材派遣会社のジャパンクリ

•構成団体の情報共有拠点

たということになります。支援員の雇用については、北上市が直営

•事業展開サポート拠点

エイトに委託して、人材募集や雇用管理をしてもらいました。結果、

「仮設住宅支援事業」 の実施

大船渡市のほかの自治体にも、このプロジェクトを提案したので

81 名の現地新規採用が決まりました。

私たちの活動のひとつに、大船渡市と大槌町の「仮設住宅支援

+

専門家との共同事業

すが、真っ先に手を挙げてくれたのが大船渡市でした。その後、

事業」があります。このプロジェクトは、各仮設住宅に支援員を配

大槌町でも同じ支援を行なうことになり、大船渡市でのモデルを踏

置し、相談受付や窓口対応、広報対応、コミュニティ支援を行な

襲しながら、大槌町の状況に適うしくみを構築していきました。

うことで、仮設住宅団地に住んでいる方々が健康で前向きな生活
を実現するための生活環境を構築することを目的としています。
私は震災前からの NPO 活動でのつながりから、岩手県や北上

2011 年 8 月には「きたかみ復興支援協働体」を設立し、
「き

③大船渡市復興計画説明会

宅の自治会活動、大船渡市の復興計画の説明会などにも利用され

個人ボランティアバス事業（社会福祉協議会）

内陸避難者への情報発信、内陸避難者と地域の交流
各種支援事業の情報収集、発信。物資提供。コミュニティ形成支援など

②雇用促進住宅自治会活動

ながる場としたかった。しくみをつくるふるさとカフェや雇用促進住

避難者灯油補助（北上市）

沿岸地域の復興支援、復興活動の支援
各種団体・支援者の活動支援。仮設住宅での生活支援。学生ボランティアの支援

①「ふるさとカフェ」の開催

沿岸地域復興支援事業

被災者職業技能資格取得補助（北上市）

交流、活動拠点（きたかみ震災復興ステーション）の設置
ふるさとカフェ。協働体 MTG。復興サロンで情報共有し、各事業の展開サポート

③

②

「仮設住宅支援員」 の主な活動

支援員の主な活動は、①コミュニティの支援

②自治会の活動

ボランティアや生活福祉資金貸付、いわて連携復興センターは県

市、沿岸の自治体と関係をもっておりましたので、6 月に入ってか

たかみ震災復興ステーション」を開設しました。「きたかみ復興支

全体の情報収集、黒沢尻地区自治振興協議会はコミュニティ支援、

ら北上市と一緒に沿岸の被災自治体を訪ね、緊急雇用対策基金、

平日は常に解放されており、イベントがないときでも住民が利用しや

援協働体」の体制を検討し始めた 5 月 23 日の時点で、北上市で

北上ネットワークフォーラムは産業支援といった具合に、それぞれ

緊急雇用事業について意見交換を行ないました。しかし大船渡市

すい環境をつくっています。支援員は、団地内の情報を広報として

支援

③日常時・緊急時のサポート といったことです。集会所は、

は 519 名・252 世帯が避難していました。こうした方々に対してさ

役割分担しながら活動を行ないました。ここでも情報共有のための

も大槌町も行政自体が甚大な被害を受けており、国や県の支援事

作成して発信し、イベントの参加を促したり、住民のつながりを支

まざまな支援活動を展開するために、行政・市民団体・地域自治

会議を毎週 1 回開催し、それぞれがどういう相談を受けているか、

業に対応する実務を執れる状況ではありませんでした。そこで北上

援する活動を行ないます。

会など 7 団体が集まって成立したのが「きたかみ復興支援協働体」

この一週間どのような活動をする予定かといったことを担当レベル

市が大船渡市の代わりに事務を執り、一番の課題であった仮設住

仮設住宅団地の自治会活動の支援も仮設住宅支援員の役割で

です。地元の黒沢尻地区自治振興協議会が入っているのは、この

で共有しながら、効果的な支援が展開できるよう進めました。

宅団地のコミュニティ基盤、生活基盤づくりを行なうという事業が

す。自治会が主導で行なうイベントは、支援事業がサポートするも

地区にある雇用促進住宅に 70 世帯が避難しているためです。

「きたかみ震災復興ステーション」は、避難者の交流拠点、支援

立ち上がりました。

のだけでも、2012 年 10 月末までの間に、大船渡、大槌、合わ

者の活動拠点として、北上駅前に開設されました。
［きたかみ復興支援協働体 構成団体］

•いわて NPO-NET サポート（市民活動支援）

「きたかみ震災復興ステーション」 の開設

•北上雇用対策協議会（就職支援）

北上市で生活の再建に取り組む方々に向けて支援活動を行なうた

•いわて連携復興センター（沿岸地域復興支援）

めの施設として開設されました。各沿岸市町村の広報紙の閲覧、

•黒沢尻北地区自治振興協議会（コミュニティ支援）

内や会議スペースとして活用されました。同時に、さまざまな分野

•北上ネットワークフォーラム（産業支援）

植栽をして環境改善活動をしたり、団地内の夏祭りや芋煮会など

の団地の集会所や談話室に支援員を配置して、その方に見守りを

の催しも実施されました。いつでも相談できる安心・安全な環境が

さまざまな仮設住宅支援事業

④毎日の見守り・声かけの活動

⑤消防署や消防団と連携した避難訓練や防災訓練

⑥団地に配置されている AED を用いた講習

被災者が交流できる場として、また支援者に向けてボランティア案
の専門家が情報交換できるハブとしての機能をもたせたいとも考え
ました。

私たちまちづくり NPO がコーディネーター役となって、北上市の

さまざまな情報と人が集まるステーションをつくることで、沿岸地

雇用対策協議会は避難者の就労支援、北上市社会福祉協議会は

域と避難者、沿岸地域と支援者、避難者同士、支援者同士がつ

174

せて 60 件を超えました。屋外にコミュニティスペースをつくったり、

「きたかみ震災復興ステーション」は、東日本大震災で被災し、

•北上市（被災者支援、復興支援）

•北上市社会福祉協議会（ボランティア活動支援）

当時、大船渡市には 37 団地・全 1,800 戸の仮設住宅があり、
大槌町は 48 団地・全 2,100 戸の仮設住宅がありました。これら

④

⑤

⑥
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● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

［北上市の総合計画における「地域計画」の位置づけの流れ］
北上市内の協働における主な出来事

市民活動団体

地域づくり・
協働の位置づけ

平成 13 年度

総合計画において市民が主役のまちづくり、
地域計画のスタート

平成 16 年度

市民・行政による「協働」の勉強会実施
庁内での協働指針の策定まちづくり協働推進条例検討

平成 17 年度

まちづくり協働推進条例の策定
協働フォーラムの開催

平成 18 年度

交流センター化・地域計画策定
市民活動情報センター事業スタート

各セクターをつなぐ
マッチング事業の強化

平成 19 年度

コラボチャレンジ補助金スタート

政策策定の参画の推進

平成 20 年度

地域貢献活動報奨制度スタート
企業と地域のマッチング事業

まちづくりの
協働を
基本原則・体制の明確化 体験してみる

平成 21 年度

総合計画策定「きたかみ未来創造会議」
地域計画策定

平成 22 年度

総合計画策定・地域計画策定
まちちゃれスタート

平成 23 年度

現総合計画・地域計画スタート
自治基本条例検討

平成 24 年度

地域づくり組織条例策定
まちづくり協働推進条例改正

平成 25 年度

協働提案制度構築・募集開始
総合計画市民参加型評価・改善の実施

平成 26 年度

協働提案事業開始
総合計画後期基本計画検討開始

平成 27 年度

後期計画の事業検討時における協働・
民間活用の促進

平成 28 年度

市民提案型協働提案開始
市民参画による事業の立案・実施がスタート

地域づくり
協働推進 体制推進

市民活動・地域づくり
協働の実践スタート

市民・企業・行政の
役割分担、協働の整理

市民活動団体
の役割を
認知する
市民活動団体
の活動促進

地域

企業

交流センター化による
自治組織の役割の変化・調整
きらめく地域づくり
交付金による
地域づくり活動実践
地域の課題に対応した
様々な資源活用
協働・実践

計画づくりの中で、北上市・各地域の
現状・課題を理解する

協働の手順書作成による
協働の推進

地域貢献活動の
大切さを認知する

自治基本条例等の
検討による市民の役割明確化と
参画・協働の業務内での位置づけ

②北上市の人口推移（国立社会保障・人口問題研究所 2008）

市民が積極的に
提案できる環境をつくる

市民・企業・行政の役割 行政と積極的に事業を行なうことで
分担、協働の整理
協働について理解を進める

平成 29 年度

市民活動
地域貢献活動の庁内認知の促進

市民参画による計画づくりの推進
地域市民活動団体
との協働で活動の質・
量を拡げる

自治基本条例、地域づくり組織条例
まちづくりの
協働推進条例の検討で
基本原則・体制の明確化
役割について、再検討、明確化

まちづくりへの参画
協働のさらなる促進
自発的な参画

①北上市内高齢化率（住所別）2012 年 4 月

行政

協働事業の体験を増やすことで
協働事業の幅を拡げる

総合計画のふりかえりや、市政に関する情報に
ふれることで「公共サービス」の理解を深める

事務事業の棚卸を行ない、民間が担えるものは、
積極的に連携して実施できている

市の政策や現状を把握し、総合計画に基づき
市民、行政が協働で実施可能な提案が行える

生まれ、防犯対策にも効果がありますし、緊急時でも迅速な対応

ら 16 地区の自治協議会が地域の公民館の指定管理を市から受託

ら、計画案を練り上げていく地区もあります。自分たちでできること

ます。現状施行されているまちづくり協働推進条例を発展させるか

ができるなど、仮設住宅の集会所に支援員が常駐することにはさま

し、
「交流センター」として地元雇用により運営をしてきました。つ

は自分たちでやり、道路や建物などの建設は行政の協働を仰ぐな

たちで ①基本理念・最高規範……自治基本条例

②まちづくり

ざまなメリットがあります。

まり、北上市やその住民は、仮設住宅支援事業に相当するノウハ

ど、16 地区それぞれが優先順位をつけて「地域計画」をつくって

活動・参画の定義……まちづくり協働推進条例

③地域コミュ

ウをすでにもっており、経験もしてきたということです。

市に提案し、市はそれを相対的に判断して、実施計画としてプラン

ニティ組織の定義……地域づくり組織条例
⑤議会基本条例 などが策定されました。

④住民投票条例

北上市では、市全体の総合計画のほかに、この 16 の地区が独

を考えるという流れになります。市民が主役のまちづくりが平成 13

•地域コミュニティ醸成……仮設住宅やその地域の住民が支

自に 5 ヶ年分の地域計画を立て、それぞれが計画的に地域づくり

年（2001 年）から始まって、10 年経過したあたりから、地域の

を進めてきました。北上市の総合計画の体系は、①将来像を見据

実情がリアルに浮き彫りにされるようになりました。実情が明らかに

動の推進の担保（自主的なまちづくりの推進に向けた機会・しくみ）

•安 心・安全の環境づくり……支援員の常駐で、いつでも

えた基本構造があり、②それに基づいた基本計画を立てて施策を

なれば、その課題も明らかになり、具体的なアクショとして起こすこ

／市民参画の位置づけ・方法の確立／市民との情報共有の具体

展開し、③事業として実施するというかたちになっています。これは

とができます。

的な方法／協働の推進にむけた方法・体制／市民提案制度の定

［仮設住宅支援員事業の特徴］

援員を担うことで地域コミュニティの醸成につながる。

相談できる環境が生まれ、不審者の排除や迅速な緊急時
対応が可能。

• 多様な協働による運営……行政、人材派遣会社、NPO が

どの市町村でもほぼ同じだと思いますが、北上市が特徴的なのは、
②の基本計画のなかに「地域計画」という項目があり、16 地区の

私は、各地区が「地域計画」をつくる際にもお手伝いをしていま
すが、そのときには、上①の高齢化率の図であったり、上②の人

2013 年（平成 25 年）に改正され、市民活動の定義および活

義、位置づけがなされ、まちづくり「活動」の定義・推進、市民
参画・協働提案のしくみがより具体的になりました。

連携して運営し、社会福祉協議会、警察、支援団体などと

自治会がそれぞれに掲げた計画が組み込まれているという点です。

口推移の図のようなデータを示しながら、いま自分たちが暮らしてい

予算に関しても、市の補助金だけに頼らず、県や国、民間団体か

る地域の問題を考えてもらうきっかけを与えます。現実的な地域の

が可能。

らも資金を得ながら、それぞれの地域が目指すべき将来像に向け

計画を考えるためには、こうした現実的な情報をまず知ってもらうこ

て、自立した活動を行なっています。

とが大事だと考えています。

公民館を交流センター化

北上市における 「まちづくり協働推進条例」

とです。北上市は、2006 年（平成 18 年）
から公民館を交流センター

情報共有することで、ムラ・モレのない支援体制性の構築
•自 治体間連携……震災により行政機能が低下した自治体
を他自治体が支え合うことで、責任を共有できる。

もうひとつのポイントは、地域の公民館を交流センター化にしたこ

「地域計画」には、その地区が描く将来像を実現するために解決
すべき課題だったり、具体的なアクションであったり、必要とされる

こうした条例をもって、地域づくりを応援しますよという体制をつ
くっているわけです。

平成 13 年に施行された市民が主役のまちづくりに関する総合計

として位置づけ、これまで教育委員会の管轄だった地域の公民館

こうした活動は、東日本大震災を受けて急きょ立ち上がった事業

くかと言えば、これも 16 地区それぞれの方法がとられています。自

画に伴って、
「まちづくり協働推進条例」も決まりました。この条例

の指定管理を市から受託し、16 地区の交流センターとして地元雇

ではなく、その基本体系は、平成 13 年（2001 年）からすでに、

治会長が中心となって草案を練り、自治会協議会でブラッシュアッ

には、協働のまちづくりに向けた理念・定義・役割分担とともに、

用により運営がなされています。生涯学習会や研修会など、文字ど

北上市の総合計画に組み込まれています。北上市は、2006 年か

プしていく地区もありますし、若いキーマンを中心に喧々囂々しなが

市民活動の推進、協働の推進にむけたしくみ・体制が示されてい

おり地域コミュニティの交流の場として活用されるようになりました。

北上市の総合計画とコミュニティの 「地域計画」
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協力先なども含まれてきます。「地域計画」をどのようにつくってい
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●

地域を良くしたいと考え行動する人材が配置されるようになったこと

しょうし、機動力を優先する場合は NPO のほうがいいかもし

で、地域の計画事業が推進され、地域づくりの力がどんどん高まっ

れない。お互いの特性を知っておくことで、それぞれの役割を

てきます。

活かし合うことが必要です。

北上市はこのように、すべての地域活動が 16 の単位で行なわれ

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

災害対応に不可避な
ハードとソフトの平準化

て支援に入ることができました。こうした事業を展開するときに要請
先に知っている人がいるかいないでは対応がまったく違ってきます。
2011 年の 5 月、岩手県の復興局生活再建課と雇用対策労働
室の職員とで、宮古市から陸前高田市までの被災地の状況をリサー

ています。地域づくりのバックボーンが確立し、ひとつの単位として

これまで私たちがやってきた協議は、その場で何かを決定すると

活動できる環境が整っていることは、自主防災組織をつくるときにも

いうのではなく、情報共有することで必要な団体が必要な団体と直

が見えてきました。調査から緊急雇用として考えられる具体的なメ

大変有効です。自主防災組織をつくるときの単位とコミュニティ政

接やりとりして調整するという方法をとってきました。会議ですべて

ニューリストをつくって被災地の自治体に提案したところ、やりたい

チしまして、経済を循環させるための環境づくりが急務であること

策の単位がばらばらな自治体は少なくありませんが、北上市の場合

を決めずに、一度責任を外してフランクな立場で情報共有すること

のは山々だが現状のマンパワーでは対応しきれないということから、

は、それらもすべて同じ単位の 16 地区で行なうことで、意思決定

を優先すると、新しい協働活動が生まれたり、より強いパートナー

北上市がその事務を肩代わりすることになったわけです。それがで

がスムースになりますし、情報伝達も的確。住民からの意見の反映

シップが生まれてくると感じています。

もスムースになります。命令系統や情報共有の単位が同じことのメ

被災地の復興はまだ続きますが、現在の問題としては、たとえば

リットは大きい。結局、何か事が起こったときに、どこの誰の指示

大船渡市の仮設住宅であれば、そこからの退去が始まってコミュニ

に従えばいいのか、自分はどこに行けばいいのか、あいまいなとこ

ティのキーパーソンであった人材がどんどん抜けていく。そうした変

ろがありません。

化に応じて、また性質の違ったサポートが必要になってきます。そう
したときにも地域の方の力で解決できることの割合を高めていくこと

地域力を高めることは決断力を高めること

が大事です。それが今後につながっていくだろうと考えています。

沿岸の仮設住宅支援でも、外から来る人ではなく、地域を良くす

討論［2］

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

や大槌町の自治体間のつながりが大きかったと思います。
物資の支援に関しては、地元のコミュニティにどこまでお願いでき
るかという問題があります。当時はそのあたりが不明確でしたので、

効果的な支援のために必要な関係づくり

私たちのほうでフルスペックでの提供を試みようとした分、負担と手

秋冨：これまでの講演を受けて、討論に入ります。ご質問・ご意

間が増えてしまいました。これは私たちの反省でもありますが、支

見のある方はいらっしゃいますか。

援先のコミュニティにここからは任せてもいいという線引きが早くか

高松秀一：菊池広人のお話、大変参考になりました。北上市の総

らできていれば、物資提供も効率的にできたと思います。

合計画の体系図のなかに地域計画が組み込まれていましたが、一

ることを考えて、そのために時間を使える人を配置したほうが効果

きたのも、岩手県と沿岸市町村とのつながり、北上市と大船渡市

秋冨：同じ地域に調査に入って、在宅避難者も含めて守ってくれて

が期待できますし、その後のコミュニティの力も大きく変わってきま

般的に県の総合計画は、草案的なものを県サイドがつくるケースが

いたのが NPO 団体でした。そうしたことを全体的に把握できるしく

す。地域力を高めることは、地域のなかの決断力を高めることにつ

多いと思います。北上市の地域計画の草案、
もっとも最初の部分は、

みがあったらいいと思うのですが、それもこれからの課題ですね。

どなたがおつくりなるのですか（岩手県総務部総合防災室）

紺野由夫：震災時は私もずいぶん仮設住宅を回りましたが、なぜ

ながります。課題解決力を高められることは、災害対応のなかでも
重要だと思います。自治が力をもつと要望ばかりが出てくるかといえ
ば、そういうものでもありません。しっかりした正確な情報があれば、
意思決定の質はどんどん上がっていきますし、パフォーマンスのレ
ベルも上げることができます。そのための情報を提供することも、私
たち中間支援となる NPO の役割かと考えています。
北上市と大船渡市は、国道 107 号線の連携軸があって、もとも
と行政同士でやりとりが重ねられていました。北上市の職員が大船
渡市役所で働いたり、大船渡の職員が北上市役所で働いたりといっ
たことも頻繁に行なわれてきました。災害対応にはそうした行政同
士のそもそもの関係が大変重要です。行政と地域、NPO と地域の
関係を平時から強化しておけば、災害時の連携はよりうまくいきま
す。こうしたことは、この 5 年間の支援活動をつうじて、身をもって
実感していることでもあります。
今回、沿岸や内陸で活動してきて感じたことは、次の 3 つです。
○責任の共有化

•パ
 ートナーシップを組むときには、責任を共有しておくほうが
お互いいい仕事ができるということ。

○役割の明確化

• 自治会や自治防災組織の役割を明確化することで、自分の役
割を把握できるだけではなく、ほかの人の役割も理解でき責任

もシェアできます。役割が生まれるとその間にスキマが必ず生
まれてきますが、それをお互いサポートしあえます。
○行政と NPO の役割分担

•行政は機会の浸透は得意ですが、NPO はニーズへの浸透が

得意です。たとえば物資を支援地にもっていくときに、どちら

が対応すればいいのか。明確な責任が生じる場合は行政で
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菊池広人氏の提言
［1］
「自治力」が防災・減災の要
「 補完の原則」がしっかり機能することで、それぞれの
支援は、最大効果をあげられる。

［2］地域コミュニティの課題解決力をあげる
平 時から地域の資源、課題を見つけ、よりよい地域の実

現に向け、改善・活用を行なうことで、
「地域の現状共有」

「課題解決手法の習得」「住民ネットワークの構築」につ
ながり、
「地域の課題解決力」が向上する。

［3］
「地域コミュニティ」の役割の明確化

自 治会、自治防災組織の役割を明確化、さらに時系列で
整理するとともに、市町村そして個人の役割との関係性
を整理することによって、効果的な活動につながる。

［4］責任の共有化

緊急時、そして平時においても、
「役割」は分担しても「責
任」は地域、行政が互いにもちあい、協働で地域づくり
を行なうことによって、緊急時での何らかの機能欠損や

不慮の事故があった場合にも影響を最低限にすることが
できる。

［5］
「地域コミュニティ」の定義の共有
自治会、自主防災組織をはじめ、地域のさまざまな役員、

機能を「同じコミュニティの区割り」で行なうことで、
地域内の機能連携は進めやすい。そのためにも地域コミュ

ニティの役割、単位、機能などの「定義」とその活動を

推進するためのしくみを構築しておくことが必要である。

菊池広人：北上市に関しては、すべて地域の人につくってもらって

行政が地域のニーズを把握できないのかという問題があります。職

います。地域計画のなかで将来ビジョンをつくってください。北上

員が直接行けない事情もありますが、他県からの派遣職員に出向い

市のほうから、
「現状の課題をまとめてください」
「課題についての

てもらってもあまり効果は期待できない。ことばも違うものですから

政策案をつくってください」
「目標を達成するための事業をつくってく

警戒心をもたれてしまうんですね。そういうことからも地元の NPO

ださい」
「その事業のなかで、自分たちでできること、協働でやるこ

の活動は有効だと思います。岩手県の被災地では、支援に入った

とと、お願いすることを決めてください」といったことを投げかけて、

NPO の事件がありましたが、
あれは藁にもすがる思いで任せてしまっ

それを〆切までにあげてもらいます。その草案をつくるために、ワー

たことが最大の原因かと思います。NPO の支援を受けるためには、

クショップでやるところもあれば、自治会長が基本的な草案をつくり

地元の NPO を介して、信頼性のあるとことに担保していただくとい

住民の意見とすり合わせいく地区もあります。そうした方法はすべて

いと思います。
（岩手県政策地域部市町村課）

各地区に任せられています。私たちは、
その精度を高めるためのワー
クショップのお手伝いもしています。北上市の総合計画の構想や目
標値は市民会議でも検討さえていますので、そうしたところに参加し
てノウハウを学んでもらうこともしています。

帰宅困難者のための支援をどうするか。

瀬川典久：東日本大震災のとき、私の研究室で東京から出張中の

方がいました。そうした仕事や観光などでたまたま外から来ている

瀬川典久：NPO による支援のなかで、宮古市やほかの地域があり

間に災害にあった人たちをどうケアしていくかも考える必要があると

ませんでしたが、
そうしたばらつきがあるのはどうしてでしょうか。
（岩

思います。（岩手県立大学ソフトウェア情報学部）

手県立大学ソフトウェア情報学部）

菊池：発災当時、私は自分以外ほぼ地域外の人という避難所で対

菊池：宮古市の仮設住宅に関しては、地元の社会福祉協議会が

応していました。そのときは「災難だったけれど北上にまた来てね」

効果的に支援を実施していました。コミュニティもそれなりにありま

というスタンスで避難所を運営していました。ホテルが泊まれなくな

したので、社協を中心に活動が展開されていたようです。岩手県

るという経験は始めてですし、そこにたまたまいた方に何かを求める

のまちづくり中間支援団体に関していえば、専用のスタッフがいる

ことはあまりできないと思います。同じようにアイーナ（いわて県民

NPO 団体はほぼ内陸のみというのが現状です。宮古市でも NPO

情報交流センター）では 1,000 人近い方がそこに取り残されてしま

が立ち上がったのですが、なくなったりまた立ち上がったりを繰り

い、食べものの備蓄もありませんでした。そうした帰宅困難者や出

返しています。沿岸と内陸、地域間の格差の問題はどうしてもあり、

張者、観光客などのフォローは考えなければなりません。

これは私たちの検討事項でもあります。

紺野由夫：現在、地域防災計画の見直しを担当しておりまして、そ

大船渡市と大槌町の仮設住宅支援事業が実現できたのは、北

のなかで問題になったのが指定避難所でした。北上市は 16 地区

上市と大船渡市・大槌町との間にもともとオフィシャルな関係があっ

の公民館がその第一次避難所になりますが、これは地域住民対象

て連携が築かれていたことが大きく、私たちも北上市の要請を受け

です。帰宅困難者には、帰宅困難者専用の避難所も必要です。そ
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●

こにも市の担当者が発災と同時に入って対応する必要がある。どこ

の連携がなくなるというのが、私がもっとも危惧しているところです。

の市町村も、帰宅困難者のことはあまり考えてこなかったと思いま

これは医療対応においても同じです。

すが、今後見直しされるべきことだと思います。（岩手県政策地域
部市町村課）
高松秀一：災害に備えるためには、自助と共助、そして公助が大

災害対策のためには行政と自衛隊との連携も不可避

秋冨：村田先生にお伺いします。岩手県の場合、支援物資の対応

事ですが、観光や仕事先で被災した場合は、共助の立場から助

で一番の問題となったのは医療資材についてでした。花巻 SCU に

け合うことが必要なります。その共助の意識を発憤させるためには、

は山のような薬剤がコンテナで届けられましたが、それをどのように

やはり自助がしっかりできていないといけない。防災意識、災害に

被災地に届けるか、私たちのほうで術をもっていませんでした。医

対する意識を個人個人でもってもらえるよう、私たちが常日頃から

薬品に関して、四国ではどのような流れが考えられますか。

働きかけていかなければなりません。それが、万が一被害に遭わ

村田厚夫：四国には医療機関が多く、それぞれそう多くは備蓄し

れた方がいても、それぞれが助け合うことにつながっていくと思いま

ていませんが、今の段階ではある程度の医薬品は流通備蓄で対応

す。
（岩手県総務部総合防災室）

できると考えています。どんな災害がくるかわかりませんが、阪神・
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ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

5

開催日：2014 年 1 月 16 日 13:00-18:00
会場：メトロポリタン盛岡（岩手県盛岡市）

淡路大震災のときのことをふりかえっても、近くには医療物資がそ
災害対策のためのハード ・ ソフトに不可避な平準化

れなりにあった。問題はそれをどう流通させるかです。四国の場合

秋冨：谷田健吾先生からロジスティックス拠点についてのお話があ

はヘリで搬送することになりますから、どうしても自衛隊や警察に支

りましたが、この事業は本来であれば国が総合的にやらなければな

援を仰ぐことになります。
（高知医療センター・救命救急センター長）

らないことです。それを日本赤十字社が進めているわけですが、ひ

紺野由夫：本日お伝えした「市町村課災害発生時行動マニュアル」

とつの拠点をつくるのにどれくらいの費用がかかるものですか。
谷田健吾：日本赤十字社のロジスティックス拠点は、新しく建物を

をなぜあえて総合防災計画のなかに位置づけ、災害対策本部の命

令系統の下に置いたかというと、東日本大震災レベルの災害では、

建てているわけではなくて、既存の倉庫や病院が移転した後のビル

自衛隊の協力なしには到底対応できず、自衛隊の機動力を前提に考

などを活かしていますので建築費がかかりません。ただ、そこに仮

えているためです。非常事態を把握するためには、自衛隊の車両や

眠室やシャワールームなどを設けることになれば、改築するための

ヘリの利用が不可避ですから。
（岩手県政策地域部市町村課）

費用はかかります。また、拠点の目的を果たすためにネット環境を

村田：高知県でも統括 DMAT や災害医療コーディネーター、各

整えたり、基地で使う毛布や緊急セットなどの保管、チームが休息

機関のリエゾンが災害対策本部の中に入って、本部が全体の活動

するための設備が必要です。具体的な費用については、ここでは発

をコーディネートします。ドクターヘリに関して言えば、その運用を

言を差し控えますが。（日本赤十字社 事務局 救護・福祉部）

調整するのも県災害対策本部です。ただヘリの燃料は高知県で補

菊池：拠点について言えば、北上市の防災計画の見直し前は、避

給できませんので、すべての機体を松山空港に集め、その情報を

難拠点が小学校だったり、公民館だったり、関連施設であったりと

把握しつつ、どこにどの部隊を何チーム送ってほしいと指示を出すこ

ばらばらでした。それが何か事があると、地域の皆さん交流センター

とになります。空路搬送はいずれも自衛隊機に頼ることになりますの

に集まってくるので、すべての拠点を交流センターにすることになっ

で、日頃から自衛隊とまめに打ち合わせしていないといけないので

たわけです。そういう意味でも、拠点の機能として、地域間でばら

すが、行政はそこにあまり積極的ではないようです。

ばらなのではなく「ここに行けばこれがある。あの情報を得られる」

秋冨：これまで見聞きしてきたなかでも、岩手県はもっとも前向き

といった備蓄物資や情報の統一性、共通化があればいい。サービ

に自衛隊との連携に取り組んでいる県だと思いますし、災害医療に

スエリアの拠点にはこういう機能がある、道の駅の拠点こういう機

ついてこれだけ熱心な自治体は全国でもそうありません。

能があるといった具合に平準化されれば、知らない先で災害に遭っ

澤田努：高知医療センターで村田先生と仕事をしております澤田で

ても、土地勘がなくても支援を受けることができますし、これまでの

す。南海トラフ地震への対策として、先日は海上自衛隊で海からの

さまざまな問題や煩雑さも解消されるように思います。

支援について協議してきました。広島県の呉には大型の輸送船が

谷田：NEXCO 東日本が進めているロジスティックス拠点をはじめ、

何隻もありますが、これを出航させるとなったら準備に半日かかり、

いろいろな機関がこうした施設をつくろうとしています。問題はそれ

土佐湾に到着するまで半日かかる。到着してもすぐには上陸できま

が横並びにならず、結局無規格のまま独自の施設になるということ

せん。津波によるがれきがあると考えられるためです。また、こうし

です。その施設が何のために必要なのかを関係者同士ですり合わ

た輸送船は最新鋭であるにも拘わらず、通信機能が脆弱で緊急時

せしないと、本来目指すことが実現できなくなってしまいます。

には使えそうにありません。写真 1 枚送ると通信が止まってしまうと

NEXCO 東日本の事業などは、国がもっと積極的に関与し

聞き驚きました。つまり、大地震が発生した場合、高知県は丸一

てきて「いざというときにはこういう目的で使うから、こういう整

日まったくの空白地帯になるということです。そういうことからも、自

備にする」といったかたちで進めてもいいのかと思うのですが、

衛隊との連携、JAXA の衛生による通信機能は平時からしっかり

NEXCO 東日本に聞くとあまり国には入ってきてもらいたくないらし

準備・確保しておく必要があります。本日の皆さんの講義を聞いて、

い。各機関で災害対応が進むのはいいことですが、それがまちまち

そのことを改めて思い知らされました。（高知県健康政策部医療政

ばらばらで、結局はひとつの企業の系統でしかなくなってしまう。横

策・医師確保課）
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【研究説明】

「ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム」の目的と概要
岩手医科大学医学部救急医学講座

秋冨 慎司
【講演 1】

「災害復興法学」のすすめ ─４万件のリーガル・データに基づく公共政策と危機管理の新デザイン─
弁護士／元内閣府上席政策調査員

岡本 正

【講演 2】

「標準化」による「組織化コストの削減」について
元海上保安庁／国際海事機関

小池 貞利
【講演 3】

消防士の視点から─ロジスティックス能力育成のためのトレーニングポイント
総務省消防庁 国民保護 ･ 防災部 防災課 防災情報室

松崎 祐一
【講演 4】

日本赤十字社の救護活動を通じた 3.11 の教訓
日本赤十字社 救護 ･ 福祉部 救護課

白土 直樹
【講演 5】

ISO22320（緊急事態管理）と ICS（インシデントコマンドシステム）
一般社団法人 日本レジリエンス協会

黄野 吉博
【講演 6】

高度情報社会の環境を防災 ･ 減災に生かすために—東日本大震災の経験から—
明星大学 人文学部

天野 徹

【講演 7】

ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラムへの展開
─ナホトカ号重油流出事故と東日本大震災の教訓から─
立正大学 地球環境学

後藤 真太郎

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

災害直後［3］災害後 72 時間。そして［4］避難したあとの避難

「災害復興法学」のすすめ
開催日：2014 年 1 月 16 日 13:00-18:00
会

場：メトロポリタン盛岡（岩手県盛岡市）

「ロジスティックス能力の育成の
ためのトレーニングプログラム」の
目的と概要

◎ 本サブプロジェクトは、阪神・淡路大震災、東日本大震災を

はじめとする過去の地震災害での経験・教訓をもとに、高い

災害回復力（レジリエンス）をもつ社会の実現を研究の全体

所や仮設住宅。さらにその後につづく［5］長い復旧・復興のフェー
ズがあります。

４万件のリーガル・データに基づく
公共政策と危機管理の新デザイン

こうした災害時の主人公は被災者、つまり人であるというところが
もっとも重要です。下図の青い部分までは時間単位の経過となりま
すが、黄色やオレンジの部分になると、災害の規模によっては大変

目標とする。

◎ 具体的には、日本全国の防災研究者の叡智を集め、他のサ

長くなる場合があります。現に東日本大震災では、今なお収束して

ブプロジェクトと協働しつつ、防災担当者の災害対応能力と

講演［1］

いないさまざまな問題がありますし、明日 1 月 17 日で阪神・淡路

弁護士／元内閣府上席政策調査員

大震災から 19 年になりますが、あの震災ですら、本当に復興でき

供手法とトレーニング手法について提案することを達成目的

岡本 正

ているかといえば、まだ議論されるべきことが多く残っています。

一般市民の「防災リテラシー」の向上のための、災害情報提
とする。

東日本大震災無料法律相談活動で浮き彫りになったこと

我々弁護士は、東日本大震災が発生して 1 週間経ったころから

［研究説明］

岩手医科大学救急医学講座

秋冨 慎司

［2］防災リテラシーの育成方策に関する研究

「防災リテラシーの育成方策に関する研究」の要点は、防災に

関する問題解決能力にあります。リテラシーというのは、読み書

被災地の避難所を巡り、仮設住宅ができて以降はそこをまわりなが
秋冨慎司：講演［1］として、弁護士の岡本正先生にお話をお願

援や防災危機管理分野での公益活動を行なってこられました。東

でした。東京だけでなく、日本全国から何百人という弁護士が参加

ればなりません。具体的にいいますと、災害に対応する防災担当

日本大震災をはさむ 2009 年から 2011 年まで、内閣府に出向さ

し、いまでも定期的に相談を受けておりますし、地元の弁護士さん
たちは、現在もなお被災者と向き合っております。

者と一般市民の双方が正しい状況認識をもつこと。これがとても

れた経験もあります。現在は慶應義塾大学や中央大学で「災害復

重要なのですが、今回の震災ではなかなか実現できませんでし

興法学」の講座を創設し、法律家の立場から、震災の教訓と復興

ます。最初にこのプロジェクトの概要についてご説明いたします。こ

た。防災担当者同士でさえも、気持ちの違い・意見の相違があり、

への経験を未来へ伝承する活動も展開されています。

の検討会は、文部科学省委託研究「都市の脆弱性が引き起こす

人を助けなければいけない・人を支援しなければいけないという

激甚災害の軽減化プロジェクト」のサブプロ③として、「都市災害

考えは一緒ですが、方法が違った方向に向かってしまったことも

における災害対応能力の向上方策に関する調査 ･ 研究」を提案し

ありました。

［1］目的

テラス）と一緒に活動してきましたが、ほとんどが手弁当での活動

きする能力のこと。防災に関するリテラシー能力を身につけなけ

秋冨慎司：本日はお忙しいなかお集まりいただきありがとうござい

開発していく検討委員会です。

ら、無料の法律相談を行なってきました。日本司法支援センター（法

いしております。岡本先生は、東日本大震災時以降、災害復興支

その時我々が現場で痛感したのは、やはりなんといっても、被災
者に必要な情報が伝わっていないということでした。緊急事態の対
応として、もちろん政府は各政策を打ち立てその情報を発信しまし
たし、NPO 関係者もさまざまないい政策を提案しています。当然、

平常時・災害時・生活再建時のフェーズの変化

岡本正：弁護士の岡本と申します。東京で 10 年弁護士をやってお

自治体もそうした情報を受けて一所懸命説明をしているのですが、

ります。今回の東日本大震災では、私を含めた弁護士や日本弁護

ではそれが被災者に正しく伝わっているかといえば、現実は難しい

できる対処法を準備しておく必要があります。そのためにはトレー

士連合会（以下：日弁連）が被災者の災害無料法律相談を行な

ものでした。

ニングが必要になります。科学的根拠に基づく対処法をシナリオ

いまして、その生の声をすべてまとめた『東日本大震災無料法律相

こうした行き違いをなくすためにも、効果的な災害対応を実現

被災者が避難所までたどり着き救命されたというところまでは、

私たちは、阪神・淡路大震災、東日本大震災をはじめとする過

という形で体系的に整理し、総合的地震災害のシナリオを構築し

談事例集』を作りました。2013 年の 3 月にようやくできあがりまし

弁護士の出番はあまりありません。発災からその直後までは、消防

去の大きな地震災害での経験・教訓を未来につなげなければな

て、トレーニングにつなげていくことができればと考えています。

たが、ここには 1,000 件の相談事例が載っております。こちらもな

や自衛隊、医療関係者に委ねるところですが、今回の調査で浮き

りません。都市直下型や南海トラフ巨大地震、西日本大震災とい
われる巨大地震の発生が予測されています。今回被災した東北
三県において、自衛隊の約半分の労力を使い、全国・全世界か

［3］防災リテラシーハブの構築の重要性

んらかのかたちで皆さまのお役に立てるのではないかと思いお配りし

彫りになったのは、その後。命が助かったら、あとは黙って待って

ております。

いれば自動的に何かが始まるかといえばそうではありません。避難

今回の震災で展開された後方支援、自衛隊による支援のよう

本日、どのようなことをお話しすべきかいろいろ考えてまいりました

所や仮設住宅にいる被災者は、いったい何を欲しているか。端的

ら支援をいただきながらなんとか乗りきってきました。今回の大

に、大規模広域地震災害に対する効果的な災害対応に必要とな

が、まず始めに 2011 年 3 月に発災した東日本大震災の時間的な

に言えば、被災者は情報を欲している。具体的には、誰がどこに

震災で皆さまが行なわれたさまざまな災害対応を、今後の教訓と

る基本的な対処法について、災害時ロジスティック能力を科学的

経緯からお話しいたします。皆さまもすでにご存じと思いますが、今

いるかという安否情報だったり、支援物資だったり、物理的なイン

なる形で共有し、広く発信していくこと。特に教訓をもとに、防

根拠に基づくシナリオという形で体系的に整理し、共通の認識を

回のような未曾有の大災害では、下図に示すように、
［1］災害前［2］

フラ情報など。そうしたなかで、我々弁護士がもっとも問いかけら

災リテラシー、つまり災害・防災のための対応能力として提言し、

もって総合的地震災害システムを構築できればと考えます。それ

特に地方行政の方々を中心とした防災トレーニングプログラムとし

らのシナリオを、防災リテラシーハブのような形にしてインターネッ

て形作っていくという研究を進めています。

トサイト上で体系的に公開し、研修・訓練プログラムの教材とし

この分科会でご報告・ご提案いただいたさまざまな事例や、皆

て幅広い活用を促すことによって、すべての組織や機能がいろい

さまの貴重なお知恵や教訓を、全国へ、そして世界へと展開し

ろなところでつながりあうことができ、また実際に被災地へ災害

てきたいと考えています。災害を受けても復旧・復興できる社会

支援する場合でも、普段から訓練で使用しているリテラシーハブ

基盤をつくるためにも、今後未来につなげていくべき教訓がある

のシステムを使って効果的な活動ができる共有の場を設け、問題

だろうと思いますが、これがまだ充分に要約できていないのが現

を解決していきたいと考えます。

状です。そのためにまず大切なことは、問題を抽出することです。
皆さんも経験されたように、今回は想定外のさまざまな問題が露
呈しました。それを一旦すべて洗い出さなければなりません。そ
してできなかったこと・できたこと・未来につなげることをまとめ、

［災害発生時からのフェーズの変化］

［準備］

防災マップ
地域連携

要援護者リスト
防災意識
判断能力

［災害直後］

自分の身を守る

津波から避難する
火災から逃れる

［72 時間］
サバイバル
安否確認

自助・共助

［避難所運営・仮

設住宅・生活再建］
各種支援制度
制度の通知等
災害法制相談

「助け合う知識」

［復旧・復興］
各種制度
災害法制
立法提言
運用改善

「再建の知識」

トレーニングできる形にして提供していきたいと考えています。
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●

れた一番の関心事は「私はいったい何をすればいいでしょうか」と

思います。そうしたところを厳しく指摘しながら、同時に我々弁護士

いうことでした。

はいったい何を残していくべきか。何を教訓とすべきかというところ

被災者の方々は「これから自分はいったい何をしたらいいか」─
─それさえもわからないのです。とにかく命は助かったけれど仕事が

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

が、今回のテーマであり、ようやくここからが現在私が進めておりま
す「災害復興法学」という取り組みの話になります。

ない。親しい人は亡くなってしまった……そうしたなかで自分は何が
できますかというのが、被災者の方々が抱えている問題でした。確
かに発災直後は、相続の話やお金の話がいきなり出てくるものでは

被災地リーガル・ニーズの視覚化で浮き彫りになったこと

日弁連は、被災地の現場でいろいろ動きながら無料法律相談を

ないのですね。生命を維持するための 72 時間、あるいはその直前

行ない、さまざまな方のニーズを集めていきました。私が責任者と

までに必要なインフラ整備は当然の大前提です。そのための防災教

なってデータベース化したものは全部で 40,396 件。日弁連「東日

育は必須ですし、それは我が国では最先端ともいえるレベルでいま

本大震災無料法律相談情報分析結果」
（第 5 次分析）として公表

も進化しています。そのためのさまざまな検討もなされています。

しています。これらの情報をまとめてわかったことは、
津波被害のあっ

もちろんそれは大事なことなのですが、被災者というところに着目

た地域、地震の被害が大きかった地域、また仙台のような都心と

すると、自宅にいて被災した人、あるいは障害をおっている人、避

沿岸部とでは、ニーズがまったく異なるということでした。同じ沿岸

難所に避難した人たちが置かれたそれぞれの境遇のなかで、どうい

部でも、福島と宮城、岩手では違います。

うことができるのか。そうした被災者に対して国はどのような制度を

現在、私は慶応義塾大学や中央大学の客員教授として「災害

用意しているのか。待っていれば、市町村はそうした制度を始めて

復興法学」という講座をもたせてもらっていますが、そこでは我々

くれるのか。被災者の皆さんが、そういう疑問をもっていましたが、

弁護士が東日本大震災の無料法律相談で得たデータに基づきなが

事実それが早急に実施されたわけではありませんでした。

ら提案してきたさまざまな政策の立法の過程を学生たちと一緒に追
体験しようということがテーマになっています。ここで大事なことは、

被災者生活再建支援制度を知っていた自治体はごくわずか

そもそもその当時「罹災証明」ということばを知っていた自治体

の職員はほぼ皆無でした。それは当時、被災地を支援していた弁

災害時に知っておくべき防災に関わる法制度の知識です。それがい
かに円滑に事を進められるかにもつながっていきます。
たとえば、災害救助法にはもともと一般の基準があるのですが、

護士たちも皆述べていたことです。そして我々弁護士の多くも知りま

それとは別に特別の基準も用意されていて、それを駆使すれば今回

せんでした。被災者生活再建支援制度は、いまでこそ誰もが知る

もっと多くの有用な対策をとれたはずでした。そのことはこれまでに

制度になりつつありますが、当時それを理解している人や行政はほ

もさまざまなところで指摘されていますし、我々も提言してきました。

津波型（T 型）リーガル・ニーズモデル : 津波による集落の壊滅的被害【女川町】

都市地震型（C 型）リーガル・ニーズモデル : 非沿岸都市部の地震被害【仙台市青葉区】

支援金の問題です。さらに相続が多い。そして原子力発電所事故

この地域は根こそぎ被害に遭っていますので、具体的にどういう支

の相談などが主な内容でした。

援があるのか、亡くなった方についての相談がきわめて多いことが
わかります。［津波型（T 型）リーガル・ニーズモデル］

［無料法律相談の代表例］

•不動産賃貸借（借家）の相談
•工作物責任・相隣関係の相談

［都市地震型（C 型）リーガル・ニーズモデル］

女川町と対照的なのが仙台市青葉区です。この地域は津波の被

•住宅等のローンの相談

害はありませんでしたが、震度 6 度強の揺れによって壁が崩れたり

•相続・行方不明等の相談

動産関係の相談が多くなります。オフィスもたくさんありますから賃

•震災関連法令（行政支援情報）の相談

屋根瓦が落ちたりなど、住宅に甚大な被害がありました。自ずと不

•原子力発電所事故等の相談

貸借の相談がもっとも多い（33.5%）
。さらに工作物責任といって、

［津波型（T 型）リーガル・ニーズモデル］

隣接する住宅の崩壊などで自宅が壊れたケースの相談（15.6%）
があります。さらに親族関係が亡くなった相談も多い（7.6%）
。こ

とんどいないはずです。知っていたとしても、それを住民にわかりや

ただこうした提案は、日頃から法制度知識を身につけていないとで

これら 6 つのカテゴリーを念頭に、各地でこうした問題がどれく

れほど如実に沿岸部と内陸部とでは状況が違うわけです。さらに陸

すく説明できる人はいませんでした。自宅が壊れたら 100 万円もら

きないし、一般の自治体ではマンパワー的にも難しいところだと思い

らい異なるかを比較すると、その差異がお分かりいただけると思い

前高田市や石巻市などを見ていくと、また別の傾向があることが浮

えること、亡くなった方がいれば、500 万円の災害弔慰金が支給

ます。我々弁護士にしても、しっかりとした法制度の知識をもってい

ます。たとえば宮城県の女川町。この地域でもっとも多かった相談

き彫りになってきます。

されること、金融機関に連絡をすればとりあえずローンが止められ

る者は多くありません。しかしなんらかのかたちで知識をもっていれ

は、遺言・相続について（25%）でした。この地域では死者率が

ることなど、私たちですら知らなかった。我々弁護士も被災者の方々

ば、無用な混乱を避けられたり、希望を与える情報を皆さんに与え

8%。全人口の 8%の方が亡くなっています。次いで震災関連法令

と向き合うことによって、そうしたことを理解し始めたわけです。

たり、皆さんと共有して新しいものをつくっていけると思います。

被災者にとってのさまざまな情報が日々氾濫していくなかで、それ
らの情報を整理して伝えることが私たちの役割であり、これは我々
の得意分野でもあります。たとえば「あなたの場合はこういう被害

東日本大震災ではどんな法律相談が寄せられたのか

我々弁護士が被災地の現場でいろいろ動きながら無料相談を行

ですから、国のこういう支援メニューを活用すれば絶望することはあ

ない、耳を傾けてきた 40,000 件余の声について、ここで少しその

りません」といったことを伝えられる。そういうことをまったく知らず

内容をご説明いたします。

に避難所に置かれ孤立してしまった被災者と、情報を知っている被
災者との差は極めて大きい。いますぐ何かしてあげられなくても、そ
ういう知識をもっているか否かで、被災者の心情的なところはかな
り違ってくるはずです。
また、仮設住宅における災害救助法に基づくさまざまな支援につ
いては、一日あたりの食費とか、現物で支給される学用品とか、あ
るいはいくらまでの金額でプレハブの仮設住宅が建てられるかなど、

［リーガル・ニーズの視覚化］

陸前高田市では人口の 7%以上の方が亡くなっていることもあり、

門知識が必要ということもあり、弁護士がフォローしないと情報とし

遺言・相続の相談（37.2%）、震災関連法令（22.8%）
、住宅・車・

て充分に伝わらなかったことから相談件数が多くなっています。一

船などのローン・リース相談（13.7%）の相談率が高くなっています。

方、
ローンやリースなど金融契約に関する相談は 8%となっています。

都市津波型（A 型）リーガル・ニーズモデル①
津波による都市部広範地域の壊滅的被害【陸前高田市】

都市津波型（A 型）リーガル・ニーズモデル②
津波による都市・高人口密度地域の壊滅的被害【石巻市】

•地域ごとの明確な差異

•時間経過による顕著な変化

•地域と時期に応じた支援制度の展開
当然ながら地域や時間の経過によってニーズは変化していきます。

国があらかじめ設定した基準があります。発災直後、厚生労働省

具体的にどのような相談があったかといいますと、たとえば、不動

はこれを柔軟に解釈して特別基準をつくってもいいという通知を出し

産賃貸借の相談、工作物責任の相談、お隣の家の屋根が崩れて

ているのですが、おそらくこれを使いこなした自治体はありません。

自宅の壁が壊れたといった相談ですね。また、いわゆる二重ローン

自主的に支援を行ない、有用な制度の先鞭をつけニーズを起こした

など金融に関すること。それから震災関連の法令の相談。先ほど

ところはありますが、従来の法律を駆使して対応したところはないと

申し上げた被災者生活再建支援制度や災害弔慰金、仮設住宅の

184

（22.4%）。これは行政の窓口で直接たずねてもいいのですが、専

［都市津波型（A 型）リーガル・ニーズモデル①］
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

相続放棄熟慮期間延長という法改正がなされました。また、仙台

［都市津波型（A 型）リーガル・ニーズモデル②］

一方、石巻市は、都市であり沿岸部であり、漁村でありと、南

の弁護士会では震災 ADR（裁判外紛争解決手続き）の解決シス

三陸リアス式海岸の特徴をすべてもっているようなところですが、こ

テムを裁判外で開設しています。なぜなら、被災地では賃貸に関

の地域では前ページ下右図のように、不動産賃貸借・借家の相談

する相談が引きも切らず収まらなかったためです。裁判所に相談す

（18.1%）、住宅・車・船のローン・リースの相談（10.1%）
、震

る時間がないことから、それなら自分たちでやろうということになり、

災関連法令（18.5%）、遺言・相続（19.6%）と、さまざまな問

いまも弁護士会が無料で震災 ADR を続けて事件を解決していま

題が同様に多く寄せられています。石巻市にはすべての被災がある

す。私の授業でも、このように地域ごとや時系列による分析を重ね

と言われていますが、それはこうした相談内容を見てもうかがえます。

ながらこの 3 年間に立法された政策について講義しています。

こうしたデータを示しながら、二重ローンの制度や相続のための支
援制度など、さまざまな政策提言や分析を行ないつつ政府と折衝
を重ね、実際にいくつかの法律が制定されました。

情報提供ルートの複線化

188 ページ上図に示すように、問題解決の糸口は、震災関連の

下図のように、被災地モデルを都市地震型（C 型）
・津波型（T

情報をいかに被災者に届けるかということに帰着します。たとえば、

時間経過によるリーガルニーズの差異 相続・行方不明者の相談【岩手】

時間経過によるリーガルニーズの差異
建物賃貸借契約等【宮城】相隣関係・工作物責任等【宮城】

型）・都市津波型（A 型）と分けてみますと、陸前高田市や石巻

金融庁の号令を受けて、日本銀行や金融機関、保険会社は、支

市のようにすべてのニーズが集約されている地域と、女川町のよう

払いの猶予をするように、ローンは止めるように、場合によっ

今回の震災では、たとえば厚生労働省だけでも、2011 年 8

家が目にしたときくらいにしか外に出てこないということに

に漁村型の集落が壊滅してしまったところ、首都直下などもこれに

ては制度を使って免除するようにと大号令をかけていたのです

月までの間に 600 件の通知を出しています。文部科学省は数

なってしまいます。国の発信する情報に関するポータルサイト

あてはまるかと思いますが、仙台市のように地震だけの被害が顕著

が、
号令をかければすべての機関が必ずそれに従うかといえば、

百件。全部合わせれば、1 年間で 2,000 通の震災に関する特例

がないというのは大きな課題です。これをどうやって克服すれ

に表れるところとでは問題が異なり、そのため政策も異なってきます。

そうではありません。

のお知らせが出ています。この数値も、ホームページで一元検

ばいいか。この解を私はまだ得ておりませんので、今日は課題

また、そうした情報をニュースで流し、ちらしをつくって配

索できないので概数でしかありません。企業が発信する情報も

だけ提示させていただきます。なんとかして有用な解決策を見

40,000 件のデータから何かわかるか

りさえすれば、被災者がそれを受けて窓口に自ら赴き、その手

同様でした。そのなかには先ほど申し上げたように、仮設住宅

いだしたいと考えています。

続きをとるかといったらそういうものでもない。もしそれが可

はプレハブでなくてもいいといった通知もありますし、医療費
免除について、ローンの猶予や免除に関する通知もあります。 『災害復興法学』の創設と展開

こうした調査と分析によって、物理的なインフラの課題だけでなく、

被災地でどういう人たちがどういうニーズを抱えることになるかが明

能だったら、ボランティアも弁護士も必要ありません。極限状

らかになりました。阪神・淡路大震災のときにも、弁護士は何万件

態に置かれた方々を次の手続きに引き上げていくためには、必

も相談を受けているのですが、その記録はデータベースとして残っ

ずフェイストゥーフェイスでコーディネーター役が必要になり

住民にアプローチし「あなたの場合はこの特例を」「あなたの

は被災後の仮設住宅に入り、手続きの方法がわからない人、
ロー

ていません。今回初めて、きちんとした統計ソフトによって 40,000

ます。

場合はあの通達を」と説明していくことは、とうてい無理だと

ンの支払いはそのままで貯金が減るばかりで悩んでいるという

思います。

人たちの具体的な相談に対応しました。

そういうことを自治体の担当者がすべてすくい上げてまとめ、

東日本大震災での日弁連の実績を少し紹介しますと、私たち

件のデータの統計をとることができました。そういう意味でも、この

いま政府が大々的に設けている復興支援制度を利用するため

40,000 件の統計は貴重なデータになるかと思います。従来型の防

には、ある程度の法令的な知識が必要ですが、その手続きのた

一概に行政が悪いと攻められるものではありません。今回の

「罹災証明書を受け取っていますか」
「この申請は済みました

災・減災とはまた違う側面からのアプローチになるかもしれません

めの情報を発信したり受け付けたりする窓口に、そうした知識

ような状況ではやりようがない。平常時でしたら、自治体の担

か」
「あなたの場合はこうしたことができそうですね」といっ

が、一度災害に遭ったあとで、いかに二次災害や人災を減らすか、

のない担当者があたっていることも問題のひとつでしょう。こ

当者やカウンターパートがそれを受けて対応するところです

たことをいくつか提示するだけで、かなりの金額を一度に得る

その政策を考えるうえでの知識・情報としても、これらのデータは

こにいるような皆さんでしたら、政府や企業、NPO 団体が発

が、災害時の通知はあまりに多すぎます。その間隙を埋めるた

ことができたり、ローンの支払いを止めたりすることができま

有用だと思います。

信する情報を自分たちで精査していくこともできるかもしれな

めに、支援団体や NPO があるじゃないかと指摘する人もいま

した。いまでも陸前高田市では、市が弁護士に委託して全戸巡

い。しかし、一般の人たち、しかも被災した状況にある人たち、

すが、NPO の活動はピンポイント的なものが多く、かねてか

回相談を行なっています。

まれてきます。たとえば、次ページ上図のように相続の相談は時間

あるいは障害を抱えている人たちは、自ら自分自身に合ったメ

ら縁があるところに赴くケースがほとんどで、日本全国をくま

弁護士だけでなく、我々防災に関わる者が果たすべき役割

が経つに従って増えていく傾向にあります。そうした状況に合わせて、

ニューを選んで書類を書き、
申請に行けるものではありません。

なくカバーできるものではありません。今回の震災では、連携

が、次ページ上図の緑部分のルートになるかと思います。もち

して活動しようという動きはかなり早い段階からありました

ろんそこには地元自治体のコーディネートが必要です。それを

が、それでもすべてを網羅するためにはマンパワーの限界があ

裏づけるための専門的知識も必要です。NPO や支援団体、
企業、

りました。

大学、専門家団体と一緒に進めることができれば、さらに効果

地域による差異とは別に、時間経過によってもニーズの差異が生

［A/C/T モデル対応の立法・政策の実績と課題］
モデル

指針

C型

T型

都市地震型
賃貸借契約や隣人
「被災者同士の紛争」の円満解決

A型

津波型

都市津波型

『ローン』
『事業
継続的な相談に対応する拠点の設置 『相続』
者再生』
『各種契約』
相続等の相談は一回
すべてのリーガルニーズへの対応
的な相談では解決不能
紛争予防 << 弁護士無料相談活動・立法提案 >> 救済

実績

課題
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震災 ADR（仙台）

制度維持に対する公的支援の不存在
ADR 拠点の不足

とはいえ、必要な情報が必要な被災者に届かないという現実

的に、被災者が求めている情報を提供できると思います。

はきわめて大きな問題です。自治体レベルまででしたらなんと

当面お金が必要だという人にはお金の情報を伝える。とにか

か伝わる情報も、そこから先までに行き渡らない。情報がトッ

く住宅が必要だという人には、住宅の情報だけ集めて伝えると

プから被災者に伝わるまでには必ず情報量が少なくなります。

いった具合に、それぞれの被災者が抱える問題に対して、具体

どうしても先細りしていきます。これだけ大きい災害になりま

的な対応ができるようにならなければいけません。

すと、届かない情報のほうが圧倒的に多いということになりま

今回は突貫ではありましたが、我々弁護士チームは、震災か

拠点事務所
専門家派遣

拠点事務所
専門家派遣

す。ちなみに、各省から発令される通知ですが、厚生労働省の

ら 1 年間に 40,000 件余におよぶ法律相談にあたることで、あ

ホームページは、日付ごと項目ごとに通知がわかれているから

る程度その役割を果たせたのではないかと自負しております。

まだわかりやすい。しかしほかの省のホームページは、今日出

しかしながら、こうしたルートが決まったシステムや BCP（事

拠点事務所の維持
専門家リソース不足

拠点事務所の維持・さらなる設置
専門家の長期派遣
行政インハウス支援

された通知ですら、どの階層にあるのかわかりません。

業継続計画：Business Continuity Plan）のなかに組み込まれ

災害時、各省の各課が出す通知にはさまざまなヒントがある
のですが、一元性がないため有効活用ができていません。専門

ているわけではない。そこはぜひこれから検討したいところで
あります。
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● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

発信されている生活再建・復興支援情報
行政支援・復興制度情報
国・政府の情報

保険
リース

支援団体
NPO

（2,000 件以上の通知・事務連絡）

銀行
県・政令市

高齢者
ネット情報の物理的・
能力的な取得不能

障害者

スポット的・地域限定的支援
支援団体が必ずしも
網羅的に情報を知らない

受けきれない
マスメディア情報を
自分自身へのものとして
受け取れない

市町村

支援のある避難所・
ない避難所の格差

伝達ノウハウ不足

届かない情報

•学校教育法（学習指導要領、防災教育）

しっかりやっておく。不測の事態が発生した際には、
医療派遣・

•国庫負担法

に防災教育の重要性があります。これは絶対に否定できないこ

自衛隊の支援により救助してもらってとにかく生き残る。ここ

•義務教育諸学校施設費

届かない情報
届く情報

基礎自治体

ること。日頃から防災意識をもって地域連携を図り、BCP を

機等発生時対処要領）

支援団体の情報

課題のフィードバック機能

情報提供ルートの複雑化

情報収集能力のある組織が収集・整理

金融・保険等情報

NPO 支援団体 企業 大学 専門家団体

とで、すべての大前提になるところです。

一方、災害法制ではどうなっているかと言いますと、皆さん

そしてその後の下図の右側矢印の部分。障害のある方が命か

ご存じの災害対策基本法・災害救助法・津波対策の促進に関す

らがら逃げてきたとしても、避難所に一人取り残されていたら、

る法律・地震災害対策特別措置法 ── 等々、ここにも必ず防

それは死につながります。自宅に取り残されて発見されなかっ

災のための知識がいろいろ詰め込まれておりまして、教育の促

たら亡くなってしまう。今回の震災では、そういう事例を数多

進・検証の促進、そしてやはり「防災教育」と記されています。

く目の当たりにしてきました。生き延びた後、その命をどのよ

しかし現実は、まだまだアドホックな取り組みにとどまってい

うにつないでいくかというところこそが重要ではないかと思い

ます。

ます。防災教育の「時系列とサイクル」の時間軸から、ずれて

小学校・中学校・高校・大学で、いわゆる防災の制度として、

いる部分と表現することもできるでしょう。その後の時間はと

災害が起きた後の制度としてどのように人びとが生活を再建し

ても長いですからね。東日本大震災からの復興もまだ終わっ

ていけばいいのか。そういう意味での教育ができているところ

ていません。この下図の右側矢印部分にあたる事後の防

はまだ少ない。私はそこを提言したいと考えます。
「釜石の奇跡」

災教育・復興教育がきわめて手薄でまだ実現されていな

などは、そのひとつの例になると思いますが、それは私がいう

い。教えるためのノウハウも不測しています。
この部分の教育は、義務教育の道徳の時間などでやる

ところよりもっと前の段階の教育ですね。私が提案したいのは、

のが望ましいのではないかと私は思います。今のところ、

災害が起きたその後の、生き延びるための防災教育です。

私たちもできる限りのことをやっていますが、ぜひこの
災害を人災としないために必要な法的知識

いるところもありました。
「被災ローン減免制度」を知らずに、

今回の震災で明らかになったことのひとつは、我々法律家を

銀行のいいなりになって二重ローンを払いつづけ、無理なロー

はじめ、自治体の職員や支援に関わる者、そして市民に、被災

ンのリスケジュールを強いられた被災者等々、これは極端な例

者生活再建支援制度・災害弔慰金支給制度に関する知識が不足

かもしれませんが、実際、被災地で起こっていた事実あり、い

していたことがありました。これらの知識がないと、被らなく

ずれまた起こりうることです。

てもいい損害をさらに被ってしまいかねません。特に財産的な
被害を被ることになります。これはもはや人災でしかありませ
ん。とりあえず前例にならって、阪神・淡路大震災と同じよう

制度上でも裏づけられている「防災教育」

今回のような問題の再発を防ぐためにも、防災教育はきわめ

にプレハブ仮設を施工したものの、凍結防止の処置ができてい

て大切になってきます。一般教養的な要素もありますが、災害

なかったことから、配管を設置し直した例がありましたが、こ

後を生き抜くトレーニングプログラムの開発が必要です。大学

うした問題がたくさんありました。国から発令された災害救助

の講座では、こうした災害救助法をはじめとする防災に関わる

法の通知を充分理解していれば、生活費のための現金も払えた

法律について学生たちと一緒に考えているわけですが、授業を

はずですが、それをやる自治体はありませんでした。

進めていきますと、学生たちはいざというとき、いかに自分た

これはあくまでも私の感想ですが、自治体の職員や私たち弁
護士がちょっとアドバイスするだけでやれたであろうことは

•災害対策基本法（各種防災計画、災害対応全般、防災教育、

考えていきたい。個人情報をどのように共有したらいい

•災害救助法（避難所、仮設住宅、学用品供与）

育に踏み込む課題になると思います。大学でもこういう

か。避難所はどのように運営すればいいのか等々、法教

避難勧告・指示）

•津波対策の促進に関する法律（防災教育）

話をもっとしていきたいと考えます。

•特別措置法

災害復興法学

•地震災害対策

これが最後の提言となりますが、いま私が以下のような内容

で研究している「災害復興法学」というテーマを、ぜひ皆さま

防災教育の体系（時系列とサイクル）

と一緒に考えていきたいと思います。

まず一番大事なことは下図の左側矢印の部分。まずは生き残

［防災教育の体系（時系列とサイクル）］東日本大震災を経て確認された「手薄なところ」

ちが救ってもらえないかということを知って、皆驚愕します。
黙っていたら何もしてもらえないのだと。

数多くあります。現行の法制度を大きく変えるようなドラス

防災に関する法制を教育の法制では、教育基本法・学校保健

ティックなことは必要なくて、今の制度を正確にきちんと浸透

安全法・学校教育法・義務教育諸学校施設費国庫負担法といっ

させるだけで実現できたであろうこともたくさんあったと思い

たそれぞれの法律において、教育振興基本計画、学習指導要領

ます。あまり難しい法律はいらない。もちろん充分でないとこ

などでは、すべての項目に「防災教育」ということばが出てき

ろはありますので、そのための立法活動も進め、実際に改正も

ます。しかし実際に、教育現場で教育上のカリキュラムとして

行なわれたわけですが、今の平時にこそ、そうした問題解決の

防災教育が実践されているかといえばせいぜい避難訓練くら

ための術を埋め込んでいく必要があります。

い。これだけ法律の根拠がありながら、教育法の分野ではほと

災害後の再建、生活をつなぐための知識が、いかに我々に不

部分の問題を一つひとつかみ砕いて、その後の具体策を

［災害法制］

［災害直後］

［準備］

自分の身を守る

防災マップ
地域連携

要援護者リスト
防災意識

津波から避難する
火災から逃れる

［72 時間］
サバイバル
安否確認

自助・共助

［避難所運営・仮

設住宅・生活再建］
各種支援制度
制度の通知等
災害法制相談

「助け合う知識」

判断能力

［復旧・復興］
各種制度
災害法制
立法提言
運用改善

「再建の知識」

んど浸透していません。

足していたかということ。これは私も含めて反省するところで
あります。災害救助法の法体系や通知・事務連絡を把握してい
なかったことによる過酷な避難所運営。たとえばある避難所で
は、かたくなにおにぎり 1 個しか与えないような運営をして

188

［教育法制］

•教育基本法（教育振興基本計画、防災教育、耐震化、地域連携）

•学校保健安全法（ 学校安全推進計画、学校安全計画、危

今までの防災教育・危機管理教育
防災教育・復興教育が手薄・ほとんどない
『法教育』に踏み込む。教える側のノウハウ不足
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●

［災害復興法学］

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

「標準化」による
「組織化コストの削減」について

(DISASTER RECOVERY AND REVITALIZATION LAW)
•「立法学」「公共政策学」
•「社会学」「統計学」

講演［2］

•「一般教養」

元海上保安庁／国際海事機関

大学の学生たちは、こうした講義に熱心に耳を傾け、反応を

小池 貞利

示してくれます。防災も復興も「法制度」が基盤だと認識する
のです。慶應義塾大学や中央大学大学院で授業をしていますが、

2 年ほど、こうした講義を行なって実感するのは、このテーマ

きたら、行政が指定したかどうかは関係なく、柔軟に最適な資源（こ

動されていた小池貞利先生に「
『標準化』による『組織化コストの

の場合は、もっと高いところにある山などになるでしょう。
）を選択

役場・地元法律事務所の訪問、ボランティア活動への参加など

削減』」というテーマでお話しいただきます。

する必要があるでしょう。この例でどこに逃げるかを決める意思決

こうした教育はまた、防災に強いリテラシーをもった人間を

も思っています。

図の右側矢印の部分の知識を教育のなかに組み込んでいく作業
が大事ですし、必要だと考えています。同時に私もさらに経験

◎ 慶應義塾大学法科大学院（3 年目へ）

•法解釈にとどまらない法・政策をデザイン

◎ 慶應義塾大学法学部「災害復興と法Ⅰ・Ⅱ」
（2 年目へ）
•生き抜くための知識・72 時間後の希望のために

•課題：永続的な伝承プログラム・教育分野で広く導入
2012 年度・2013 年度「災害復興法学」
◎【導入編】

•数万件の膨大なデータを分析しリーガルニーズを浮き彫りに
•その背景にある個別の事情から、制度設計を考える

◎【ケース・スタディ編】──普遍的なテーマも多い
•賃貸借関係と震災 ADR

•相続行・方不明と法改正

れるひとつの資源と考えることができますが、大津波が押し寄せて
秋冨慎司：講演［2］として、元海上保安庁／国際海事機関で活

岩手県北自動車株式会社（岩手県北バス）のコーディネート

育てることにもつながります。そういう意味でも、前ページ下

•市民の声からつくる公共政策の新デザイン

重要なことは、臨機応変かつ柔軟な資源配分です。たとえば、

講座受講生徒たちが任意のスタディーツアーへ

い分野でもある。大学のコンテンツに充分になりうるものだと

◎ 中央大学大学院公共政策研究科（2 年目へ）

態に遭遇して行き詰ります。

ことはありません。避難場所もインシデントマネジメントに必要とさ
知と官民連携

はまだまだ開拓できる分野ですし、やっていかなければならな

2013 年度「災害復興法学」
（実績）

回異なります。このような千差万別なインシデントに対して、多くの
シナリオを想定し、個別に対応方法を考えておいても、予期せぬ事

津波避難場所として行政が指定した避難場所が絶対に安全という

教育を受けてきている学生たちですし、インターネットにはこ

ことがある学生もいませんでした。それが我が国の現状です。

インシデントマネジメントとは、このように結果をマネジメントする

まざまなハザードがあり、インシデントの発生シナリオや規模も毎

•「復興教育」「防災教育」

は 200 人中にひとりもいませんでした。災害救助法を聞いた

津波でも高潮でも洪水でも同じことになります。

ようにマネジメントシステムを考えていきます。世の中には、実にさ

•「防災」「危機管理」

る学生はほとんどいません。災害対策基本法を知っている学生

町に水が入ってきたから高いところに避難しよう、
と考えればそれは、

ことです。結果を最善にするために必要な資源を柔軟に選択できる

•「システム・デザイン・マネジメント」

れだけ情報があるわけですが、それでも防災の知識をもってい

その対応手段は、ハザードの種類によらない共通したものになるし、

を高めていく立場にありますので、これからもやれるだけのこ
とをやっていきたいと考えております。
【参考文献】

岡本正『災害復興法学』慶應義塾大学出版会（2014 年）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
［追記］

定権者は、逃げる人本人であって、決して行政ではありません。行
政は、避難に役立つかもしれないひとつの資源として避難場所をあ
保護すべき通常活動は何かを考え、結果側から考える。

らかじめ用意しますが、その資源が不適切なインシデントも当然あ

小池貞利：我々は、毎日、仕事をしたり、学校へ行って勉強したり、

るわけです。結局のところ、自分自身で柔軟に判断するしかないわ

余暇を楽しんだり、何かの活動をして日々を過ごしています。これら

けですが、これを実際にやり遂げて多くの人が助かった事例が「釜

は、何らかの長期的な満足を満たすための活動です。これを通常

石の奇跡」と言われているものです。私は、これが「奇跡」などと

活動と呼ぶことにしましょう。そこへ、災害などが発生するとこれら

呼ばれることなく、当たり前のことと言われるようになるよう、マネジ

の通常活動が阻害され、そこから生まれてくるプラスの効用を享受

メントシステムの改善を提案したいと思います。

できなくなる。従って、災害、すなわち、インシデント（インシデン
トの意味は後述します。）によって、中断や停止させられた通常活
動をいち早く元に戻し、被害を最小限に抑える、これが災害対応、
すなわちインシデントマネジメントの目的です。
これは、人命救助から物的損害の復旧まで、まったく同じことで

ジャスト・イン・タイム方式と災害対応

私は、かつて海上保安庁に勤めていた頃、人事院の留学制度で

ジョージ・ワシントン大学危機管理スクール（ICDRM という一種
の危機管理専門大学院）でこの分野の理論を勉強しました。これ

『災害復興法学』の関連授業は、2017 年度以降においても、慶

す。人が怪我をしたとするとその怪我を早く治療し、その人が毎日
の通常活動に復帰できるようにする必要がありますし、道路が損壊

恐らくこの種の学問のために留学した日本人は私くらいしかいない

います。また、教科書となる書籍『災害復興法学』の刊行も実

した場合には、一刻も早く復旧して物流その他の活動ができるよう

かもしれません。その後、オーストラリアのボンド大学で MBA も取

にする必要があるわけです。ただし、必ずしも、まったく元通りしな

りましたが、この両方を勉強してみると、非常事態のマネジメントシ

支援賞」
（2014 年）
、
「危機管理デザイン賞」
（2013 年）等につ

くても、代替手段で何とかなる場合もある。たとえば、地下鉄で人

ステムと普通の企業経営とは大した違いはないこと。どちらもマネジ

身事故があった場合に、バスや JR による代行輸送が行なわれるこ

メントシステムの一種であって、その目的と時間軸が異なるだけのも

人材育成ツールとして「災害復興法学」をベースとした研修プロ

とがありますが、このように一時的にせよ、まったく同じ方法によら

のである、ということに気がつきました。

應義塾大学法科大学院・同法学部等において講座が継続されて
現するに至っています。教育成果は「若者力大賞ユースリーダー
ながっています。加えて、大学教育のみならず、企業や組織の
グラムと BCP 策定支援を実施しているところです。

は大学院大国のアメリカでも極めてマイナーな大学院コースなので、

なくても、結果的にその需要を満たすことができる場合もあるでしょ

大地震などの災害が発生して、テレビ、ラジオ、新聞等で目立

う。寸断された道路に迂回路を造ってやるようなものです。多少不

つのは「今被災地で必要なものは何か？」という議論です。専門

•危険負担と民事法制度

便ですが、まったく何もないよりかはマシです。このように、結果の

家なる人物がテレビに出てきては、現地ではあれが足らない、これ

側から順番に考えていき、通常活動の各構成要素の維持に必要な

はもういい、こうしたほうがいい等々、自由活発な議論をしています。

•被災したマンションの区分所有解消、耐震化のボトルネック

資源を柔軟に選択して投入する、この考え方は、ハザード（地震、

それはそれで結構ですが、こうしたことはその一部の先生方が現地

津波、火災、台風、事故など）の種類によらないものになりますの

へ赴き、ごく一部の人たちから見聞きした、非常に断片的な情報に

でオールハザード・アプローチとも呼ばれます。

基づくものであって、決してマクロ的な全体を代弁したものではない、

•二重ローン問題と減免制度
•相隣関係・工作物責任の判例の射程
•災害時要援護者と個人情報保護法

◎【総括編】

•公共政策学、立法学、社会調査と実証、としての「災害復
興法学」の展開へ

•現場の声とデータから制度を創りあげる技術論

•危機管理と防災の新たなデザイン・情報提供支援・制度周

190

結果の側から考えていけば、インシデントを引き起こすハザード

という点を我々は認識しておく必要があると思います。なかにはそう

の種類によって異なる対応をする必要はなくなります。地震が発生

いう人もいるだろうし、そうではない人もいる。人のニーズというの

したときにはこうしよう、火災が発生したときにはこうしよう、などと

はそんなに画一的ではなく多様なものです。必要な情報とは、A の

個別に考えるのではなく、家が損壊したからこうしよう、と考えれば

状況の人が全体の何割ぐらい、B の状況の人が何割ぐらい、C の
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【図 1】ジャスト・イン・タイム方式（JIT）

●

www.toyota.co.jp より

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図 2】ファンクションと資源の関係

ノの割当を決めるために必要な情報も資源。
「人」
「モノ」
「金」
「情報」

りません。災害対応の指揮官もケースバイケースです。アメリカな

これらはすべて経営学で経営資源と呼ばれる「資源」です。これ

どでは、最初に現場に到着した人が指揮官になるとだけ決まってお

らの資源を目的を達成するためにいかにして効果的に割り当てるか、

り「誰が指揮官をする」とは決められていません。決めることなど

これを決定し、その効果を継続的にモニタリングして、必要に応じ

できないからです。

て継続的に改善していくためのしくみがマネジメントシステムと呼ば
れるところのものです。

つまり、ファンクションと資源の関係は、防災計画では柔軟に考
えておかなければならないということ。実際には、災害が発生して
から資源の割り当てを考えざるえない場合がほとんどで、事前に固

マネジメントのプロセスと災害対応
•「ジャスト・イン・タイム」とは、
「必要なものを、必要なときに、必要なだけ」という意味。
•「必要な人やモノを、必要なときに、必要なだけ」と読み替えて、インシデントマネジメントに適用すればよい。
違いは、その目的と時間軸だけである。

その時まず必要になってくるのは、決定したり、
モニタリングしたり、

定的な資源配分を防災計画で決めてしまうことは望ましくありませ
ん。例示的な意味合いに留めておくべきことです。
【図 2】

改善するための「プロセス」です。どんなマネジメントシステムでも
まずプロセスをきちんと定義する。もっとも単純化されたプロセスと
しては、PDCA サイクル（PLAN-DO-CHECK-ACTION）が知ら

ファンクショナル・アプローチと災害対応

このように必要なファンクションに対して資源を割り当てていく手

れていますが、実際には目的に応じてこれらのプロセスがさらに細

法を「ファンクショナル・アプローチ」といいます。災害が起きる前

分化され定義されています。そしてこのプロセスというフローのなか

にこのファンクションを定義し、日本国中のみんなが共通理解をもっ

状況の人が何割くらい、というおよそでもいいから全体を推測した

た一方、置き場に困るほど届いているところもありました。このよう

で、目的の達成に必要な機能（ファンクション）を決め、それらの

ておくことができれば、臨機応変に組織が編成されたとしても、各

情報です。

に余分な物資が避難所を占有してしまうと、その分、人の避難スペー

各ファンクションに対して、人、モノ、金、情報といった経営資源

自の役割をすぐに理解することができますし、代替資源を供給する

スに支障を来すことすらあります。

を割り当てていきます。

ことも容易になるでしょう。また、プロセスがきちんと定義されてい

こうした情報を統計手法を駆使して分析すること、マーケティング
の手法を駆使して正確に需要予測できるのであれば、政府のプッ

これらは経営学でいうところの「在庫」であり、在庫とは無駄な

2016 年 4 月 14 日に発生した熊本地震では、市庁舎が地震で

シュ型支援なるもの、政府による計画的配分で必要充分ということ

費用です。スペースも無駄にするし、お金も無駄にする。余計な物

倒壊の危機にさらされ、防災拠点として使えなくなった市がありまし

になるのでしょうが、災害という大混乱のなかでは正確な需要予測

資の運搬に運送業者等の人員が割かれれば、これらの人員が他の

た。これは防災拠点（欧米では「EOC：Emergency Operation

そしてこのしくみを効果的に動かすためには、各プロセスのなかで

など実際には難しい。ではどうすべきか。それがここで述べるジャス

必要な物品の運搬に割り当てることができたであろう時間（これは

Center」と呼ばれている）というファンクションのために割り当てら

流れる情報の定型フォーマット（例：アメリカ ICS のファンクション）

ト・イン・タイム方式（Just In Time 方式：以下 JIT）、すなわち

機会費用「Opportunity Cost」であってやはり一種の「費用」）

れていた市庁舎という資源がなくなってしまったことを意味します。

を決めておくこと。各資源のチェックインを管理すること（アメリカで

トヨタのカンバン方式の採用ということになります。後工程から前工

をも浪費します。このように我々は災害時であっても常に最適配分

災害マネジメントであるファンクションに特定の資源のみを固定的に

は救助隊や支援物資といったあらゆる資源を Staging Area という

程に対する要請主義、プル型といってもいいでしょう。【図 1】

を意識しなければなりません。

割り振られてしまうと、こうしたことが起きかねません。

今述べたような議論は、おおむね食料や住居、生活物品などの

残念なことに、日本の防災計画では特定の資源を固定的にある

れば混乱する災害のなかでも必要な作業を漏れなく、ダブりなく進
めていくことができます。

場所にチェックインさせて一旦プールし、そこから必要なだけピック
アップしていく）が極めて重要になってきます。

人・モノ・金・情報と災害対応

ような物的資源の分配に関するものですが、災害が発生してから

ファンクションに紐づけている例が多いのですが、このようなことを

収束するまでのさまざまな問題を解決するために、現場はさまざま

していると大概予期せぬ事態に遭遇して身動きがとれなくなります。

方式（JIT）のようにするということにほかなりません。災害対応版

機材、燃料、食料、医薬品等のすべての人・モノ・金・情報等

な資源を必要とします。

資源配分（ここでいう「資源」とは、救助隊等の人的資源や資

これは災害対応というマネジメントシステムを、トヨタのカンバン

人という人的資源の場合も同様です。ある特定の人の仕事（つまり

サプライ・チェーン・マネジメント（SCM）と言っても過言ではな

を含む概念）は「最適に配分する」ことが重要で、不足してはい

資源は目に見える物品や燃料などの物的資源だけではありませ

ファンクション）を固定的に防災計画のなかで規定してしまうと、そ

い。トヨタのカンバン方式では、カンバンという定型フォームを各製

けませんが多すぎてもいけません。東日本大震災に限らず、災害現

ん。現場に入る自衛隊や消防のような救助隊も人的資源（Human

の人が何らかの事情でいなくなるとそのファンクションが提供されな

造工程（プロセス）のなかで行き来させることによって、擬似的な

場の避難所では、食料品などの支援物資が足らないところがあっ

Resource）です。モノの購入に必要なお金も資源ですし、人やモ

くなる。必要なのはファンクションであって、特定の人やモノではあ

注文生産のような工程を構築し、在庫を極限までなくすことに成功
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●

【図 3】アメリカ ICS のファンクション例

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

という意見もある。しかしこうした主張において、そもそも ICS とは

の組織であるかのごとく扱うということ。組織を構築するための組

何なのか、どのようなことが無理なのか、何を実践すれば ICS を実

織化コスト（経済学では「取引コスト」と言われている）を削減し、

践したことになるのか──という点をきちんと定義しなければ無意味

臨時の組織をつくりやすくすることが標準化の最大のメリットです。

な意見だろうと思われます。はっきり言ってしまえば、アメリカとまっ

つまり「標準化」すること自体に意味があるのであって、これをとっ

たく同じシステムを導入しようとしてもそれは確かに無理なことです。

たらほとんど意味がなくなるものです。ですから表現は悪いかもしれ

そもそも ICS とは何なのか──これは国際的には何も決まってい

ませんが「標準化」のメリットをまず強調したうえで、制度構築や

ません。ICS という名のシステムを導入している国は、米英加独豪

世論へのアプローチを行なっていく必要があります。

などいくつかありますが、その内容は国によってさまざまで、国連等

この「標準化」の意味はたいへん広義なもので、標準化できな

において国際標準化されているものではありません。インターネット

いものはないと言ってもよい。わかりやすいものでは、携帯電話や

などではアメリカの ICS が主として紹介されていますが、それもすべ

乾電池があります。携帯電話は通信プロトコルや無線インターフェー

てではありません。【図 3】

スが ITU という国際機関で標準化されていますから、世界中どこ
の国へ持って行ってもつながります。乾電池も単１だの単３だのとい

日本語に翻訳できない ICS

こうしたなかで、ICS を「アメリカの緊急時マネジメントシステム」

と定義してしまうと、どこかの先生が言ったように「日本に ICS を
導入することは無理」ということになります。
したことから、世界が注目したマネジメントシステムでした。
私が 2003 年にアメリカジョージ・ワシントン大学危機管理スクー
ルでアメリカ流危機管理を学んでいたとき、ある FEMA OB の教

日本語をはじめとする言語も、国内で標準化されているコミュニ
ケーションのための道具と考えることができ、「桜」といえば４月に

確かに、アメリカの ICS と同じ ICS を導入することはほぼ非現実

咲くあの美しい花、と日本人ならイメージすることができるのは、皆

的です。言語体系も価値観も現状のしくみもまったく異なるなかで、

が共通認識をもっているからです。ただ言葉は国際的には標準化さ

が考え出されたのだろうと思います。

アメリカのマニュアルをそのままコピーし、日本語に翻訳して実施す

れていないので、アメリカで日本語を喋ってもコミュニケーションで

れば日本の災害時におけるマネジメントが改善すると考えるのは、

きない。同様の発想で、組織も標準化できるのではないだろうかと

極めて浅はかな発想です。

いうことから、ISO が国際基準の検討を始めました。その結果生ま

災害対応（インシデントマネジメント）を標準化するということは、
このような流れやファンクション（仕事や機能の内容）を特定の資

教授は私が日本人だということ見て「これはおまえの国から学んだ

源に紐付けることなしに決めておくということです。これが、我が国

ある人は「Operation」を「運用部門」と訳し、他の人はこれを「実

ことなんだぞ」とでも言いたかったのでしょう。

の災害対応のしくみのなかで決定的に欠けている部分で、多くの災

行部」
と訳し、
さらに別の人はこれを「事案処理班」
と訳してみたりと、

しかし、我が国ではモノづくりでこそ JIT が根付いたかもしれま

じサイズのものが売られています。

邪魔になっていました。こうしたことを反省して、現在のようなしくみ

授が「Just-in-Time !」「Just-in-Time !」と強調していましたが、

せんが、それを災害対応に応用するなどということは、現時点で

うサイズが ISO で標準化されているから、世界中どこに行っても同

れてきたのが ISO9000 や ISO14000 というマネジメント規格と呼
ばれているもので、組織のあるべき姿を標準化したものです。

害時に発生する諸問題は「最適な資源配分をもたらすためのしくみ」

人によってひとつの単語の翻訳や解釈自体すらばらばらなのが現状

ISO9000 であれば、一定の品質の生産物を産出するために必

の欠如という課題に帰結します。

です。このように解釈がばらばらな状況下において、
アメリカのマニュ

要なプロセスや意思決定のしくみを要件として定め、定められた要

は思いもよらないことのようです。そんなこと言い出した途端に「災

アルを訳したからと言って日本で即座に実施できるわけがありませ

件を満たす企業等に証明書を発行し、「この企業には一定品質の

ICS に国際的な定義はない。

ん。即座に何らかの効果があると考えるのは少々短絡すぎます。

モノやサービスを作る能力がありますよ」と権威ある機関がお墨付

欧米ではインシデント コマンド システム（Incident Command

なぜこのように解釈が分かれるのかというと、日本語と英語に間

アウトプットが異なるだけであって、自動車のドアやエンジンなどの

System：以下 ICS) などと呼ばれる標準化されたマネジメントシス

に非常に大きな概念上のギャップがあるからです。このような概念

部品の代わりに、First Responder（自衛隊・消防・警察等）
、

テムがありますが、これは災害時に必要とされるファンクションが国

上のギャップがあるなかで下手な翻訳をして現場に浸透させようと

ルではないこと。それは保証されていません。あくまでも ISO9000

DMAT、NPO、ボランティアや支援物資という部品を投入して、

家的なレベルで定義され、関係者で理解が統一されているというこ

すれば、理解できない現場は大混乱を起こし「なぜこんなことをし

を満たす企業は「一定の品質」のモノを安定的に産出する能力が

一定のアウトプットを産出するための工程にほかなりません。災害は

と。我が国においても、災害時に適用されるマネジメントシステム

なければならないのだ！」といった空気が広がりかねません。正の

あるということが強く推定されるにすぎません。

千差万別なので、まさに特注の注文生産工程が必要なのです。
「人

を幅広く標準化し、研修や訓練を通じて広めていくことが必要です。

メリットよりも負の弊害のほうが大きくなるのは間違いない。現に
ISO9000 や ISO14000 という欧州発のマネジメントシステムが日本

害対応と自動車の製造を一緒にするな！」と言われそうですが、よ
く考えてみればどちらもマネジメントシステムの問題であり、目的や

きを与える、というものです。注意しておかなければならないのは、
ISO9000 をもっている企業が
「良い品質」
のモノを作る企業とイコー

間は部品ではない」と怒る人もいるかもしれませんが、経営科学と

最近は、政府レベルでも、災害時のマネジメントシステムを標準

いう観点では、部品＝資源であり、人＝人的資源＝資源です。従っ

化する必要性が少しずつ認識されてきており、まだごく限られた一

て、部品＝人。この点を割り切って考えていかないとしくみの改善

握りの人びとの間ではありますが、検討会や勉強会も開催されるよ

私が以前、ある研究会で「ICS とは標準化されたマネジメントシ

は図れません。

うになりました。今回のこうした分科会も、そうした問題意識をもっ

ステムである」といったことをお伝えしたとき、
同席した何人かは「ま

買うことができます。サービスや店員の挨拶の仕方までどこへ行って

た方々が進められているものだと思います。

た ISO9000 みたいなことをするのか」と拒絶反応を示しました。ど

も同じ。一見何の不思議もなくいつも食べていますが、よく考えて

日本に欠如しているインシデントマネジメントの標準化

最近の災害ボランティアは、現地のボランティア受付センター（ア

私も、国会議員の務台俊介氏から声がかかったのでボランティア
で協力していますし、民間でもリスク対策 .com が ICS の特集した

メリカの Staging Area に相当）で登録後（要するにチェックイン）
、

り、セミナーで ICS の特集をやってみたりと、アメリカで流行ってい

ニーズがあるまで待機させ、必要に応じてプールされたボランティア

る ICS とは一体何かと関心をもつ人が少しずつ増えてはいます。そ

に紹介されたとき、そういった状況になりました。

マネジメントシステムを標準化すると作業のスピードが上がる

マクドナルドを例にとってみましょう。マクドナルドでは、どこのお

店に行ってもまったく同じ品質のハンバーガーを同じように短時間で

うも「標準化」と聞くと ISO9000 などの悪いイメージをもつ人が多

みればこれは不思議なことです。そこで働いている人や店長も異な

いようです。

るのになぜ同じになるのだろうか。

インシデントに対応するための「標準化」

けるプロセスや意思決定のしくみ、サービスの仕方、それに必要な

実はこれはマクドナルトというひとつの企業のなかで、各店舗にお

を必要としている家庭等に派遣するという手法をとっています。トヨ

れはそれで良いことです。しかし ICS とは一体何なのか、そのメリッ

ICS の正しい定義は「インシデントに対応するための標準化され

資機材に至るまでが非常に詳細に標準化されているからです。それ

タのカンバン方式でいえば、後工程が前工程に必要なときに必要

トは何なのか、何をもって ICS と定義するのかといった点について

たマネジメントシステム」です。マネジメントシステムとは、その良し

をマニュアル化されているとも言います。職員は研修等でそのマニュ

の理論的背景については、官民学を含め、正しく理解している人は

悪しは別として、いかなる組織にもすでにあるもので、そのようなば

アルを徹底的に覚えこまされ、訓練も受けています。だから、ど

どうもいないように見受けられます。

らばらなマネジメントシステムのなかでも、インシデントへの対応に

こに行っても同じハンバーガーが食べられる。マクドナルドは当然

関わる部分のみを統一したものが ICS であると考えればよい。

ISO9000 の要件を満たす企業です。なぜならば「一定の品質」の

なだけ必要な部品を取りにいっているのと同じことです。
1995 年 1 月 17 日の阪神・淡路大震災や 1997 年 1 月 2 日の
ナホトカ号油流出事故のときは、ボランティアの管理がまだできてい

ある会合でほかの先生方の発言を聞いていると「日本では ICS

なかったため、うろうろしていたボランティアがかえって現場対応の

は無理」という人がいる一方、
「ICS を実践しなければならない」
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つまり、普段は異なる複数の組織を、緊急時にはあたかも同一

ものが安定的に産出されているから。
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このようにマネジメントシステムを標準化、マニュアル化すると一

●

安庁が単独で海難救助を実施する、消防が単独で火災を消す、

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

な複雑かつ根本的な制度改正ができない、またはできる人がいな

日本のインシデントマネジメントを標準化する

定の品質のものが短時間で得られるようになります。そのためには、

警察が単独で事故に対応する、などのような場合は大きな問題な

い、
という点。さらに 3 つ目としては、
どのように改善したらよいのか、

「標準化」と言いますが、「標準化」というのも極めて広い概念で、

権限の現場への移譲なども伴うことになる。マクドナルドの各店舗

く、スムースに行なわれます。これはなぜかというと各省庁には自

そのモデルとなるものがなかったからです。

何でも含まれます。意思決定の権限をどのような立場の人に与える

がハンバーガーの焼き方について本社にお伺いを立てなければなら

分の省庁にのみ適用されるマニュアルが訓令や通達という形で存在

ないしくみになっているとしたならば、このように短時間でハンバー

するからです。日本人はこのようなマニュアルがあればきちんと動く。

マネジメントという概念が入ってきていますので、手元にモデルはあ

などといったこともすべて含まれる。この標準化が、必ずしも日本に

ガーは出てきません。

そうゆう緻密さがあることは間違いないですね。しかしながら、全

る。しかし残りのふたつも手強い。日本の場合、暗黙の了解や慣

おいてまったくなされていないわけではなく、災害対策基本法や原

省庁に適用されるような横断的なマニュアルがありません。だから、

習に依存し、必ずしも明確に文書化されていない部分がありますの

子力対策特別措置法などの法律で、さまざまなしくみはすでに標準

ろ」とか「ベントしろ」などといったことにまで口を挟んでいましたが、

動けないし、動かないし、責任の押し付け合いをする、ということ

で、まず、役所のマネジメントシステムを目に見えるものにしなけれ

化されています。ただもう一歩踏み込んで、アメリカなどのようにもっ

これは各店舗におけるハンバーガーの焼き方について、本社どころ

になるのです。

ばなりません。そして、役所の人事異動の周期も改善する必要があ

と詳細なファンクションやプロセスまでをも標準化する必要があると

ります。少なくとも災害、防災関係者は 10 年くらい異動がないとい

いうことです。

東日本大震災時、福島第一原発事故に首相官邸が「水を入れ

か総理大臣が口を挟んだようなもので、いかにプラスにならない行
為であったか多くの人に考え、知ってもらいたいと思います。

この組織横断的なマニュアルに相当するものが、アメリカなどで
導入されている ICS だと考えてもらうとわかりやすいでしょう。
各省庁のみに適用されるマニュアルもよく分析してみれば、他の

少なくとも 3 つ目のモデルの問題は、海外の ICS やインシデント

うくらいにしなければなりません。

のか、本部をどのように作るのか、どのような手続きを踏むのか、

アメリカとまったく同じ ICS を日本に導入することは到底非現実的

災害というものは 10 年に１度くらいしかありません。折角、貴重

な話ですが、さまざまなマネジメント要素を標準化すること自体は決

組織と共通化、つまり標準化できるプロセスやファンクションや装備

な経験をしたスタッフを変えてしまって何が改善できるのか。まった

して不可能なことではない。すでに部分的には標準化されているも

複数の組織間で標準化の例としては BTO パソコンが挙げられま

というものはあります。つまり標準化できるものとできないものとがあ

く愚かです。そもそも役所はなぜ、このような超短期の人事異動を

のはあるので、これらをどのように修正し、かつ追加的に何を標準

す。BTO とは Built To Order の略、すなわち、顧客から HDD

る。標準化できるものを標準化することができれば、組織の垣根は

繰り返しているのかと言えば「責任回避」のため。いろいろな経験

化すれば、普段は別々の組織が緊急時には単一の組織であるかの

の容量や CPU、オプション装置の有無などの希望スペックを聞い

低くなります。

をさせるためだとか業者との癒着防止のためなどという人もいます

ごとく、スムースかつ迅速に活動することができるようになるかを考

複数の組織間で標準化を図ることで可能なこと

てから注文生産されるパソコンです。注文生産と聞くと、完成まで

たとえば、各省庁の保有する無線機は周波数もデジタル方式も

が、それは言い訳に過ぎないと思う。いろいろ浅く広く経験するとい

える。これは「最適化」作業とも言い換えられるでしょう。

に時間がかかると思うかもしれませんが、BTO パソコンを注文して

異なりますが、これを標準化するだけでも意思疎通は改善し、効果

うことは、すべてにおける素人を作ることと同義で、災害時など短

「日本にインシデントコマンドシステムを導入する」とか「日本版

から希望のスペックにあったパソコンが手元に届くまではほんの数日

は絶大です。その通信の中身である言語、用語、単語の定義など

時間での意思決定と専門的知識が要求される場面では極めてマイ

ICS を構築する」という表現は混乱を招くものだと、私は思ってい

で、驚くべきほど早い。これも、システムが非常に高度に標準化さ

も標準化すればさらに意思疎通は改善するでしょう。さらに情報交

ナスに働くことになります。

ます。アメリカでもインシデントコマンドとインシデントマネジメント

れているため可能となっていることです。

換のフォーマットも標準化すれば、情報の漏れやダブリがなくなる。

すべてのスタッフを専門職化せよとまでは言いませんが、せめて

の違いは不明確です。代わりに「日本のインシデントマネジメントを

この BTO パソコンを作っているのはひとつの企業の工場だけで

どのようなプロセスでどうゆう立場の人が意思決定をするのかが決

半分くらいのフタッフ、せめて防災関係者くらいは専門職化し、10

標準化する」ということを目標にしたほうがわかりやすいし、やらな

はありません。HDD は A 社、ディスプレイは B 社、RAM は C 社

まっていれば意思決定も迅速化する。目標管理（MBO）を採用す

年くらいは異動がないようにしなければ何もできないし、緊急時に

くてはいけないことを正確に表わすのではないかと考えます。

というように別々の企業が生産しているのが大半で、企業の垣根を

れば現場の自立性がさらに高まる。ICS とは簡単に言えばそのよう

必要とされる対応はとても期待できません。

超えてオーダーが瞬時に伝えられ、顧客の希望に沿った部品が用

なものです。

意され、瞬時に組み立てられ、顧客の元に届けられます。場合によっ
ては、国境を超えた別の国にある企業間でこのやり取りが行なわれ
ているものさえあります。
これも、部品の規格や企業間でやり取りされるデータのフォーマッ
トなどが高度に標準化され、それを瞬時に伝達するしくみがあるか
ら可能なのです。このようなシステムはサプライチェーン・マネジメ
ント（SCM）と呼ばれており、企業の垣根を超えたトヨタのカンバ
ン方式（JIT）と呼ぶこともできます。
災害マネジメントをどう「標準化」するか

そして実は、災害マネジメント、緊急事態へのマネジメントも、こ

のように標準化することによって、迅速かつ高品質な対応を提供す

プロセスはインシデントの大小や種類に関係なく一定

のは言うまでもありません。時間とともにどんどん被害は広がってい
の場合、これが極めてトロい。非常に遅い。

話が多少横道にそれましたが、要は、災害時、緊急時における

• たとえば、Plan-Do-Check-Action というプロセスは、地震

サプライチェーン・マネジメントのようなシステムをつくることが必要

あらゆるファンクションはメインにもサブにもなる。

部隊であったり、DMAT のような医療専門チームであったり、海

でも津波でも医療事故でも同じ。

• たとえば、医療ファンクションは、怪我をした被災者に対し

だということです。ここでパソコンの部品に相当するものは、消防の
上保安庁のような海難救助の専門部隊であったり、警察の部隊で

て提供される場合と、救助にあたっている救助隊に提供され

あったり、道路の復旧をする自衛隊の部隊であったりするかもしれ

インシデントの大小や種類によって必要なリソースは異なる。

く、人や資機材の集合体と考えたほうがいい。そして、この集合体

る場合（この場合は脇役）とがある。

• 各ファンクションに割り当てる人、組織、資機材などの種類
や量はケースバイケースで常に異なる。

ることが可能になります。災害等の緊急事態は時間との戦いになる
きます。迅速な意思決定と迅速な対応は必要不可欠ですが、日本

災害時、緊急時におけるマネジメントシステムのつくり方

ない。これらは部品といってもパソコンの HDD のようなモノではな
が提供する仕事の内容が、これまでに説明した「ファンクション」
です。
災害の種類や大きさによって必要なファンクションやそれに割り

交通事故から大震災まですべてがインシデント

ここで問題になるのは「インシデント」の定義です。インシデント

とは一体何か？ ISO には次の定義があります。
Incident = “Situation that might be, or could lead to, a
disruption, loss, emergency or crisis”

［ISO22300（2.1.15）
］

「中断・阻害、損失、緊急事態又は危機になり得る又はそれら
を引き起こし得る状況」

インシデントを「危機」とか「事案」とか訳している方もいますが、
これらは不適当です。と言うのは、これに相当する日本語が存在し
ないからなんですね。東日本大震災のような大災害もインシデント、

当てるべき資源の量や種類は当然異なります。必要のないファンク

日々発生しているような交通事故もインシデント、医療事故もインシ

なぜ日本で災害対応の「標準化」ができないのか

ションには資源を割り振らず、必要のあるファンクションに必要な資

デント、航空機がニアミスを起こすのもインシデントであり、火事も

源を割り振る。このような考え方が「ファンクショナル・アプローチ」

インシデント、企業の工場で生産ラインが止まってしまうのもインシ

日本は、阪神・淡路大震災や東日本大震災などを経験している

にも拘わらず、緊急時のマネジメントシステムの改善に関しては誰も

です。千差万別の災害に対し、必要なファンクションを柔軟に組み

デント、製造ラインに農薬を混入されるのもインシデント、パソコン

非常事態にあっても役所がタテ割りで縄張り争いをしたり、責任

何も手をつけてきませんでした。何も変わっていないといっても過言

合わせることによって解決を促す。そして、このファンクションを高

がウィルス感染するのは情報セキュリティインシデント、みなすべて
インシデントです。

の押し付け合いをする。あちこちに◯◯対策本部というものがたくさ

ではありません。原子力災害に関しては、10 年前に原子力災害対

度に標準化しておくとともに通信方式なども標準化しておき、瞬時

んできますが、書類を右から左に転送しているだけで、そこが何を

策措置法という法律ができて若干は改善されましたが、その他は小

にオーダーが必要なところへ伝達されるようにしておく、ということ

意思決定しているのかさっぱりわからない。個々の職員は一所懸命

手先の改善です。

が ICS の目的で、本質でもあります。

やっているのは事実です。しかし、それが国全体として最適化され
ていない。これが現実です。
ただし各省庁が単独で対応するような場合、たとえば、海上保
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変わらない理由はいくつかあります。ひとつには、役所のマネジメ
ントシステムが目に見えにくいという点。ふたつ目は、役所の人事
異動が激しくて 1 ～ 2 年で担当者がころころ変わるから、このよう

このように見てみると、災害対応とはオーダーメイドのパソコン作
りとあまり変わらないということが理解できるでしょう。

そもそも、かつては事故（アクシデント）が発生する一歩手前の
状況がインシデントと呼ばれていたのですが、事故などが発生した
後でもほっておけば被害は拡大していくわけで、その意味ではその
事故自体がまたほかの事故や危機の発生する一歩手前と考えられ
るという観点から、目に見える事故が発生する一歩手前の状況から
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【参考資料】ISO22301 には危機管理サイクルの外側にも大きなサイクルがある

すでに目に見える事故や災害が発生してしまった状況までをも含め
てインシデントと呼ばれるようになり、ISO ではそのような定義がさ
れたのだろうと私は捉えています。
つまり、突発的な出来事で、迅速な対応が要求され、即座に対

BCM サイクル

応しなければ被害が広がっていくものはすべて「インシデント」とい
う言葉で含有される。インシデントには大小さまざま、種類さまざ
まなものがあるということです。決して危機とか大災害だけを指すも
のではなく、また事故が起きる一歩手前の状況のみをインシデント
と呼ぶわけでもありません。
普段発生しているような小規模なインシデントから 10 年に一度し

改善

か発生しないような大規模なインシデントまで、すべて同じマネジメ

確立

ントシステムで扱うこと。これがインシデントマネジメントの基本で、

• 事業継続⽅方針

•不
 適合是正

•事
 業継続目的

語として、そのまま普及に務めたほうが良いと私は思います。

• 教育・文書管理

マネジメントには継続的な改善が必要不可欠です。現状を踏ま
第 10 章

体にはなかなか浸透しません。その時、アメリカの ICS マニュアル

第 5 章〜第 7 章

を日本の役所や企業などにいきなりもってきて、そのまま実施せよと

ACTION

PLAN

言われても理解できるわけがない。これは水と油のような関係です

CHECK

DO

から。アメリカのみならず、諸外国のシステムを研究し、どのような

第9章

マネジメント要素が標準化され、どのような要素が標準化されてい
ないのかを詳細に分析し、そのような理論的背景を充分踏まえたう
準化しないのかを考えなければ実用的なものはできません。

被害が発生しにくくする。

【復旧】

元の状態に戻す。

•内
 部監査

• マネジメントレビュー

co
ve
ry

現在、インシデントマネジメントの標準化に携わっている方々に
は、今一度、標準化の目的を考えていただき、何のための標準化

【予防・防災】

Re

えで、自分たちのマニュアルのどこを切り離して標準化し、どこを標

監視

第8章

•イ
 ンシデント対応結果レビュ−

なのか、どんなメリットがあるのかを再認識してもらいたいと思って
います。

運用

/M
on
i
t
n
Preve

えたうえで問題点を抽出し、少しずつ改善していかなければ組織全

iti
ga
tion

それを可能にするのがファンクショナル・アプローチという発想です。
このように適切な日本語が存在しない以上「インシデント」は外来

•組
 織の状況把握

（脆弱性を下げる）
構造強化、二重化、
保険加入等

R

es
po
nse

＊注：この範囲を「BCP（事業継続計画）の実施」と呼
んでいる場合もある。

小池貞利氏の提言
［1］災害対応に必要なプロセスやファンクションを定義する。
リソース（資源）とファンクションとを切り離して考える。

［2］標準化できるところは標準化し、組織化コストを削減する。

インシデント発生
ISO22320 はここの規格

【対応】

被害の拡大を抑える。

（インシデントマネジメント）

【準備】

対応する能力を向上させる。

各種計画策定、体制整備、資源調達、
手順確定・訓練・演習

［3］トヨタのジャスト・イン・タイム（JIT）方式を参考に災
害対応のためのマネジメント・システムを考え直す。

［4］災 害対応に従事する公務員の人事異動周期を長くし、専
門家を育てる。
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んどはデマ情報だったりするのですが、そうしたなかで一個人

②

有効な会議を行なうためには。必ず開始と終了の時間を設定

が混乱しないためには、まず腹を据えて現状を受け入れること。

し厳守することが大事です。被害状況がどんどん入ってきます

諦めるという表現はおかしいかもしれませんが、実際に起きて

と悲観的な考え方も出てきて、諦めの雰囲気に包まれてくるも

いる状況はしかたありませんでの、これを受け入れて、次にど

のですが、建設的な議論を戦わせることに努めることも大事で

のような手を打ったらいいかを冷静に判断する。交錯するさま

す。そして、現場指揮官を速やかに解放すること。会議に参加

ざまな情報のなかから真の情報をしっかりつかむこと。そのた

している現場の指揮官たちは、現場に戻ってからさらに部隊に

めの情報収集と分析が必要になります。

指揮命令を伝えなければなりません。また災害時は、報道機関

ただこうしたことは、事が起こってからでは遅いので、平時
から情報収集を行ない、現場の数を踏む・訓練を重ねる（PDCA

のほうが情報を早くつかんでいることもあります。報道を意識
しながら会議を進めることも大事です。

を繰返す）ことが欠かせません。火災や事件、事故の現場を踏

ひとつの組織をまとめていくにあたって必要な資質として

むこと。これが経験値を一番上げることなのですが、もうひと

「トップは口を閉じ、耳を開き、決心する」ということがあり

つ大事なのが訓練を重ねるというになります。PDCA を繰り

ます。私はトップの人間ではありませんが、小さい組織から大

返し、経験値を高めていくことが大事なポイントになるかと思

きい組織まで、部隊組織の運営を担う立場になった場合は、こ

います。

うしたことを心に決めながら組織をまとめていきたいという思
いでもあります。

①
災害への対応

消防士の視点から
ロジスティックス能力育成のための
トレーニングポイント
講演［3］

総務省消防庁 国民保護・防災部 防災課 防災情報室

松崎 祐一

災害活動時の心理状況とはどのようなものか

松崎祐一：総務省消防庁 国民保護・防災部の松崎です。本日は、
一消防士の視点から考える「ロジスティックス能力育成のため
のトレーニングポイント」をテーマにお話しいたします。簡単

③
①東日本大震災（仙台市） ②本部会議

③本部運営

して出動しております。
こうしたこれまでの経験から、ロジスティックス能力の向上
には情報伝達が大きく結びついてくると考えています。そして

なぜ図上型訓練の実施が難しいのか

このように訓練は大変大事なのですが、現実として図上型訓

練の実施はなかなか難しいようです。なぜできないのか。地方

に異動が行なわれます。それまで経験のないポストに自分が就

る調査研究報告書（平成 21 年３月 消防庁応急対策室 http://

いた場合、そのポストをしっかり理解するとともに、同じ部署

www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h22/2202/02_

の職員がいったいどのようなことをしているのか、どういうメ

houkokusyo.pdf）では、図上型訓練の実施とその難しさにつ

ンバーと手を組めばいいのかを知ることが大事です。

いて触れています。

私が有効だと考える訓練年間スケジュールは、以下のように

実施上の課題としては、準備時間の不足・人手不足・知識不

が重要性であるという視点から、本日は、
［1］訓練の重要性

足が挙げられており、訓練を実施したことがないところにその

とそのポイント ［2］日本の行政機関の宿命についての憂い、

理由をたずねると、ノウハウの不足・人手不足・業務負担の増

そして最後は皆さんへの［3］お願いという流れで消防士とし

加──という回答が大方を占めています。阪神・淡路大震災や

ての考えをご提案します。

東日本大震災を受けて、全国の各自治体や企業、団体で防災訓

たりにした方もいると思います。人がそうした大きな災害を目

練をやろう・やらなくてはという気運はあるのですが、実際訓
練実施に至るまでが、日本の場合また時間がかかります。

の前にしたとき、どのような状況になるかといいますと
① 目の前の状況に圧倒される

② 何か対応しなければ……と考える

③任務や情報を抱え込む（何をどのように処理すればよい
か分からない）

たいがいの行政機関では、3 月末に異動の発表があり、4 月

公共団体の風水害図上型防災訓練の実施要領のあり方に関す

その情報伝達をうまく実行するためには、やはり平時の訓練

ここにいらっしゃる皆さんは、東日本大震災の惨状を目の当

訓練年間スケジュールをどう立てるか

実災害対策本部が立ち上がってからの課題

災害が発生して災害対策本部が立ち上がりその対応にあたる

段になってよく耳にするのは、初めての体験に対する戸惑いや

なります。
［訓練年間スケジュール］

4 月 準備 ──己を知り、仲間を知る──
5 月 第 1 次 オープン型 確認訓練

ふりかえり

9 月 第 2 次 ブラインド型 基本訓練
1 月 第 3 次 ブラインド型 応用訓練

ふりかえり
ふりかえり

そして 5 月に、第 1 次オープン型の確認訓練を実施します。
オープン型の確認訓練というのは訓練のシナリオをオープンに
した訓練で、各々がやるべき任務の認識を図ります。

特定の人や部署だけが忙しくなること。優先順位や担当部署が

9 月の防災の日に合わせて、ブラインド型の基本訓練を実施

不明確という部内の事情から、議論されるべきテーマから離れ、

し、そして最後に 1 月の防災とボランティアの日に合わせて、

最終的な目的から遠のいていくというパターンです。本部会議

ブラインド型の応用訓練を行ないます。広域における地震を想

が、会スレド議セズ。議スレド決セズ。決スレド行ワズといっ

定したものとか、いくつかの災害が同時に発生する場合を想定

に自己紹介しますと、1977 年神奈川に生まれ、1999 年に自

たとえば消防の活動で自分がホースを持って消火を担当して

衛隊に入り、横浜市消防局から、現在総務省消防庁に出向して

いると、その業務の達成だけで満足感に陥ってしまい、災害の

た「小田原評定」になっていませんか ?

というのは、これま

した応用型の訓練を実施します。そして、それぞれの訓練でふ

おります。

一部分しか見られなくなるといった傾向が災害活動時の心理状

でいろいろなところで本部会議に同席してきて思うことです。

りかえりをすることが大事です。ふりかえりをすることで、自

少々変わった経歴になると思いますが、自衛隊にいた頃は通
信科に勤務しており、夜中、雨や雪の中で電話線を張る野外有

況です。まさに木を見ているけれど森を見ていないという状況
です。

会議が「小田原評定」にならないためならないためのポイン
トをいくつか挙げてみました。

線の作業などしておりました。訓練ばかりではなく、現場に出
て経験を踏みたいと思い、2003 年に横浜市消防局に採用して

分の任務、仲間の任務を確認していきます。
ここで提案したプランは年度が単位になりますが、これは 2
年、4 年、6 年で人事異動がありますので、どうしても年度で

まず、自分が混乱しないために

① 開始終了の時間厳守

考える必要があるからです。2 年とか 4 年とか長い時間で考え

2010 年に開催された APEC では、消防特別警備計画の策定に

事態はさらに悪化していきます。意志（活動方針）決定が遅れ、

まずは 1 年間での活動に重点を置いてスケジュールを組むこ

も携わっております。東日本大震災は、その年明けの 3 月 11

災害活動が遅れ、そして被害が拡大していきます。

③現
 場指揮官を速やかに解放する

もらいました。特殊災害対応隊や警防、人事などの任務を受け、

日に発生しました。私自身も仙台に緊急消防援助隊神奈川隊と

200

こうした差し迫った状況のなかで、その前線が混乱すると、

災害発生時にはいろいろな情報が上がってきます。そのほと

②建
 設的議論を交わす

ていくことも大事なのですが、異動があることを念頭に置いて、

④報
 道を意識する

とになります。

⑤ トップは口を閉じ、耳を開き、決心する

201

都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト | 都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図 1】災害時の組織図
例：横浜市災害対策本部

防災計画（震災対策編）

統括調整部（危機管理監）
• 本部運営チーム
• 救出 ･ 救助チーム
• 被災者支援チーム
• 広報報道チーム
• 総務チーム
応急対策部（副市長①）
• 医療調整チーム
• 受援調整チーム
• 帰宅困難対策チーム
• 他都市応援チーム

⑤

被災者対策部（副市長②）
• 物資チーム
• 遺体取扱チーム
• 被災再建チーム（・放射線対策チーム）
④
集合教育

④ふりかえり

⑤事前教育で共通認識

⑥図上訓練

訓練をとおして自分の弱点を知る

ら活動しています。

各訓練においてふりかえりが必要と言いましたが、ではその

そして、ヒト・モノ・カネ・情報の流れの確認。特に情報に

ふりかえりで何を確認するのかということになります。そもそ

関しては、流れを確認しておかないと自分のところで活動が止

も訓練とは人に見せるものではなく、自分の弱点を知ることが

まってしまいかねません。情報の共有ができないと対応できる

目的です。

機関も限られてしまいます。行政機関はお金についての話を避
けたがるものですが、これもとても大事なことですので、この

［ふりかえりで確認すること］
①基
 本的な優先順位の決定
▼

人命危険、拡大危険、二次災害危険
②ヒ
 ト ･ モノ ･ カネ ･ 情報の流れの確認
▼

情報が流れることで対処する機関が増える
③体
 制の整備、他機関との連携の模索
▼

担当部署の明確化に
④マ
 ニュアルの整備、簡易版の作成

あたりをしっかりつかんで、どういうスキームで進めていくか
を検討・確認しておく必要があります。
こうしたことをふりかえりながら、体制の整備・他機関との
連携を模索する。担当部署を明確にしていきます。
横浜市にも 500 ページ以上にも及ぶマニュアルがありまし
て、なかなか読み切れないのですが、セミナーなどの席で行政
の皆さんに「マニュアルを読んだことがありますか」とたずね
ると、なかなか手が挙がりません。それが現実です。こうした

では危機管理に関わる提案はあまり歓迎されません。

員を教育するかということになります。
•不
 吉なことは口にするな！
▼

危機管理の軽視、無駄骨折り、取り越し苦労
•精
 鋭部隊の使いつぶし
▼

業務量の偏り、持久力不足
•短
 期間の人事異動
▼

その場しのぎ、プロフェッショナルの不在

どのタイミングで教育するか

どのタイミングで教育するか。
私が提案するのはこちらです。
•採
 用時の共通教育
▼

平時と有事では対応範囲が異なることも
•係
 長 ･ 課長昇任時、5･10･20 年の節目教育
▼

どのような災害が想定できるのか

過去には「不吉なことは口にするな！」という言葉も耳にし

これは横浜市でやっていることですが、採用時の共通教育の

マでも構わないので、簡易版のマニュアルをつくると有効だと

たことがあります。無駄骨折りだとか取り越し苦労だとか、い

時間に、消防士だけでなく、一般の行政職員にも危機管理意識

思います。そうしたことによって関係者全員が共通の認識をも

つ起きるかわからない災害のためにお金を使う必要はないとい

を高めてもらうために、平時と有事では対応が違ってくるとい

つことにつながります。

う発想。危機管理の軽視はどうしても否めません。

うことを認識してもらう教育をしています。

そしてさらに、次の訓練にチャレンジ！という繰り返しにな
ります。
行政機関の宿命

行政の職員の皆さんは、公人として市民の命や生活を守る立

そしてひとたび災害が発生し、担当者がその対応に追われる

それから、5･10･20 年の節目の教育。これも時間をとりづ

ようになると業務量に著しい偏りが生じます。精鋭部隊は、災

らいところではあるのですが、係長や課長昇任のタイミングで

害対処に全力投球してしまう。最初の数日はもちろん全力投球

節目教育を行なう。立場が上になっていくに従い、災害対応に

する必要がありますが、それ以降についてはローテーションし

ついても責任をもって活動してもらわなくてはなりません。こ

ながら継続的な対応をしていくことが大事になってきます。

うした共通の認識をもってもらう教育時間を固定的につくって

基本的な優先順位の決定がなければ、さまざまな複合災害が

場にあります。その目的を実行・実現するためには、組織を構

発生した場合に対処しきれません。私自身は、人命危険、拡大

成する職員全員が危機管理を意識する土壌をつくることが大事

どうしてもその場しのぎの対応となり、プロフェッショナルが

危険、二次災害危険という優先順位を必ず心の片隅に置きなが

なのですが、行政機関の宿命といえばいいのでしょうか。現状

いないということが大きな課題になります。

202

こうした課題を受けて、ではどうやってどのタイミングで職

場合、各ポストに応じて、自分がやるべきことというワンテー

▼

関係者全員が共通の認識

復旧対策部（副市長③）
• 住宅対策チーム
• 応急復旧チーム
• 経済再建支援チーム
• 廃棄物対策チーム

⑥

先ほども申し上げましたが、短期間の人事異動が背景にあり、

しまうというのはいかがでしょう。
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⑧

⑦

⑨
各種訓練

どういう組織が効果的か

発災時に災害対策本部を速やかに立ち上げ、平時でも災害対

応に柔軟に対応できる組織とはどのような構成であるべきか。
横浜市の災害組織図を例にしましょう。2013 年 3 月に見直さ
れ、改正されたばかりの組織図です【図 1】。
通常、横浜市の組織は 20 以上の部局からなっているのです
が、災害時は各部局をそれぞれ統括調整部・応急対策部・被災
者対策部・復旧対策部と 4 つにグループ分けして、危機管理
監を頭にそれぞれの副市長を各部の責任者として設定していま
す。これで災害対策本部を立ち上げていくという組織です。
この組織図、手前味噌ながら、よくできているなと思います。

⑪

⑦多数傷病者対応訓練

⑩

⑧⑨ NBC 対応訓練

平時と有事では対応範囲が異なることも
• 近年の災害情報を知る
▼

どのような災害が想定できるのか
• 部内外の関係機関を知る
▼

カウンターパートの能力を知っているか

防災を教育へ

⑩小学生社会見学

⑫
⑪地域の祭りにて広報

⑫中学生職場体験

に就いた人に、基本的なベースの部分から、自分たちの組織に

かり認識しなければいけないと思います。そして忘れないよう

ついて、自分の危機管理について語ってもらい、共通認識をもっ

にしなければなりません。

てもらうのがいいと思います。このとき大事なのは、自分の言

私は 2013 年 3 月まで、町の小さな出張所で所長をしており

葉で自分の組織について語らせ、自分の言葉で互いの組織を理

ましたが、地域の会合の席などでこうした話を一般の方にする

解することです。こうした自分の立場や任務を認識する機会を

と、その場では皆さん納得してくれるのですが、少し経つとど

与えないと、本当の意味での組織全体の共通認識を得ることは

うしても忘れてしまう。本日の先の講演で、岡本正先生や小池

難しい。簡単なようで、実はこれが難しいことでもあります。

貞利先生からもお話があったように、訓練を続けて学びの機会

担当が異動になって、後任者に引き継ぐ段階になって必要な
ことは、己の状況を伝え、仲間を紹介することです。自分が着
任したときに学んだことをそのまま伝えることになります。

をつくっていかないと人は忘れてしまうものなのです。
出張所にいたときは、地域のお祭のときに就学児童を対象と
した消火訓練を行なったり、小学生の社会見学の機会をつくっ

過去の災害について知ることももちろん大切なのですが、対

データやペーパーを残すことは無論大切ですが、チーム（組

たり、中学生には防災服を着せて空気呼吸器を背負わせて建物

組織図をつくるにあたって、これはプロパーの立場からのアイ

応するシステムも年々変わってきていますので、まずは近年の

織）で対処することを引き継ぐことがさらに重要で、心といい

の周囲を走ってもらったりと防災を経験してもらうためのいろ

デアなのか、それとも業者からのアイデア提示なのかと担当者

災害情報を知る。そしてどういう対応をしていけばいいのかを

ますか、精神を引き継ぐということになるでしょうか。

いろな企画を続けておりました。子どもたちや学校の先生たち

に確認したところ、岩手県から情報をもらい、岩手県の組織図

確認する必要があります。また、自分たちの組織のなかだけで

を基に編成したということでした。これはとても動きやすい。

情報を抱え込むのではなくて、カウンターパートの能力を活か

それぞれが意義ある部署につけられており、とても良い組織に

すためにも、どんなチームや関連機関と連携、協働活動ができ

なっていると思います。ただこれは改正したばかりですので、

るのか知っておくことも大事です。

まだ実証・実験・研究を重ねていく必要があります。

私もいろいろなセミナーなどにお邪魔して話を聞くようにし

にはかなり好評で、子どもたちは教室で机に向かっているより
自助 ･ 共助の強化と防災教育の教化

も元気に楽しんでいるようでした。

最後の提案は、皆さんへのお願いということになります。こ

こうした経験をとおして、小さいうちから防災について学ぶ

れは岩手県でお話しするまでもないことかもしれませんが、自

機会をもっと増やさなければなりません。防災や防犯の知識と

助 ･ 共助の強化についてです。

知恵というものは、人が生活していくうえで欠かせないことで

ていますが、大規模なセミナーになると応用の話題はかなり紹

1995 年 1 月 17 日に兵庫県南部で発生した阪神・淡路大震

す。防災教育が、今後の日本に必要になってくる。防災を根づ

異動直後（4 月）にするべきこと

介されているのですが、基本を学ぶ機会が実はなかなかありま

災では、地震直後に 16 万 4,000 人ががれきの下敷きになりま

かせていくことが今後の大きな課題です。防災教育を義務教育

職員の教育についての続きになりますが、異動直後の 4 月

せん。消防は災害時にどういうことをするか。その時警察は何

した。そのうちの 3 万 5000 人近くが生き埋めの状況になり、

化できないのかという強い思いがあります。

の担当者集合教育は特に重要だと思います。このときの集合教

をしているか。水道局や道路局はどんな対応をしているかと

その生き埋めになった方々がどうやって救出されたかといいま

育で、己を知り、仲間を知ることを伝える必要があります。

いった基本的なことを知る機会が実は少ない。これを抜かして

すと、近隣の住民による救出によるものでした。住民によって

いきなり専門家が伝える応用編を見聞きして、そのまま影響を

救出された 2 万 7,000 人のうち 8 割が生存しています。一方、

受けてしまう。このような傾向があるのではないでしょうか。

消防・警察・自衛隊が救出した約 8,000 人の半数が亡くなっ

まずは 4 月の担当者の集合教育のなかで、それぞれの部署

ています。皆さんご承知とは思いますが。こうした事実をしっ

•自
 分の部署を理解する
▼
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非常事態下では
意思決定の権限を分ける。
そのプロセスを標準化する。

討論［1］

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

結果から考える支援活動

小池貞利：岡本先生が検証したデータは、復旧段階での相談がメ

災害支援をプロセスとして捉える

岡本：私たちが現場に入ったのは発災から 1 週間後ですが、被災

秋冨：これまでの講演を受けて討論に入ります。ご意見・ご質問

インということになりますか。
（元海上保安庁／国際海事機関）

白土直樹：岡本正先生にお伺いします。無料法律相談の事例をま

ると思います。たとえば東京都は、災害時の早期安定を図るため、

小山雄士：2014 年 3 月まで総合防災室長におりました。東日本

東京弁護士会をはじめとする 19 団体と「復興まちづくりの支援に

大震災を経験して、今改めて考えることがいろいろとあります。小池

関する協定」を結んでおります（2014 年 1 月現在）
。弁護士だ

地でどんな法的情報が被災者にとって有効だったかというのことを

先生の講演をうかがって、ストーリーとして物事を考えることは本当

けでなく建築士やそのほかいろいろな分野の専門家と協定を結び、

とめられた件、大変すばらしいと思いますが、これらの集計のしか

ふりかえると、やはり 1 週間後あたりからニーズ出てきたのではない

に重要だと思いました。そのストーリーは発災から始まるのではなく、

被災者支援のための体制を組んでいます。この協定はすでに一度

たはどのようにおやりになったのですか。（日本赤十字社 救護・福

かと思います。もちろん私たちは人命救助には関与できませんから、

発災を前提としたところから始まるものです。つまり、人を救う・人

機能しておりまして、2013 年 11 月の台風 26 号による土砂災害（伊

のある方はいらっしゃいますか。

祉部）

72 時間以降を復旧段階と呼ぶのであれば、そういうことになると思

命を守るとは何かを考えるところから始まる。現場の我々からすると、

豆大島）のときにも現地に弁護士が派遣されて、行政の相談と被

岡本正：弁護士が相談を受けるとき際には、カルテのようなもの

います。ただ 73 時間以降からは、こうした法律相談は現地で必要

どうしても要救助者をピックアップして安全なところに搬送してという

災者の相談、どちらにも対応しています。このとき弁護士は本部に

をつくるんですね。東日本大震災でも同じようにカルテをつくりまし

とされる対応になるだろうとは思っています。

ことになりますが、それで終わりではない。被災された方が、心か

入ったわけではありませんが、行政の一員として活動していました。

た。医療のように継続性はないので 1 回きりのものにはなるんです

小池：どこからどこまでが急性期で、どこからが復旧期というのも

ら笑顔を取り戻すところまでが防災における被災者支援ということ

ぜひこうしたことを岩手県でも検討していただいて、全国のモデルと

定義がありませんからね。いろいろなフェーズ、分け方があると思い

になろうかと思います。そのために私たち行政は、被災された方、

なってもらいたいと思います。
（弁護士／元内閣府上席政策調査員）

したうえで 40,000 件すべてをデータ入力しました。それらのデータ

ます。そのいろいろなフェーズで必要なものが出てくる。どの段階で、

避難されている方、在宅避難者すべてに対して、いろいろな相談に

を 100 名くらいの弁護士に協力してもらいながら、カテゴリーに分

どんなファンクションが効果的なのか。そのファンクションの定義も

応じられる体制をつくらなければなりません。生存することから生活

類し整理しました。法律相談では主に 24 項目を扱うのですが、分

きれいにまとまっていません。ただ岡本先生の検証で法律相談も重

することまで、すべてのフェーズに対応する必要があります。そのと

母を相談人数、分子を相談カテゴリー数として、パーセンテージを

要なファンクションになることが明らかになりましたから、今後の支

きは災害時の法的な事案に関しても相談にのれるようでなければな

出しています。ひとりの相談者について 3 つまでのカテゴリーを当て

援活動のひとつの機能として組み込んでいく必要がありますね。

らない。そうしたところまで見通したストーリーを考えていかないと

本大震災発災後、岩手県はただちに避難所の名簿を公開されて

ていますので、だいたい 130%くらいが平均値になります。基本的

岡本：私は震災当時、内閣府にいたのですが、私としては被災地

だめなのだろうと思います。我々は災害対策本部を立ち上げ活動し

います。個人情報を翻訳して視覚障害者団体に提供されてもいる。

が、各弁護士がつくったそのカルテを集めて、個人情報はすべて消

オールハザードの考え方をどう伝えるか

岡本正：岩手県に全国のモデルとなってもらいたいと期待するのは

は、岩手県がいつもきらりと光るとりくみをしているからです。東日

にこれらは人海戦術による手作業でして、私も 40,000 件すべての

の方々がどのようにしたら立ち直るのか、そのために必要な支援は

ましたが、そこには現場で活動するインフラ整備の建設関係やドク

おそらく経緯はいろいろ大変だったろうと思いますが、緊急時の対

データに目をとおしています。単にアンケートをまとめるという作業で

何かと、人に着目してこの活動を開始しました。こういう制度が必

ター、保健師も入っていました。岡本先生のお話をうかがって、今

応ということで市議会の承認をとり、被災者に個人情報を提供する

はなく、専門家がすべての事例を災害関連の視点から見直していま

要だという提言も、現地の人たちにとって必要と思われることを伝え

後は早い段階から弁護士の皆さんにも加わってもらったほうがいい

ためのシステムをつくっています。先ほど、行政からの発信された情

すので、きわめて正確なデータになっていると思います。（弁護士／

てきたつもりです。小池先生がお話しになった、結果側から考える

と思います。（岩手県総務部総合防災室）

報が一般市民に届くまでに抜け落ちてしまうという話をしましたが、

元内閣府上席政策調査員）

というのが、まさに今回の私たちの活動だったと思います。それを

実際のところ、私たちの活動も行政がないとできません。これは確

白土：基本的にはテキストベースのデータだと思いますが、分析す

今後、どのようなシステムにしていくかということですね。

岡本正：とても重要なご指摘だと思います。当時、行政改革に携

わっていた自分がなぜ日弁連の災害出張をやることになったかと言

定していることですので、現場で活動できる人間をぜひ加えてほし

いますと、岩手県宮古市の「宮古ひまわり基金法律事務所」で弁

いと思います。（弁護士／元内閣府上席政策調査員）

析ソフトを用いると、また興味深い結果や傾向が出てくるのではな

厚井裕司：そうしたモデルをつくって検証し、実現していくことは重

要だと思います。日本の研究開発はみな断面的で、防災でも部分

護士をやっていた小口幸人さんが、まだ何の情報もないなかおひと

的なことに終始してしまう傾向がありますが、そうではなくて一連の

りで活動していましたので、それを日本全国の弁護士が助けるとい

びかけで、ふた月に 1 回くらい飲み会をやっていて、市、県、市内

る際、WordMiner（ワードマイナー）のようなテキスト型データ解
いかと思いました。

小山雄士：参考までにひと言。宮古市ではある組織のある人の呼

流れ、最初から最後までのプロセスが大事だということが良くわかり

うことがきっかけとなりました。小口弁護士がなぜうまく活動できた

の組織のトップたちが顔を合わせています。そのなかに「宮古ひま

回のデータはあまりにもセンシティブな事柄が多く、外注できないと

ました。大事なのにも拘わらず、
なかなか日本では評価されませんが、

のかと言えば、日頃から行政とやりとりをしてきたからだと思います。

わり基金法律事務所」も入っています。普段からそうしたベースが

いう事情がありました。ただこうした調査のなかで、初期の半年に

そのあたりロジスティックスのトレーニングプログラムのなかで実現し

行政の委員もやっていましたので提言力もあった。被災地の現場を

あって、顔が見える関係があったことは、災害支援でもおおいに活

行なった原子力発電所事故に伴う相談については、私の目から見

てほしいと思います。行政、市町村、企業、消防や警察、自衛隊

見て、こういう法的制度があるから、こういう支援ができるというこ

かされたと言えそうです。（岩手県総務部総合防災室）

て重要と思われるキーワードを抽出し検証したものを論文として出し

などでそういう流れをつくり、防災におけるトヨタのカンバン方式を

とも彼は提案していました。

ています。こうした情報をアーカイブして公開できるようにすればい

つくっていく必要があると思います。（マイクロネットワークス／岩手

會川雅行：トータルな視点で捉えたモデルケースを構築することは

いのですが、現段階では公にするまでのフォーマットが充分にでき

県立大学客員教授）

岡本：おっしゃるとおりです。本当はそれもやりたいのですが、今

ておりません。生々しいデータが多いということもあります。
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私たちは中央に対してもそれなりに提言力がある組織ですので、

非常に重要ですね。震災後、岩手県も毎年総合防災訓練をしてお

私たちのような組織をひとつのハブとして、支援活動のひとつのコ

ります。2014 年は久慈市で約 1 万人以上が参加して実践的な訓

マとして、災害対策本部の活動に加えていただくという考え方はあ

練をしました。2015 年は八幡平市を中心に総合防災訓練が実施
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されます。そのなかで企業や大学などにも協力いただきながら、災

かえようということで取り組み始めています。実際の現場での対応

生を対象に考えがちですけれど、本当に必要なのはレスポンダー、

害に直面したときに具体的にどのようなことをやっていけばいいのか

は、ハザード、ニーズによって手段も変わってきます。それは当然の

日本の役所の役人です。なんといっても、日本には危機対応の専

を検証し、実践を試みています。全体的にはひとつずつ積み上げて

ことですが、指揮命令系統、コマンド・アンド・コントロールの部

門家がいないのですから。この状況を変えるのは並大抵のことでは

いくしかないと考えています。（岩手県総務部総合防災室）

分を共通化しなければ、有効な活動は展開できません。

ないと思いますが。（元海上保安庁／国際海事機関）

後藤真太郎：2013 年、平成 25 年度の内閣府総合防災訓練に参

そうした意味でも、岡本先生と松崎先生のご提案、教育を充実

白土：災害対策基本法では、一義的には市町村が災害対応すると

加しましたが、その訓練の災害対策本部のなかに NPO は入れても

させていかなければならないというのもまったく同感です。まずは生

なっており、そこが機能しなくなったら県や国が対応するとなってい

らえませんでした。日本の現状はまだそのようなもので、そこから変

き残ること。その後の生き延びるというフェーズ。そのための教育は

ますが、そうなった場合、本当にコマンド・アンド・コントロールが

えていかなければなりません。そういう大きなところから変えていくこ

必要不可欠です。72 時間をひとつの目安とするならば、72 時間以

利くのだろうかと、正直危惧はあります。たとえばトヨタ形式は、ひ

とと、これは環境社会学、地域社会学の基本ですが、普段の生活

降も生き延びていくためには、前段階の生き残ることが前提なわけ

とつの組織、ひとつの法人のなかでの指揮命令系統ですから、機

のなかで小さいことからこつことやるべきことをやる。このふたつを

ですが、東日本大震災でも阪神・淡路大震災でも、あれだけの死

能しますし効果も上がります。そうしたはっきりしたものがないなか

同時にやっていく必要があります。（立正大学 地球環境科学部）

者が出たという事実が、それができなかったことを物語っていると

で、曖昧模糊とした状況のなかで ISC を導入して意味あるものにな

小山：小池先生の言う全体のストーリーをトータルを考えることは

思います。これから起きるとされる首都直下型や南海トラフ地震で、

るのかと。災害が起きたときに、誰が責任をもって指揮を執るのか。

できると思うのですが、現場での個々の実戦部隊にとっては、ストー

まずは生き残るということをきちんと教育していかないといけない。

どこに実行権があるのかということです。

リーも災害の種類も異なり、手を組むパートナーや連携のしかたも

そのためにもいろいろなレベルでの教育が求められます。その教育

変わってきます。私たちは津波を経験しましたが、阪神・淡路大震

のなかでも、特に私たち災害対応従事者、行政に携わる職員の教

かし現場での意思決定者は最終的にはその人自身。ほかの人はあ

災のようながれきの生き埋めというのはほぼありませんでした。（岩

育が必須だと思います。ご指摘があった早い人事異動でプロフェッ

くまで支援者です。意思決定までよその人に丸投げしてしまうと、

手県総務部総合防災室）

ショナルが育たないというしくみと現実に対してどう対処していけば

東日本大震災時に総理大臣が現場までやってきて状況をより混乱

小池貞利：ハザードによって対応が異なるのはおっしゃるとおりで

いいのか。頭の痛い問題ですが。
（日本赤十字社 救護・福祉部）

させたような結果になります。現場の人は、これが足りない、こうい

後藤真太郎：私は油汚染の研究をしています。油の事故は沿岸域

う支援が必要だということを考え判断して、それを伝えるということ

す。ただ津波でも地震でも避難先は同じ。原因に拘わらず対処は
同じで、
「避難する」という行動をマネジメントするのはその人個人

で起きますが、日本の行政には、海でも陸でもない、沿岸域の事

です。これがオールハザードの対応ということになるのですが、この

故に対応する部署がありません。1997 年 1 月 2 日のナホトカ号重

考え方が日本にはまったくないんですね。オールハザードとは何か

油流出事故では、油が漁港に漂着すれば農林水産省の対応となり

小池：市町村に意思決定を任せるというのは間違っていません。し

が一番重要で、これが結果から考えるということになります。
つまり権限を分けるということですね。現場の権限はここまで、
支援に関してはここまで。そうやって権限を分けていって、国家はそ

と言ってもつかみどころがありませんから。しかし対応はしないとい

ますが、環境省は関与するのは国立・国定公園に指定されている

れをトータルに把握し、どこの誰にどんなプロセスがあるかを明確に

けない。それが結果から考えるという方法につながります。
（元海

ところのみということで線引きを表明しました。こうした事故と国の

して、あたかもひとつの機能のように対応する。それが標準化という

対応を見て、私は地域防災計画がどうなっているかを詳細に調べま

ことになります。それがないと責任の所在があいまいになり、いざと

した。そうすると、災害対応はその行政地区の単位でやることしか

いう状況下でも責任の押し付け合いになる。これが日本の現状です

上保安庁／国際海事機関）
誰をどのように教育すべきか

白土直樹：小池先生のお話、とても興味深く聞いておりました。
ISC の基本として、どんなハザードも同じという説明がありましたが、
現行の防災業務計画を見ると、災害対策編とか林野火災対策編と
か水害対策編などいろいろなバージョンがあって、非常にわかりづ

書かれておらず、その間に起きたことはまったくブランクなんですね。

から、この問題をまず解決しないといけません。とにかく自分の身は

地域防災計画は、横断的な事故が起きたときには機能しません。

自分で守る。その意思決定は他人に仰がない。意思決定権利は自

事故に対応して、責任をとる部署が完全に抜け落ちているからです。
（立正大学 地球環境科学部）
小池貞利：オールハザードというのは、行政のタテ割りのしくみを

らい。こういった状況を統一したほうがよりわかりやすいということ

やめることにほかなりません。あれをやっている限り、この問題は解

だと思いますが、それは私もまったく同感です。今、災害医療の分

決しません。それから教育のこと、私もまったく同感ですね。一番

野では、多様に広がりすぎてしまった活動をひとつに集約してつくり

やらなくてはいけないのは役人の教育です。教育というと、小中学
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分にあるということは徹底的に教育する必要があります。津波のとき
に逃げるか逃げないかを人に聞かない。判断を他人に任せてはい
けない。自分で決めなくてはいけません。これが大事です。
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•医療救護班：894 班派遣 取扱い患者数：のべ 75,892 人
•救援物資の配分 ：

日赤の主な復興支援活動

今回の震災を受けて、日赤には 100 カ国の赤十字社・赤新月

①毛布		

132,510 枚

社から 994 億円（2012 年 9 月末時点の集計・表明ベースの金

③安眠セット

13,500 セット

き、海外の赤十字社からの財政的な支援を受けて、復興支援事

②緊急セット
④ 衣服

30,972 個

額含む）の海外救援金が援助されました。緊急救援後も引き続

183,500 点

業を続けておりますが、こうした活動は、日赤としてはほぼ初
めてと言えるものです。復興支援活動の事業項目と財政的な事

•10 ㌧トラック 6 台分を超える物資

内訳：ショベル・塵取り・デッキブラシ・バケツ・タオル・ゴ

ミ袋等

業規模をまとめると【図①】のようになります。
（キャプショ
ン表記以外の画像はすべて、赤十字原子力災害情報センターデ
ジタルアーカイブより）

•簡易給水設備：9 ヵ所

•こころのケア要員 ：718 人派遣

のべ 14,039 人に関与

•日赤ボランティア 約 70,000 人日

（炊き出し・救援物資倉庫管理・被災家屋の片づけ等）

3.11 の教訓

東日本大震災における緊急救援を通じて、私たち日赤は何か

でき、何ができなかったのか。また何が有効で、何が有効でな

大槌町の被災地の様子（出典：日本赤十字社『東日本大震災─救護活動から復興支援までの全記録─』より）

日本赤十字社の救護活動を
通じた 3.11の教訓

【図①】日赤の主な復興支援

設され、以来、日本における最大の人道援助機関として、災害
救護活動・医療事業・看護師養成・国際活動・社会福祉事業・
血液事業・救急普及といった活動を主に行なってきました。こ
のうち、国内での災害救護活動は日赤の活動を代表するものと
なります。
各国にある赤十字社の使命は世界共通ですが、その活動内容

生活再建支援

297 億円

福祉サービス支援

20 億円

教育支援

39 億円

や組織形態などは、それぞれの国の状況に合わせてさまざまで

講演［4］

日本赤十字社 救護・福祉部

白土 直樹

す。日本の場合、医療事業の規模が大きく、全国に 92 の病院

©Nobuyuki Kobayashi

を有し、日赤で働く約 60,000 人の有給職員のうち、大半は病
院の看護師や医師等となっています。
日本の防災における日赤の役割としては、災害対策基本法や
災害救助法等の法律に基づき、国や地方自治体の行なう救助活

日赤の主な復興支援活動

動に協力する義務を負っています。その具体的な活動の内容は、
日赤の内部規定である日本赤十字社救護規則で定められており
まして、医師や看護師など病院職員を主体として編成される医
秋冨慎司：講演［4］として日本赤十字社 救護・福祉部の白土

療救護班の派遣が中心となり、そのほか救援物資の配分や血液

直樹さんに「日本赤十字社の救護活動を通じた 3.11 の教訓と

製剤の供給、義援金の募集と配分、さらにはボランティアによ

いうテーマ」で講演をお願いしております。

るこころのケアや炊き出しなどの活動を行なうこととなってい

医療支援

151 億円

ます。
日本の防災における日本赤十字社の役割

白土直樹：初めまして。日本赤十字社の白土と申します。ここ

東日本大震災における日赤の主な救護活動

いますが、赤十字と日本赤十字社について簡単にご説明します。

療救護班 894 班が被災地に派遣されました。日赤は法律や社内

にいらっしゃる皆さんは、私たちの活動についてはご存じと思

23 億円

復興支援事業 994 億円

100 か国の赤十字・赤新月社からの
海外救援金

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、日赤の医

赤十字は世界で最大の人道援助機関で、世界の 188 の国と地

規則に定められた活動はもちろんのこと、被害の甚大さに対し

域にある各国赤十字社と国際赤十字・赤新月社連盟、赤十字国

て、もてる資源を最大限動員して、さまざまなニーズに対応す

際委員会のネットワークによって成り立っています。日本赤十

る活動を展開しています。その主な活動をまとめると次のよう

字社（以下、日赤）は、その前身である博愛社が 1877 年に創

になります。
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原発事故対応

災害対応能力強化

35 億円

クウェートからの原油無償提供による
地域基盤復興事業等

401 億円
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【表①】災害別取扱い患者数

＊東日本大震災の取扱い患者数は平成 23 年 8 月 31 日時点のデータ

1 班あたり平均取り扱い患者数

災害名（発災日）
①

②

③

①石巻赤十字病院に集結した救護班 ②自衛隊ヘリの離着陸を見守る医師 ③東新東名高速道路を北上する救護車両の列
（出典：いずれも日本赤十字社『東日本大震災─救護活動から復興支援までの全記録─』より）

かったのか。以下の 5 つの視点から活動を検証してみました。

派遣救護班数

発災 2 日間の 1 班あたり平均取り扱い患者数

1 班あたり
平均取り扱い
患者数

取り扱い
患者数

発災 2 日間の
派遣救護班数

取り扱い
患者数

1 班あたり
平均取り扱い
患者数

阪神・淡路大震災（2011 年 1 月 17 日）

981

38,359

39.1

60

3,791

63.2

新潟中越地震（2004 年 10 月 23 日）

164

11,994

73.1

7

757

108.1

東日本大震災（2011 年 3 月 11 日）

894

75,892

84.9

93

1,214

13.1

でなく、地域のニーズアセスメントや避難所の衛生環境改善、

から 2011 年 5 月 31 日までに取り扱った患者約 70,000 人の

今回の災害で明らかになったことは、医療チームの迅速な派

給水施設の整備などを行ないました。その現場では、途上国に

重度別の内訳です。重症者は 0.2％にとどまり、軽症者がほと

遣は今後も必要であることには変わりありませんが、災害発生

［1］行政機能が麻痺した場合の対応

おける国際救援のノウハウが活用されています。

んどです。疾病別には、上気道感染症が 26％、高血圧症が約

後の応急対応には限界があるということ。すなわち、津波のよ

20％、カゼや慢性疾患への対応が多い結果となりました。

うな災害では、いくら医療チームを迅速に派遣しても救える命

［3］放射線下での救護活動

リーダーシップとそれを支えた全国からの応援スタッフ（医師、

津波災害では、無事に生き残るか、津波に巻き込まれ死亡す

は少ない。命を救うためには、住民自身が事前の備えをするこ

事務職員等）のブレーンとしての役割が発揮できたからと受け

るかのいずれかで、重症者が少ないのが特徴です。その結果、

と、つまり津波が発生したらすぐに避難することが重要で、そ

［5］義援金

止めています。

医療チームが迅速に派遣できても、対象となる患者がそもそも

のためには地域住民への防災教育が必要となってきます。今回

少なかったのが、今回の震災の特徴のひとつです。事実、東日

の反省を踏まえ、日赤では、今後、学校や地域での防災教育に

本大震災では、92％の人びとが、地震が直接の原因ではなく、

取り組むこととしています。

［2］医療救護

［4］海外からの支援

［1-1］行政機能が麻痺した場合の対応──有効でなかった

東日本大震災の被害はあまりにも甚大で、被災市町村の行政

こうしたことを可能としたのは、病院内スタッフ（医師）の

［2-1］ 緊急医療救護──有効

救護班の派遣が、以前よりも早く大規模になったことは、活

津波で死亡しているという調査結果が出ています。

そのものが破壊されたり、職員が死亡したりしています。その

動として有効でした。被災地の行政機能はマヒ状態でしたが、

結果、日本の災害法制上、一義的に被災者の救援を行なうはず

そうしたなかでも日赤の医療チームは迅速に派遣することがで

を整えてきましたが、それは地震による建物崩壊による外傷や

の市町村行政が機能せず、発災初期にはニーズアセスメントも

きました。

充分に行なわれず、大きな混乱に陥りました。
日赤の活動は、自前でニーズアセスメントするのではなく、

日本では、阪神・淡路大震災の反省を踏まえて緊急医療体制

［3-1］放射線下での救護活動──有効でなかった

3 点目に、今回の災害の大きな特徴ともいえる原子力災害へ

クラッシュシンドロームなどを前提としたものでした。ところ

の対応があります。日本では原子力発電所は安全という神話が

1995 年 11 月の阪神・淡路大震災で、医療活動の遅れから「防

が今回の災害では、地震による重傷の被災者は少なかった。現

ありました。原子力発電所では、地震や津波も含め、自然災害

ぎ得た死者（Preventive Death）
」が約 500 人いたことの反省

地で主に対応が求められたのは慢性疾病で、想定していた医療

への対応、すなわちハードウェアによる災害抑止も充分なされ

地元行政からの要請に応じて医療チームの派遣や救援物資を配

を踏まえ、国は急性期の活動を重視した日本 DMAT を創設し

ニーズと実際の医療ニーズが異なりました。こうしたことから

ていると考えられており、原子力発電所に大規模な事故が発生

布することを原則としていましたので、被災して要請の手段を

ました。これを受けて日赤も、被災地からの派遣要請がなくて

特に急性期医療を対象とする救護活動は有効とは言えませんで

することは想定されておらず、それゆえに大規模事故への訓練

断たれた被災地域の初期のニーズに対しては、必ずしも速やか

も救護班を派遣することができるようルールを改めて、初動態

した。

も充分されていませんでした。そうしたなかで今回の津波に

に対応することはできませんでした。

勢の強化に取り組み、そのための訓練・研修を重ねていました。

今回の震災を受けて、市町村が被災した場合のバックアップ

日赤は日本 DMAT にも参画していますが、日赤独自でも医

体制の構築が急務とされ、行政サイドである市町村が被災した

療チームの教育訓練を行なっています。日赤からは発災初日だ

場合、都道府県や国が市町村に代わって対応を行なうしくみに

けで 55 の医療チームを派遣しました。これは阪神・淡路大震

変更されました（災害対策基本法の改正）
。

災の初日派遣医療チーム数 19 班に比べて 3 倍近く多い数にな

よってレベル 7 の重大な事故が発生したため、その事象にどの
ように対応すべきか、日本中で大混乱が生じました。
日赤社内でも、福島で被災者のために活動していた医療チー
【グラフ①】症状の重度別割合

ムの医療活動を継続すべきか、それとも安全を考慮して医療

＊日本赤十字社救護班が発災当日～ 2011 年 5 月 31 日までに取り扱った患者の内訳

チームを撤退させるべきか、その判断基準がなく混乱が生じて

私たち日赤も、将来の大規模災害に備え、自前のニーズアセ

ります。このように、医療に関して言えば、日赤を含めた日本

います。結局、要員の安全を第一に考え、福島県内からすべて

スメント能力を高める必要があります。そのための体制づくり

の医療チームの動きは迅速であり、そのことで助けられた命が

の救護班を一時撤退させることとなりました。しかしそのこと

を今、検討し進めているところです。

あったことは事実だと思います。

で、福島の住民からは被災者を見捨てたと受け止められ、相当
の批判を受けました。

［1-2］ 行政機能が麻痺した場合の対応──有効

一方で成功した事例もあります。震源地に近い宮城県石巻市

［2-2］緊急医療救護──有効でなかった

その一方で、大きな課題も残されました。医療チームは迅速

［3-2］放射線下での救護活動──有効

では、石巻赤十字病院だけが唯一地域で生き残った重要施設と

に派遣できたのですが、初動期の取扱患者数は過去の災害と比

なりました。このため、傷病者だけでなく大勢の避難者も詰め

べても極めて少なかった。たとえば発災から 2 日間の間で取り

医療チームの行動基準を策定しました。活動期間中の累積被ば

かけることになります。

扱った患者数は、阪神・淡路大震災では 1 チームあたり約 63

く線量１ミリシーベルトとしています。また、放射線下での活

石巻赤十字病院には、県から地域医療圏の災害医療コーディ
ネートの権限を委譲されていた医師がおりまして、この医師の
イニシアチブのもと、運ばれてくる患者の治療に対処するだけ
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今回の反省を踏まえて、日赤は改めて、放射線下で活動する

動のために必要な装備、たとえば防護服や個人線量計などを必

人だったのに対して、東日本大震災では 1 チームあたり約 13
人でした【表①】
。
【グラフ①】の円グラフは、日本赤十字社救護班が発災当日

n=69,346

要数整備することとしました。さらに今後、日赤全体として放
射線下でどのような救護活動を行なうべきかについてのガイド
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【表②】日赤が受入れた海外からの支援物資一覧

●

【図②】義援金・救援金・活動資金の流れ

＊毛布、医療用ゴム手袋、仮設トイレは外務省経由で支援を受けたもの

品目

支援国等

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

数量

毛布

インド・カナダ・タイ・ウクライナ

21,238 枚

原発対応車両（コンクリートポンプ車）

中国紅十字会

医療用ゴム手袋

中国

325 万組

仮設トイレ

中国

60 基

八宝粥

中国 NGO

T シャツ

フィリピン赤十字社

紅茶（ティーパック）

バングラデシュ赤新月社

1台

義援金

600 ㎏

ありました。義援金は、最終的には市町村から被災者に配分さ

げていけるよう検討を重ねているところです。

れるしくみになっています。ところが今回の災害では、市町村
が被災して機能が低下しただけでなく、ほかの被災者救援業務
なども重なって多忙を極めたため、義援金を被災者に配布する
被災者であることを証明する罹災証明の発行も市町村が行

では、海外の個人や企業、団体などから、多数の救援物資の提

なっていることから、義援金の配布にあたっては市町村の関与

供の申し出を受けました。

が欠かせません。しかし今回のように行政自体が機能しなくな

感謝しているのですが、現実はロジスティックスや規格、数量
などの問題から、受け入れることが難しい場合がほとんどです。

赤十字が行なう
復興支援事業

被災者の皆さま

社員の皆さまから
の社費や寄付金

災害救護活動など
日本赤十字社の
人道的活動

被災者の皆さま

被災者の皆さま

活動資金

タイミングが遅くなりました。

け付けないことにしています。それにも拘わらず、今回の災害

連帯の精神を表わすものとして、物資提供の申し出には大変

世界各国の
赤十字社・
赤新月社

被災市町村

5,000 枚

ラインを策定し、赤十字における国際的なスタンダードにつな

日赤では国の内外を問わず、原則として物資による援助は受

義援金配分委員会

77,568 缶

海外救援金

［4-1］海外からの支援──有効でなかった

国内外の個人・
法人の皆さま

る場合もあり得ます。すべての業務を市町村頼みにするのでは
なく、その負担を軽減するための方策を考える必要があります。
また、多額の義援金が日赤に寄せられたため、一部のメディ

各階層で議論ができる土壌が形成されつつありました。
しかし 3.11 の経験も時間とともに風化しつつあり、こうし
た機運も徐々に薄らいでいるように感じています。

しかし現場では、被災地での必要性やロジスティックスの問題

アからは、義援金事務経費を義援金から取っているとか、義援

「風化」の本来の意味は「徳をもって教化すること」
。何を忘

を無視して、ドナー側の理由で強引に物資を受け入れさせよう

金で利子収入を得ているといった誤解もありました。日赤は、

れてよくて、何を覚えていなければいけないのかということに

とするケースが散見されました。

義援金の受付事務にかかる経費約 10 億円（講演時点）を自ら

通じています。学びのエッセンスを凝縮して、次の災害に備え

日赤は、日本政府が受け入れた海外からの救援物資の配布を

の予算で負担しており、義援金からは一切手数料をとらず、全

るとともに、これまで私たちが経験したことを次世代に引き継

一部担当しましたが、これら物資の一部には品質が保たれてい

額を被災者に配分するために送金しています。そのため利息が

いでいく必要があります。真の意味での風化を考えるためには、

ないものも少なからずありました。また、事前に何の連絡もな

生じない当座預金で管理もしております。

根気よく議論を重ね深めていくことが大事だと考えます。

く、突然派遣されてきた海外からの要員もおりまして、こうし

一部の批判は誤解に基づくものですが、日赤からの情報発信

た海外からの支援のために、日赤の限られたリソースを使わな

とメディアや被災者とのコミュニケーションが不足していたこ

ければならなくなり、その対応に困難を来しました。

とも事実であり、反省すべき点です。これらの問題を解決する
ため、義援金に関する情報をホームページや新聞に積極的に掲

［5-1］義援金──有効

載・告知するようにしています。

今回の災害に対して、国内外の個人や企業から、約 3,600 億

義援金の配分には、
「迅速性」
「公平性」
「透明性」の 3 点が

円の義援金が寄せられ、このうち日赤で受け付けた義援金は全

重要ですが、これらのすべてを両立させることは難しく、苦労

体の約 9 割にあたる約 3,200 億円となりました。これらの義援

する部分でもあります。

金は、
【図②】が示すように、被害程度に応じて市町村を通じ
て被災者に配分されます。義援金事務にかかる経費
（約 10 億円）
は日赤が負担しており、義援金からは一切手数料等をとってい
ません。

東日本大震災、徳をもって教化するために

阪神・淡路大震災や新潟中越地震、そして東日本大震災と、

日赤の調査によれば、90％以上の被災者が義援金をありがた

これだけ大きな震災が発生する日本。東日本大震災は「国や地

いと感じているようで、自宅の再建経費の一部や生活費として

方自治体の被害想定に基づいて災害対策を行なっていれば大丈

使用されています。

夫」
「先進国は防災対策が充分だから海外の支援は不要」
「原子
力発電所は安全」
「途上国での支援経験や支援基準は先進国に

［5-2］義援金──有効でなかった

ただし義援金をめぐっては、世論やマスメディアから批判も
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は当てはまらない」──といったさまざまな先入観や固定観念
が崩れ去り、別の言い方をすれば、政府、人道援助機関、国民等、

215

都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト | 都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究

ISO22320（緊急事態管理）と
ICS（インシデントコマンドシステム）

●

［3］防災協議会の充実

•同じ工場団地でも、BCM は各社により異なる

•想定被害がバラバラ（停電、
断水、
通信普通、
交通障害、その他）
•従って、合同訓練が困難（平時にできないことは有事にでき
ない）

講演［5］

一般社団法人レジリエンス協会

黄野 吉博

［4］ICS（インシデント コマンド システム）の導入と地域内
連携の強化

•現状は、市区町村内での企業間連携は困難
•緊急事態対応システムの共通化が課題

まさに、ないないづくしというのが現状です。現在は、各分野の

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【表 1】災害のレベル（ISO 22320）
レベル

秋冨：一般社団法人レジリエンス協会の黄野吉博先生はレジリエ

あらかじめ規定された対応に従って投入された資源で対応できる事象

戦術的指揮、任務レベルでの指揮
時に戦術的連携による監視および支援を受ける

2

被災した組織がもつ資源を投入すれば対応できる事象

戦術的指揮および連携

3

被災した組織がもつ資源に加えて、近隣組織の相互支援の通常の取決めに
管轄区内での活動に関する戦略的指揮および連携
よる支援を受け対応できる事象

4

被災した組織がもつ資源に加えて、被災した地理的管轄区内にある全ての
管轄区の内部、および隣接区域にまたがる戦略的指
組織からの支援を受け対応できる。この支援は、地方政府の活動連携セン
揮ときに戦略レベルによる監視を受ける
ターの利用を通して、提供されることもある

5

その組織が事象に対応することを助けるため、提供されるあらゆる支援を 管轄区の内部、および隣接区域にまたがる戦略的指
管理することも含まれ、被災地をもつ中央政府によって 2 国間条約および 揮ときに戦略レベルによる支援および直接介入を要
国際組織の既存の協約が実施される
求される場合がある

異なる用語を使っています。そのため、平時ですら意思の疎通に障
害が生じます。共通概念、共通語として定着していないのです。

合的に評価する手法の開発や普及活動を展開しています。本日は

ISO 22320 は、緊急事態に対する国際的に共通の概念と用語

ISO 22320（緊急事態管理）と ICS の理解が、現在の日本でどこ

を提供しているのですが、これを受け取る実務家や専門家が、知っ

まで進んでいるのか、あるいはいないのか。概念を捉えることが難

ているようで実は知らない。防災、セキュリティ、BCP・BCM・

しいこのふたつの事案についてレクチャーしていただきます。

BCMS、ICS を口にする人は、これらの規格を理解していると見な
されますが、誤解していたりあいまいな理解だったりと、頼りない
状況にあります。

緊急事態管理の基礎は、ISO 22320

黄野吉博：一般社団法人レジリエンス協会の黄野です。本日は、
ISO 22320（緊急事態管理）と ICS（インシデント コマンド シス

ざっくり言えば、ICS をはじめ防災、各種セキュリティ、BCP・
BCM・BCMS の各規格は、
ISO 22320（JIS Q 22320）というベー
スの上に乗っているようなものと考えればいい。ではここでもう一度、

テム :Incident Command System| 以下 ICS）について、基礎

ISO 22320（緊急事態管理）が示す災害レベルについておさらい

的なことをお伝えすると同時に、その基礎の理解がなかなか難しく、

してみましょう【表 1】
。

共通の概念として捉えにくいことから、さまざまな支障が生じている
日本の現状をお伝えします。
結論から申し上げますと、日本では ISO 22320（JIS Q22320）
による緊急事態管理の考え方の共通化はできておりませんし、ICS

ことばの概念を理解していますか？

ISO 22320 は、
【表 1】のように災害のレベルを 5 つに規定して

いますが、その解説欄にある「指揮および連携」というところから、

における人間の役割について配慮することは不可欠であ

る。危機対応活動は、当該文化に受け入れられる形で、
被災者のニーズに即して実施しなければならない。

［2］組 織は、次のような人的要因について検討し、適切な処
置を講じなければならない。

【表 2】緊急事態管理の基本的な質問

A
B
C

指揮・統制の資源

D

•現状は、自治体、企業により緊急事態管理の考え方が異なる

能かつ機能的であることを確実にするためのプロセスを

•組 織内でも、防災担当、BCP 担当、セキュリティ担当で考
え方が異なる

•従って、国、地域、組織間の意思疎通に障害がある
［2］統括防災管理者制度の充実

•同じビルの中でも、BCM は各社により異なる

•想定被害がバラバラ（停電、断水、通信普通、交通障害、
その他）
•従って、合同訓練が困難（平時にできないことは有事にでき
ない）
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施設を設けるとともに、各種資源が必要に応じて利用可

E

確立しなければならない。これは、統制センターの設置
を含む場合もある。

［2］指 揮・統制の各機能が実行される拠点となる指揮所は、
既存の建物を利用しても、仮設の建物を利用してもよい。

F

必要な場合は、副指揮所を現場の内又は外のいずれかに
設置してもよい。
人的要員

［1］組 織が人間のもつ様々な制約に起因する失敗をせずに活
動でき、目標を達成することができるように、危機対応

の設問の例を紹介しましょう【表 2】
。こうした質問をいくつか設定
することで、漠然とした理解が自社の具体的な問題として把握・理

•人・機械・システム間のインタフェース設計

つまずく人はつまずいてしまいます。ISO 22320 では「指揮・統制

［1］組 織は、意思決定及び機材の運用のために適切な場所に

問を投げかけてみると理解を促すことにつながります。いくつか、そ

•要員の交替

の資源」を次のように規定しています。
（ISO 22320 から作成）

［1］ISO 22320（JIS Q22320）による緊急事態管理の考え

ない人はわかりませんから、そういう場合はいろいろな視点から質

•安全・衛生

連携はとても期待できない状況にあります。現状をまとめると次のよ
うな結果になります。

法律用語のようなことばや表現を突然突きつけられても、わから

解できるようになります。

•作業分担

の理解も充分ではなく、ICS をベースとした地域間連携・企業間

方の共通化

指揮および連携

1

実務家や専門家が同じ事象に対して、微妙に異なる概念と微妙に
ンス協会の理事として、地域社会と組織のレジリエンスの状況を総

説明

G

＊ JIS Q22320 から作成

あなたの会社は、危機管理について、全社的な目標を設定していますか？
(1) その目標を、全ての役員・従業員（以下「全社」）に文書で周知していますか？
(2) 周知の間隔は、1 年未満ですか？
あなたの会社は、災害や事故などを分類（地震、火災、IT 障害、サプライチェーン障害、その他）していますか？
(1) その分類を、全社に文書で周知していますか？
(2) 周知の間隔は、1 年未満ですか？
あなたの会社は、災害や事故などをその重要性によって幾つかのレベルに分けていますか？
(1) その分類を、全社に文書で周知していますか？
(2) 周知の間隔は、1 年未満ですか？
あなたの会社は、危機への対応について、だれが権限を持っているのか、明確にしていますか？
(1) その責任者と代行者は明確で、全社に文書で周知されていますか？
(2) 周知の間隔は、1 年未満ですか？
あなたの会社は、危機への対応について、必要な資源 ( 人材、設備、機材）を明確にしていますか？
(1) その資源の管理及び使用責任者とその代行者は明確で、全社に文書で周知していますか？
(2) 周知の間隔は、1 年未満ですか？
あなたの会社は、危機対応チームを明確していますか？
(1) 危機対応チームのメンバーには年 1 回以上、訓練を実施していますか？
(2) 訓練には、避難誘導が含まれていますか？
(3) 訓練には、初期消火が含まれていますか？
(4) 訓練には、救命が含まれていますか？
(5) 訓練には、消防との連携が含まれていますか？
(6) 訓練には、近隣他社との連携が含まれていますか？
(7) 訓練には、参加者の安全確認項目がありますか？
あなたの会社は、緊急事態時の情報受信責任者と情報発信責任者を明確にしていますか？
(1) その責任者と代行者及び対応チームは明確で、全社に文書で周知されていますか？
(2) 周知の間隔は、1 年未満ですか？
(3) 責任者と代行者及び対応チームはメンに 1 回以上、訓練を実施していますか？
(4) 訓練には、自治体との連携が含まれていますか？
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【表 3】情報源の信頼性を格付けする方法の例

＊ JIS Q22320 から作成

格付け

A
B
C

D
E

G

ケーションを行う。

明

自信をもって信頼することのできる十分に試行された情報源。極めてまれ（稀）にしかない。

「通常は信頼できる」 − これまで有効であったが、依然として特定の場合においていくらかの疑義が残る情報源。国連
機関、軍（又は軍に近い機関）、幾つかの主要な NGO など、誠実と考えられている情報源が当てはまる。
「ある程度信頼できる」 − これまで時折使ったことのある情報源で、その結果からある程度信用をおけるもの。一部の
報道機関及び一部の NGO が該当する。
「基本的に信頼できない」 − これまで使ったことのある情報源だが、信頼できないことの方が多いことが判明した情報
源。一部の報道機関及び一部 NGO が該当する。
「信頼できない」 −

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

f.利害関係者及び関係当局、並びにメディアとのコミュニ
説

「完全に信頼できる」 −

●

名称

組織は、人命を最優先とし、また関係する利害関係者と協議し、
重大なリスク及び影響について外部に伝えるか否かを決定し、
その決定を文書化しなければならない。伝える決定を下した場

まだ使ったことのない情報源

地震、火災、水害、風害、土砂災害、火山

1. BCM（防災版） 噴火、その他

命を守るに重きがある

ければならない。

3. BCM（防犯版） の他

ニケーション、警報及び警告のための手順を確立し、実施しな

（ISO 22301 より）

役員誘拐、窃盗、社内暴力、セクハラ、そ
事業を守るに重きがある

4. BCM（IT 版）
命を守る・事業（業務を守る）を謳った 8.4.2 はすばらしい文
章だと思います。しかし、現状はかなり厳しいし、それを実現する

＊ JIS Q22320 から作成

格付け

1
2
3

4

5
6

説
「他の情報源によって正しいことが確認されている」 −
違いないと確認した場合

f.利害関係者及び関係当局、並びにメディアとのコミュニ

明

その情報を元々報告したところとは別の情報源がその情報は間

こちらの文面ですが、現段階ではこの評価方法が確立していな
いため、簡単に触れていれば今はいいのではないかと思います。具

「たぶん正しい」 − 報告された事実又は行為に関する調査からは更なる情報は得られなかったが、その情報が過去の行
為又は入手可能な背景情報と整合している場合

巨大災害（レベル 4・5）とで分ける必要があります【図 1･2】。

「ありえない」 −

情報が、過去に報告され、妥当性が確認された情報と一致しない傾向を示す場合
情報が、過去に報告され、妥当性が確認された情報と明らかに矛盾する場合

「判断不能」 − 新たに報告された情報が、比較できる情報をもたない場合。1 ∼ 5 に当てはまらない場合に利用される。
無理をして 1 ∼ 5 の格付けをするよりも、6 と格付けするほうがよい。

IT 障害、サイバーテロ、その他
事業を守るに重きがある
「サプライチェーン障害、物流障害、その

5. BCM（SC 版） 他

事業を守るに重きがある

6. BCM（複合版）

1~5 の組み合せ（これが一番良いが、策定
に時間がかかる）

ケーションを行う。

「かなり正しい」 − 報告された情報の核心部分について、別の情報源が間違いないと確認する場合。通常、航空画像は
この分類に含まれる。

「疑わしい」 −

新型インフルエンザ、その他
命を守るに重きがある

2. BCM（感染症）

ための環境も整っていません。
【表 4】情報の信ぴょう（憑）性を格付けする方法の例

対象リスク

合には、組織は、必要に応じて、メディアを含め外部へのコミュ

これまでの利用実績から信用に値しないことが証明された情報源

「信頼できるかどうか判断できない」 −

【表 5】いろいろある事業継続マネジメント（BCM）

体的に事業として立ち上げる際には、通常災害（レベル 3 まで）と、

とになります。
いろいろある事業継続マネジメント（BCM）

事業継続のためのマネジメント（BCM）にもいろいろな種類があ

レベル 4・5 の場合、災害時に一番重要なのは、命を守ること。

ります【表 5】。このなかで、ISO 22320 の謳う「命を守る」
「事

次に重要なのは、生活を守ること。そして生活を守るために、多く

業（業務）を守る」という観点で見ていきますと、BCM のなかの

の場合、仕事が必要となるという経緯になります【図 1】。

防災版と感染症版が、
「命を守る」
ことに重きを置いたもの。防犯版、

一方、レベル 1・2・3 の場合、災害時に一番重要なのは、命
を守ること。次に重要なのは、事業の再開となります。通常災害で
は、生活の再建については触れません。【図 2】。

IT 版、SC 版が「事業（業務）を守る」ことに重きを置いたものと
いうことになります。
本来であれば、この 1 〜 5 を組み合わせた複合版がもっとも理
想なのですが、これは策定までに時間がかかります。

ISO 22320 の理解と浸透がなかなか進まない理由のひとつに、
その文面表現やことばをどう捉えればいいのか、判断つきかねるも
のがいろいろあることが挙げられます。「信頼性」と「信ぴょう（憑）
性」ということばも、理解がなかなか難しいことばのひとつです。
ISO 22320 では、それぞれのことばを【表 3】【表 4】のように
設定して、目的のためにことばを使い分けています。

8.4.2

インシデント対応の体制

組織は、インシデントに対処するために必要な責任、権限及び
力量をもつ要員を用い、事業の中断・阻害を引き起こすインシ
デントに対応するための手順及び運営管理体制を確立し、文書
化し、実施しなければならない。対応の体制は、次のようなも
のでなければならない。

BCP と BCM の目的

a. 正 式な対応を発動させる事態のレベルの基準を決定す

BCM についてもここで確認しておきましょう。BCP も BCM も、そ

b.事業の中断・阻害を引き起こすインシデント及びその潜

本日は、 防 災に関わる概 念のおさらいということで、BCP と

の目的は人の命を守ること。事業（業務）を守ることにあります。
ISO 22320BCP では、インシデント対応の体制として「人命を最
優先する」とはっきり記しています。

る。

「組織は、人命を最優先とし、また関係する利害関係者と協議

し、重大なリスク及び影響について外部に伝えるか否かを決定
し、その決定を文書化しなければならない。」

こちらの文面について。文書化は容易です。しかし実務は不透明。
やはり評価基準がなくその方法も確立していないからです。しかし、
特に人命を守るための実務は、ICS 化することによって、他社や自
治体のチェックが可能になります。これが ICS 化のメリットというこ

【図 1】巨大災害（レベル 4・5）の場合

【図 2】通常災害（レベル 1・2・3）の場合

在的な影響の性質及び程度を評価する。

c.適切な事業継続対応策を発動する。

d.対応の発動、運用、調整及びコミュニケーションのため
のプロセス及び手順を備える。

e.影響を最小限に抑えるために、事業の中断・阻害を引き

起こすインシデントに対処するプロセス及び手順を支え
る利用可能な資源を確保する。
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●

命を守る

携が必要となります。しかし、現在の日本には、そうした機関や企

さらいしてみます。

ベストなのですが、これがまだ存在しません。

ISO 22320 の提示する「命を守る」ことについても、もう一度お

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図 3】ICS の基本的な考え方

［現場指揮班の任務］

•現
 場を代表する
•安
 全を確保する
•目
 標を設定する
•公
 的組織及び他の CERT と連携する
•公
 的組織からの指示を受ける

業同士が連携するためのしくみがありません。日本版 ICS があれば
現在、日本の自衛隊と海上保安庁は米国の ICS に近いシステム

［1］危険地帯から移転する

［2］ハード面での対策を徹底する
［3］ソフト面での対策を徹底する

で活動を運用していますし、
消防も米国の ICSをよく理解しています。
こうしたベースが一部にありますから、現段階では、米国流の ICS

•ハ
 ザードマップ（地震・津波・水害・土砂災害・火山噴火・

いかと思います。

•避
 難通路の確保、一時避難場所と二次（広域）避難場所

もう一度、ICS とは何か

•安
 否確認方法

れを実行するため、民間は ICS を理解し、実行班（実行部隊）

•地
 震対策では転倒防止策の徹底

になってきます。ICS の基本的な考え方は【図 3】のようになり、

•防
 災マニュアルや BCP の整備

しかし、日本の現状はすべてがばらばらです。同じビルの中でさ

その他）のチェック
の確認

•災
 害用品や備蓄食料のチェック
•初
 期消火、救命

•訓
 練（平時にできないことは、有事にできない）
•行
 政との連絡網の整備（ICS と関係する）
•行
 政との連携（ICS と関係する）
事業を守る

「事業を守る」とは、顧客（顧客企業）を守ることです。広域災

害で被災した場合、政府や自治体から再建支援策が出され、通

（インシデント・コマンダー）

ICS の目的は、命を守り、事態を早期に沈静化することです。こ
実行班

以外の活動を理解し、協力体制がとれるようにしておくことが重要
他機関との連絡は、計画情報班が中心になって行ないます。
え、BCM は各社により異なっています。同じ工場団地でも、BCM

［実行班の任務］
当する

想定している被害もばらばらですから、合同訓練をしようと思っても、
きわめて難しい。平時にできないことは有事にできるわけがありませ
ん。その解決策としては、統括防災管理者制度の充実を図り、防
災協議会の充実を図ること以外にありません。
状なのです。その解決策は、地域内連携の強化と ICS を導入する
こと。これを進めなければ、災害対応など、実効性・実現性のまっ

顧客（顧客企業）を失うと、事業を再開しても事業継続はできなく

たくない、まさに机上論で終わってしまいます。

なります。被災時に、販路を開拓している企業もあります。

統合されることによって、さらに力が発揮されるという点にあります。

•商品・部材の納期が遅れる→納期を守るようにする

つの計画情報班・ひとつの後方支援班・ひとつの総務班としてまと

を行なう

その対策

•顧客との連絡→連絡網の整備、通信手段の確保

•納期を守る→代替生産、代替販売、代替物流の活用
•品質の維持→事前のチェック制度の確立

•人命の保護と地域貢献→自社の復旧前に人命保護と地域貢献
こうした状況になった場合、地域連携がもっとも必要となります。
通常災害の場合は、地域（同じビル・同じ地域）での連携が必要

•活
 用 で き る 資 源（ ヒ ト・
モノ・カネ・情報）を把
握する
•イ
 ンシデントの状況を把
握する
•チ
 ームの行動計画と構築
する
•代
 替案を構築する
•文
 書情報を準備する

［後方支援班の任務］

•情
 報交換を容易にする
•チ
 ームに食糧と医療を提
供する

•資
 源と施設を管理する

［総務班の任務］

•交
 渉と観察の契約
•作
 業時間の記録
•コ
 ストの把握と分析
•傷
 害と資源損壊に対する
補償

総合指揮部

ICS は統合されるとさらに力が発揮される

社の被災時に、顧客が困ること

•ブランド（企業イメージ）が悪化する→人命保護と地域貢献

［計画情報班の任務］

総務班

【図 4】統合 ICS をつくる
既存のシステム

ICS を導入することのもうひとつのメリットは、いくつかの ICS が

•商品・部材の品質が下がる→品質を維持する

後方支援班

市区町村内での組織間連携もままならないというのが、日本の現

政府も自治体も、そして保険も「顧客の確保」はしてくれません。

•連絡が取れなくなる→被災時にも、顧客と連絡を取る

計画情報班

•実
 行部は自衛消防隊に相

は各社により異なっている。停電・断水・通信普通・交通障害等々、

常災害の場合は、損害保険が事業再開に有用となります。ただし、

顧客を守る（取られないようにする）ために必要なことは

危機対応チームリーダー

の基本的なところをを導入し、徐々に日本化するのが良いのではな

各企業・各機関のそれぞれの任務担当者がひとつの実行班・ひと

A 社指揮部

B 社指揮部

C 社指揮部

A 社の各部

B 社の各部

C 社の各部

まることによって、お互いの能力やパフォーマンスが相乗効果をもっ
てくると言ってもいいでしょう。
日本は何かと言うと、フェイストゥーフェイス、お酒の席にでも一
緒にいれば、なんとなく意識が通じて、なんとなくうまくいくような
気になってしまうもので、それはそれで結構です。しかし、実際にイ
ンシデントが発生してそれに対処しようとする段になれば、なんとな
くできそうなことは絶対にできません。もう少しドラスティックに、あ
る意味、機械的に対応の方法を考えておかないと、また同じような
苦い経験をすることになります。この統合 ICS を実行するためには、

統合指揮部隊

やはりそのための訓練が必要です。そしてまたふりだしに戻るような

（A・B・C）

統合 ICS

話になりますが、訓練を実行するためには、ISO 22320 をできる
限り正しく理解しておくことが必要不可欠になってきます。

となります。しかし各社がバラバラの BCM を用いていれば、連携
が取れませんし、訓練もできません。総括防災管理者制度、防災
協議会制度の充実が求められます。
さらに巨大災害が発生した場合は、自治体やインフラ企業との連
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実行部隊

（A・B・C）

計画情報部隊

（A・B・C）

後方支援部隊

（A・B・C）

総務部隊

（A・B・C）
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高度情報社会の環境を
防災・災害に活かすために
─東日本大震災の経験から─
講演［6］

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

ていない物資が大量に到着しています。当然、現場は大混乱に陥

割り体制の下での支援体制の強化しようというのは、いったいどう

りました。必要なものが必要な時、必要な人に届かない──なぜ

いうわけなのでしょうか。効果や効率よりも、平等・公平を重視し

こうしたことが起きるかといえば、人びとの善意を活かすための「ロ

た体制、義援物資・支援物資を排除しようとする流れ、ICT の活

ジスティックス・コントロール・メソッド」という発想がないためです。

用も旧来の枠組みのなかに限定され、震災後、ICT の活用が進ん

岩手県では、沿岸の市町村自体が被災して行政が機能しなくな

だ自治体は数えるくらいしかありません。

りました。その上位自治体である岩手県庁で何が起きていたかとい
うと、支援物資は集まってくるものの、倉庫に死蔵されて被災地に
配送されない状況でした。災害救助法的には、災害時の対応とし

Web システムを活用した支援システムの現在

こうした旧態依然とした状況のなかで、国立研究開発法人 防災

明星大学 人文学部

て上位自治体の仕事は「集めて保管」までで「配送」は含まれて

科学技術研究所は、Web システムを活用した地域社会を支える新

天野 徹

いません。しかし、津波で自動車を失い、燃料もない被災自治体

たな統合的な情報基盤「e コミュニティ・プラットフォーム（略称 e

の人びとは、遠く離れた県庁所在地まで物資を取りにいく術があり

コミ）
」を立ち上げました。

ませんでした。

「 e コミュニティ・プラットフォーム」とは何か。そのホームページ

表現は悪いですが、当時の「災害救助法」はタテ割り支援のみ

では、以下のように説明しています。

が中心となった災害支援体制でした。東日本大震災でその欠点が
秋冨：続いて、明星大学で社会情報学を研究されている天野 徹

明らかになり、この法律は激甚災害の実態を無視し、機能しないこ

先生に「高度情報社会の環境を防災・減災に活かすために」とい

とが露呈したにも拘わらず、東日本大震災以降も、この法律を前提

うテーマで講演していただきます。

として、政府・自治体の災害対策システムが維持され強化されてい
ることには首を傾げるしかありません。

天野徹：明星大学の天野です。現在、情報というキーワードを中

支援活動はシステムではなく人の善意で動いている

協働型まちづくりなどについて研究しています。本日は、下記のアジェ

野市は、県とは独立して沿岸被災地に対する後方支援活動を展開

ンダで、東日本大震災の経験から見えてきた日本のシステムのさま

していました。これはすばらしい活動でした。後方支援自治体が存

ざまな問題、今後期待が寄せられている高度な情報システムを用い

在したことは、県沿岸の被災地にとって救いになりましたが、これ

た支援システムの現状と可能性についてお伝えします。現実はかな

はたまたますばらしい首長が遠野市にいたから実現したことです。

心にした社会情報学・社会統計学・都市社会学・地域社会研究・

り厳しく、やや悲観的な内容になるかもしれません。

一方、被災地と岩手県庁がある盛岡市の間に位置する岩手県遠

マスメディアは、被災地の悲惨さを伝えても、現行法制度の欠陥
は伝えません。現場の窮状や混乱は伝えても、改善策の実現には

［1］災害大国日本の惨状

無関心です。視聴率至上主義のマスメディアのあり方、報道の仕

［2］支援活動の時期区分

方にも、さまざまな問題が露呈しています。

［3］次世代型被災者支援のあり方とは
［4］まとめと展望

東日本大震災では、遠野市の後方支援活動をはじめ、被災地

いうまでもなく日本は災害大国です。東日本大震災が発生する

以前にも、数多くの大地震や火山噴火、台風などがあり、多くの
方が犠牲になりました。その主な災害をまとめました【資料①】。
データは「日本の自然 災 害 年 表 」http://www.ifinance.ne.jp/
bousai/disaster/saigai_japan.html から、この 100 年間に発生
した自然災害を抜粋しています（小規模な水害などは含まず）
。

•村つぎリレープロジェクト

•兵庫県多可町と宮城県村田町
•ふんばろう東日本

こうした支援活動団体が、自ら支援活動を開始し展開しています。
現行法制度の欠陥、被災者の放置を見かねた有志による、創意
工夫に基づく活動でした。しかし別の見方をすれば、こうした活動

ロジスティックス・コントロール・メソッドの欠如

はすべて、すべて人の善意に依存した、有志の存在があってこそで

阪神・淡路大震災の時は、メディアなどでご老人が「毛布が欲

きたことで、行政や国のシステムによって行なわれたことではありま

しい」と発信すると、一万枚もの毛布が送られてくるということが頻

せん。地域づくりと同じく、支援活動においても常に「人」に依存

繁に起きていました。毛布に限らず、支援物資の種類や量のミス

しているというのが、私たち日本の現状です。

マッチがあちこちで起きていました。マスコミや電子掲示板だけでは、

こうした状況のなか、なおも政府や自治体は、旧来の枠組みを

物資の質・量、またタイミングをコントロールすることはできません。

前提とした最適化に固執しているように見受けられます。災害対策

東日本大震災でも、被災地では同様の事態が起きていました。

の回帰現象とでも呼びたくなるような状況です。支援のためのシステ

被災地の自治体には、毎日、大型トラックが列をなし、仕分けされ
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ｅコミュニティ・プラットフォーム（略称 e コミ）は、当

研究所が「災害リスク情報プラットフォームの研究開発 注１
」の一環として開発した、地域社会を支える新たな統合的な情
報基盤です。Ajax（デスクトップソフトウェアと比べて遜色

の無いレベルの、画面遷移を伴わない豊かな動的表現をウェブ

ム、支援のための体制の欠陥が明らかになったにも拘わらず、タテ

1914/01/12 －桜島地震（M7.1）……死者 29
1914/01/12 －御岳噴火……桜島（鹿児島）で大正大噴火
1914/03/15 －秋田仙北地震（M7.1）……死者 94
1917/10/01 －東京湾台風……死傷者 3 千
1922/12/08 －島原地震（M6.9）……死者 26
1923/09/01 －大正関東地震＆津波（M7.9）…死者・不明 10 万 5385
1924/01/15 －丹沢地震（M7.3）……死者 19
1925/05/23 －北但馬地震（M6.8）……死者 428
1926/05/24 －十勝岳噴火……死者・不明 144
1927/03/07 －北丹後地震（M7.3）……死者 2925
1929/06/17 －駒ヶ岳噴火……北海道で大噴火
1930/11/26 －北伊豆地震（M7.3）……死者・行方不明 272
1931/09/21 －西埼玉地震（M6.9）……死者 16
1933/03/03 －昭和三陸地震＆大津波（M8.1）……死者 1522、不明 1542

1934/09/21 －室戸台風……死者 2702、行方不明 334
1939/05/01 －男鹿地震（M6.8）……死者 27
1940/08/02 －積丹半島沖地震（M7.5）……死者 10
1943/09/10 －鳥取地震（M7.2）……死者 1083
1944/12/07 －昭和東南海地震＆津波（M7.9）……死者・行方不明 1223
1945/01/13 －三河地震（M7.1）……死者 1180、行方不明 1126

ブラウザ内で実現にする複数ウェブ関連技術の総称）等の技術

1945/09/17 －枕崎台風……死者 2473、行方不明 1283

た CMS（コミュニティ管理システム）や SNS（社会的ネットワー

1947/09/15 －カスリーン台風……死者 1077、行方不明 853

を用いて、平易で直感的なユーザーインターフェイスを搭載し

1946/12/21 －昭和南海地震＆津波（M8.0）……死者・行方不明者 1443

クをインターネットで構築するシステム）
、地理空間情報の共

1948/06/28 －福井地震（M7.1）……死者・行方不明 3769

有や流通のための国際標準に準拠した Web-GIS を統合した参
加型コミュニティ Web システムです【図①】
。

1948/09/16 －アイオン台風……死者 512、行方不明 326
1951/10/14 －ルース台風……死者 572、行方不明 371
1952/03/04 －十勝沖地震＆津波（M8.2）……死者 28、行方不明 5
1954/09/26 －洞爺丸台風……死者 1361、行方不明 400

防災科学技術研究所の「e コミ」は、次のようなユーザーを想
定してこのシステムを構成しています。

域を支援するさまざまな活動が展開されました。ICT の活用による
新たな支援のかたちも見えつつありました。

［1］災害大国日本の惨状

e コミとは……

【資料①】日本の自然災害年表

［1］市町村等自治体：参加型の地域コミュニティ Web サイト
や住民向け個人ポータルサイト、地域 SNS、地図ポータ
ルサイト

［2］住 民、住民組織等 : 町内会、自治会、連合町会等の情報
共有や活動支援ツールとして、公開又は非公開のページ
や掲示板、地図等

［3］包括的な地区自治組織（ネットワーク）：複数の町内会や

1958/09/26 －狩野川台風……死者 888、行方不明 381
1959/09/26 －伊勢湾台風……死者 4697、行方不明 401
1960/05/23 －チリ地震の津波……死者 142
1964/06/16 －新潟地震（M7.5）……死者 26
1968/05/16 －十勝沖地震＆津波（M7.9）……死者・行方不明 52
1974/05/09 －伊豆半島沖地震（M6.9）……死者 30
1977/08/07 －有珠山噴火……北海道で大噴火
1978/01/14 －伊豆大島近海地震（M7.0）……死者 23、行方不明 2
1978/06/12 －宮城県沖地震（M7.4）……死者 28
1983/05/26 －日本海中部地震＆大津波（M7.7）……死者 104
1983/10/03 －三宅島噴火……伊豆諸島で大噴火

各種地域団体から構成される地区内分権型の住民自治組

1984/09/14 －長野県西部地震（M6.8）……死者 29

や区役所・支所、NPO、事業者等のサイトやシステムと

1991/06/03 －雲仙岳噴火の火砕流……死者・不明 43

織による包括的な地域経営の運営ツールとして、市町村

1986/11/15 －伊豆大島噴火……伊豆諸島で大噴火

相互に連携して利用

1993/07/12 －北海道南西沖地震＆大津波（M7.8）……死者 202、不明 28

［4］市 民活動団体、NPO、コミュニティビジネス等：さまざ

まな市民活動団体や NPO、コミュニティビジネスの活動
や交流、協働を支援する中間支援プラットフォームとし

て、また、市町村や事業者、福祉団体等との市民協働を
プロデュースするツールとして

［5］広 域的地区ネットワーク：市町村や都道府県等の行政界

1995/01/17 －兵庫県南部地震（M7.3）……死者 6434、行方不明 3
2004/10/23 －新潟県中越地震（M6.8）……死者 68
2007/07/16 －新潟県中越沖地震（M6.8）……死者 15
2008/06/14 －岩手・宮城内陸地震（M7.2）……死者 17、行方不明 6
2011/01/27 －新燃岳噴火……鹿児島で 52 年ぶりとなる爆発的噴火
2011/03/11 －東北地方太平洋沖地震＆大津波（M9.0） 戦後最悪
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●

率化／義援物資の排除等々、いずれも緊急支援時には、内閣府

を跨る複数の住民組織や市民活動団体等が、広域的に連

公共団体には大きな責任と期待がかかっています。

て、また遠隔の住民組織が相互に連携するツールとして

市街地の全域が被災し、 市庁舎も大きな被害を受けました。

を行なう体制になっています。これは、継続支援時に被災地を混

共や地域経営のパートナーとなる各種地域団体等が、そ

た中で、 市の日常業務の復旧と合わせて、 被災者を支援する

心に支援活動を行なう方向とも見て取れる。基本的に、市町村─

を発揮しました。

しているわけです。

宮市の 「被災者支援システム」 は、 汎用 Web システムと

タイムロスが生じることにあります。上位自治体は物資の収集だけ。

償で公開 ・ 提供されています。

平の原則から、物資に過不足があると配らずに破棄される。もっと

携して課題解決やプロモーションを図る協働ツールとし
［6］各種地域団体、PTA、事業者、大学等研究機関：新たな公

れぞれ汎用的な目的で利用し、必要に応じて自治体等の
上記の各種利用主体と相互に情報を共有し、サービスを
連携する

［7］自 主防災組織等：町内会を基盤とする自主防災組織や住

民主体の避難所運営組織が平常時及び災害時に上記［1］
～［6］の主体と協働し、地域内外の社会資源や人的ネッ

トワークを活用して、地域防災力及び災害対応力を高め
るためのツールとして利用することができます。

（http://ecom-plat.jp/index.php?gid=10443 より）

地方公共団体情報システム機構による「被災者支援システム
」も立ち上がりつつあります。ここでは、地震や台風な
（LASDEC）
どの災害発生時における地方公共団体の業務をトータル的に支援
できる「被災者支援システム」を全国の地方公共団体に無償で公
開・提供しています。ここでは、阪神・淡路大震災を経験した兵庫
県西宮市で開発されたシステムを、汎用 Web システムとしてリニュー
アルしたものが使われています【図②】。
このシステムは、被災者の属性情報を管理する「被災者台帳」、
被害を受けた家屋属性情報を管理する「被災家屋台帳」の２つの
システムで構成されており、刻一刻と変化する被災者の状況や家
屋被害状況を記録・更新できるようになっています。
地方公共団体情報システム機構のホームページ（http://www.
nishi.or.jp/homepage/n4c/hss/）ではこのように説明しています。
•被災者支援システムの概要

1995 年に発生した阪神 ・ 淡路大震災では、 西宮市のほぼ

コンピュータ機器やネットワーク回線も大きなダメージを負っ
システムを構築し、 被災者支援や復旧 ・ 復興業務に大きな力
この被災地の経験と教訓、 情報化のノウハウを活かした西

してさらに進化 ・ リニューアルし、 全国の地方公共団体に無

•このシステムでできること

災害時に全国から大量に寄せられる救援物資などを、保管場

所別、品目別に数量を迅速に登録することができます。在庫一

乱させる原因となる義援物資の制限を行ない、官調達の物資を中
都道府県─国というタテ割り型のシステムを通した支援活動を想定
タテ割り型支援の問題点は、緊急支援物資の収集・配分までに
被災自治体に自力で取りに来いというのは非現実的です。平等公
も力が落ちている被災自治体に、もっとも労力が集中するという矛
盾があります。実際、東日本大震災では、宮城県気仙沼市への民
間の義援物資は、官の支援物資の 9 倍もありましたが、これが排
除されてしまうことになる。これはサプライサイドからの発想の限界
と言わざるを得ません。

関連システムから）にもとづき、在庫一覧を確認しながら、避

これは被災者目線の支援活動にはなっていません。豊かな社会を

難者情報には、乳児やご高齢の方、食事のみ提供」などの情報

日の日本社会において、まるで第二次世界大戦直後のような物資

避難所ごとの避難者数、ボランティア数などの情報（避難所

難所への物資配布計画を立てることが可能になります。また避
が記録されていますので、きめ細かい配布計画も可能です。

配布計画にもとづき、配布先（避難所等）
、分類、品目、数

量、配送担当者などの情報を登録し、配送担当者への出庫指示
書、避難所担当者への出庫（内容）証明をプリントすることが
できます。

たものでなければなりません。

が司令塔となり、各省庁に支援物資の収集を指示。Push 型支援

覧は CSV 形式での出力が可能です。

被災者支援に必要なのは、平等・公平よりも効率・効果です。
迎え、ライフスタイルや価値観が多様化し、高度情報化を遂げた今

① 発災直後～ 3 日（72 時間）の間

a. 要支援者の救助・行方不明者の捜索・治安維持
b. 被災状況・避難所の情報収集・支援要請

c. 瓦礫撤去・道路啓開・緊急支援物資の配送

② 4 日～ 1 カ月の間

a. 避難所の開設と運営

b. 支援物資の受入れと配布

c. 情報基盤の再構築・行政機能の復旧

③ 1 カ月～ 2 カ月月後

a. 避難所運営・支援物資の配布

b. 情報基盤の復活・自治体業務の再開
c. 瓦礫撤去・仮設住宅の紹介と申込み

④ 3 カ月以降

a. 仮設住宅の建設・入居者の決定

b. 仮設住宅への移転と避難所の閉鎖
c. 復旧・復興まちづくり計画の作成

では実際に東日本大震災の被災地の現状はどのようだったのか、

不足の下での貧困の平等化という発想に、頑ななまでに執着するこ

被災地が抱えた問題を、支援側・支援された側でまとめると次のよ

とが、私には不思議でなりません。

うになります。

［2］支援活動の時期区分

当然のことながら、被災者への支援は発災後の時間経過に応じ

配送担当者は、指示書にもとづいて各保管場所で必要な物資

① 発災直後～ 3 日（72 時間）の間

a. 要支援者の救助・行方不明者の捜索・治安維持

を入手し、避難所へ物資をお届けします。

東日本大震災後、どのような実証・検証が行なわれたのか

【図③】経産省・NRI による実証実験

東日本大震災を受けて、経済産業省は災害時における物流につ

全国的に自然災害が頻発する一方で、 安心 ・ 安全に対する住

いて、実証実験を行なっています【図③】。検証自体は悪いことで

われたとき、 直ちに被災者を救護 ・ 支援し、 迅速かつ的確

の最適化という発想から行なわれた実証・検証です。

【図①】e コミのシステムの特徴

【図②】LASDEC の被災者支援システム

民の関心が高まっています。 もしも大規模な自然災害に見舞

はありません。しかしこれは現行法制度の枠を前提としたシステム

な復旧 ・ 復興作業を行っていくことは可能でしょうか？地方

支援物資に関する情報の共通化／支援物資の管理・配送の効
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▶自衛隊・警察消防・D-MAT・薬剤師会等の活躍
b. 被災状況・避難所の情報収集・支援要請

▶自 治体そのものが被災。インフラの崩壊と防災組織の被
災により、情報収集・発信が不能

c. 瓦礫撤去・道路啓開・緊急支援物資の配送

▶周辺自治体の土建業者の協力による瓦礫撤去後方支援自
治体による緊急支援物資の配送

※「県庁」による支援は機能せず

極論すれば、今の体制のままでは、
•発災直後、被災地で大量の物資が不足し、死ななくていい人が
大勢死ぬ。

•発災後四日以降、被災地に大量に送り付けられる義援物資で被

災自治体が大混乱し、被災を免れた地域に住む人びとの善意が
無駄になるとともに、被災者が必要とするものが必要なときに届

かない状態が続くことになります。

要がある。これまでの、自治体単位・タテ割り系列・平等公平と
いう発想を脱して、柔軟でしなやかなネットワークを活用しながら、

a. 避難所の開設と運営

▶都市部では避難所コミュニティの形成が至難。行政職員

被災者を効果的・効率的に支援するしくみをつくる必要がある。

b. 支援物資の受入れと配布

布するという考え方から、重層的・多元的な資源動員ネットワーク

の派遣にも限界

でもタブレットでも可能なシステムをつくる）【図⑥】

• 被災自治体が情報発信能力を喪った場合を想定して、平時か
ら後方支援自治体を設定し、いざというときに被災自治体に
代わって支援要請を行なえる状態にしておく【図⑦】

•平時から、義援物資配送時に用いる荷札の形式と、物資の内

限られた物資を、タテ割り型の組織だけで平等公平に整然と配

情報システムによる、複数のセクタ間の組織化をとおした資源動員
による支援です。従来の自治体同士の水平連携だけでなく、独自
の資源動員ルートをもつ NPO や NGO を巻き込んで支援すること
で、より効果的・効率的な被災者支援が可能になります。
「被災地支援システム」に専門性をもつ NPO や NGO が参画す

容の分類・記載法についての情報をサーバー上に載せ、公開

ることで、物資拠点の洗い出しと整備ができます。ここにさらに既

•各自治体には、RFID の織り込まれた荷札用ペーパーを配布

る支援リソースが加われば、より効果的・効率的な支援を実現す

しておく。

これを避けるためには、被災者支援の発想を根本的に変える必

② 4 日～ 1 カ月の間

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

し、荷札発行 + ネット上への情報登録機能をもったシステ
ムの URL と ID とパスワードを配布しておく

•他 の自治体で発災した場合に、仕分けの協力をしてくれる
NPO やボランティアを確保しておく

存の配送基盤体制、つまり道路や倉庫、車両等の業者の連携によ
ることができます。NGO や NPO のネットワークをもっと活用したほ
うがいい。この考え方は、さまざまな社会問題の解決にも、応用で
きます。
ボランティアを希望する人や自治体の有志職員に、自分の能力・
希望期間・希望地域等を登録してもらい、被災地からの要望を

では、いざ災害が発生したときは、どうすればいいのか。

待つという態勢も構築できますし、個人レベルでの活用も可能で

▶全 国から大量の義援物資が到着。受入れ体制も仕分け・

をとおして、有り余る物資の中から必要とされているものだけを、必

災害時は、テレビやラジオをはじめとするメディアのあり方も考え

す。もちろん、町内会・自治会・社協などで活用したり、NPO や

要な人に必要なときに必要な量だけ届ける」という考え方へ転換す

直さなければなりません。ニュース以外の時間にあたりさわりのな

NGO で使うこともできます。
「被災地支援システム」はアイデア次

c. 情報基盤の再構築・行政機能の復旧

る。決定論的発想から統計的な発想への転換が求められます。

い音楽を流すのもいいですが、支援する側と支援される側、それぞ

第でいかようにも活用できる利用価値の高いシステムですから、使

れがやるべきことをきちんと伝えたほうがいい。災害が発生したら、

わない手はないと思います。

保管体制も構築できず

▶防災科技研究所の技術支援。通信会社の無償支援

民間放送は CM の代わりに「義援物資は所属自治体の社協に送る

［3］次世代型被災者支援のあり方

では、緊急支援の効率化を図るためにどのような方法が考えら

③ 1 カ月後～ 2 カ月後

れるのか。まとめると次のようになると思います。これらはいずれも、

a. 避難所運営・支援物資の配布

▶宅急便業者によるロジスティックス支援
※大量の物資を「平等・公平」には配布できず

平時からどの自治体でも進めておくべきことです。

b. 情報基盤の復活・自治体業務の再開

•平時から、各自治体の備蓄物資のリストを、標準の様式に従っ

※防災科学技術研究所の支援による

•想定される災害の種類・被災のレベルに応じた、緊急支援物

▶罹災証明・死亡証明等の発行

c. 瓦礫撤去・仮設住宅の紹介と申込み

▶住民説明会等による周知と入居者の決定
注目すべき問題は、緊急支援時において、上位自治体が受け入
れた緊急支援物資を速やかに被災地に配送しなかったこと。また、
被災自治体が大量に送り付けられた義援物資で大混乱に陥ったこ
とです。これらの点についての有効な解決策は、実証実験も研究
提案もなされていません。

レベル 3

レベル 2

レベル 4

新しいシステムで実現するレジリエンスを備えた日本とするために

しいと思います。継続支援時に、遠隔自治体がとるべき活動と、そ

は、多元的・重層的なネットワークを通じた柔軟な資源動員によっ

れを周知させるためにも、こうした放送が大切になります。

て、効果的・効率的な支援活動を実現する必要があります。

一方、被災した自治体がやるべきことは、各避難所を回って必
物資を発注すること。
「被災地支援システム」は、全国自治体で登

によって、より多くの人びとの支援要請に柔軟に応えられるシステム

資の要請内容のリストをつくり、いざというときにはボタン

録されている義援物資の情報を、被災自治体が設定した優先順位

を実現できるはずです。コミュニティ・ネットワークというのは本来、

ひとつで要請できる状態にしておく【図④・⑤】

•防災協定、自治体連携、姉妹都市など、発災時に緊急支援の
要請先とする自治体の優先順位を決めて、システムに登録し
ておく

NPO や NGO の支援ネットワークが情報共有しながら協働すること

に基づいて検索し、その時々で被災自治体が必要とする物資を必

ボーダレスなものです。そのボーダレスな資源動員を活用することで、

要とする量になるまで、それぞれの自治体に分散して発注するしくみ

さまざまな地域社会の問題を解決できますし、より多くの人を救済

になっています。

できるようになります。

「被災地支援システム」を用いて、被災自治体。遠隔自治体がや

ただ立ちはだかる壁も厚い。上位自治体を介さない支援は、国

• 発災後に、インターネットを使ってシステムにアクセスし、

るべき一連の活動をまとめると、次ページ【図⑧】のようになります。

の補償対象にしないという災害救助法の規定があるからです。「被

被災自治体内の情報管理や支援自治体との物資のやりとりは、こ

災地支援システム」は自動的に最適な要請先に分散して支援要請

支援物資が最適な発注先に分散発注される。
（スマートフォン

れまでも行なわれてきたことです。これからさらに求められるのは、

を行なうものですが、自治体のなかには、確実に一対一のやりとり

【図⑥】発注のしくみ

【図⑦】配送のイメージ

被災状況に応じた緊急支援物資要請ボタンを押すと、必要な

緊急支援要請メニュー

レベル 3

サバイバルフーズ		
災害用飲料水		
毛布			
トイレットペーパー
携帯トイレ		
発電機			

レベル 3
30000 食
40000 本
20000 枚
1000 巻
50 基
20 台

ボタンを押す
情報システム

優先順位に従っ
て要請先を決定
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従来の垂直型の支援システムと、水平的な連携システムと、

要な物資の情報を集計し、「被災地支援システム」を用いて必要な

緊急支援要請メニュー

レベル 1

「それらの情報が得られる URL」を伝える内容のビデオを流してほ

て電子化し、ネットワーク上で共有しておく

【図⑤】発注例

【図④】システムのイメージ（例）

こと」
「タグの形式と内容物の表記は、標準化された様式に従うこと」 ［4］まとめと展望

自治体 A
自治体 B

遠隔自治体
遠隔自治体

自治体 C

遠隔自治体

自治体 D

遠隔自治体

被災自治体
後方支援自治体

被災自治体
被災自治体

自治体 E
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【図⑧】継続支援時・遠隔自治体の活動

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

でなければ安心できないというところもあります。そもそも災害時に
一対一のやりとりなど不可能なのですが、その不可能に固執する自
治体もあります。また、災害支援は平等公平でなければならないと
いう思い込みも大きい。これを満たさなければ混乱が生ずると、危
ボランティア

惧する自治体は少なくありません。こうした壁を乗り越えるためには、
緊急時におけるベストエフォート型支援という考え方と、それを実
現するための異なるセクタとの水平的連携の基盤となる、社会シス

個人

テムおよぴ情報システムを構想・構築し、社会実装を行なっていく

企業

NGO

NPO

• 災害が発生したら、テレビやラジオの

• 被災を免れた遠隔自治体は、社協を基点

協に送ること」「タグの形式と内容物の

仕分けを実施。物資の種類・サイズごと

に、ボランティアや NPO 等の協力を得て、

メディアは「義援物資は所属自治体の社

に分類、パッケージごとに物資を集約

表記は、標準化された様式に従うこと」

「それらの情報が得られる URL」等を伝

• 物資をソフトを用いてデーター化。荷

え、全国民に周知させる。

札発行のプログラムでタグと二次元バー
コードを RFID 入りのペーパーに印刷し

• 一般市民は、Web から標準タグをダ

て貼りつけ、倉庫に保管。後方支援自治体・

ウンロードし、共通の物資内容の表記

後方支援自治体からの要請に備える。

フォーマットを参照しながら、最寄自治
体の社協等に送付する。

必要があります。
明星大学天野研究室では、東日本大震災の被災自治体および
支援自治体、そして支援活動を行なった団体・期間・組織等の調
査と、関係省庁の担当者との情報交換を通じて、災害レジリエンス
を備えた社会システム・情報システムについての構想・設計を行な
うとともに、その社会実装に向けての活動を行なっております。
近い将来に発生するといわれる東京湾北部地震、首都直下型地
震、東南海地震などの大災害に備えるために、そして、発災時に
は東日本大震災時よりもはるかにスマートな支援活動が実現できる
ように尽力してまいりますので、皆様のお力添えをいただけましたら
幸いです。

遠隔自治体

•「村継ぎリレープロジェクト」

を成功させた地域 SNS のグルー
プ

•シビックフォース、遠野まごころネットなどの NPO・NGO

•江東区、墨田区、流山市、埼玉県など、関東圏の地方自治体
•西宮市、姫路市、淡路市、兵庫県など、関西圏の自治体

•釜石市、宮古市など岩手県の自治体と、地元 NPO および農
協

等の機関や団体とともに、既存のシステムとの連携を模索しつつ、

• 物資の支援を要請された自治体は、後方

自治体レベルでの GIS との連携、都道府県レベルでの物資調達シ

+

支援自治体・支援自治体からの要請に従っ
て物資を発送する。必要量を満たすパッ
ケージを取り出し、RFID をスキャンした

ステムとの連携、LASDEC の防災システムとの連携（特に避難所
と災害対策本部との情報共有について）
、国交省や経産省のシス

うえで配送する。

テムとの連携を構築すべく、研究と実践を重ねております。

+
避難所
• 物資を受け取った被災自治体は、直ち

にパッケージ中の RFID をスキャンし、
物資到着情報をネット上に発信したうえ

で、物資配送を担当配送業者に引き渡す。
配送業者は地域の保管場所に保管したう

えで、各避難所の要請に従って出荷する。
• 集荷時に二次元バーコードを読み取り、
入荷した物資を DB で管理。被災地での
物資充足状態・不足状態を把握し、入荷
後の物資要請内容を検討する。
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被災自治体へ

+

避難所

避難所
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【図①】油流出時の意志決定支援システムの概略図

DB
・風速
・風向
・気圧
・RS
・海流予測
・Oil-drift
予測

②

HF Radar X-band Radar
①
①②③ Tanker NAKHODKA incident, Sea of Japan, January 1997. Oiled seawall and debris.

ナホトカ号重油流出事故と東日本大震災の教訓から

ロジスティック能力の育成のための
トレーニングプログラムへの展開
講演［7］

立正大学 地球環境科学部

後藤 真太郎

③
NOAA's Office of Response and Restoration

Oil-spill
Manager

JMA
風速
風向
気圧

海流 Simulation( 自動・12hr 毎 )

RS oil-slick
Oil-drift Simulation（手動）

沿岸域という利権が複雑に絡む事故となりました。
ご存じない方も多いのですが、東日本大震災は、そのナホト
カ号重油流出事故よりもさらに多くの油が流出しています。大
船渡市では津波で 3,500 キロリットルのタンクがふたつなく

Web Publisher

なっていますので、おそらく 4,000 キロリットルくらいの油が
流出したと考えられます。コスモ石油のある仙台や気仙沼など
でも、ナホトカ号以上の規模の油が流出したと思われますが、
それらの検証は一切されておりません。
ナホトカ号重油流出事故が発生したときに私がどのようなこ

Web-GIS

Web Publisher

沿岸域脆弱性マップ（ESI マップ）

とをやっていたかと言いますと、GIS・リモートセンシング・
GPS を利用した重油の回収作業支援システムをつくりまして、
重油塊がどこに何時頃漂着するのか、その追跡シミュレーショ
ンをしておりました。当時はまだ気象庁から風速のデータが公
開されていませんでしたので、気圧線をつなげて風の傾きから
風速を計算し、海流の流れを重ね合わせて油の流れを予測して

ナホトカ号重油流出事故から東日本大震災へ

います【図①】
。

のナホトカ号重油流出事故がきっかけでこの分野を研究するこ

GIS に地図情報を入力して、皆が見られるようなデータをつく

とになりました。専門はリモートセンシングや GIS
（Geographic

り公開していました。この事故による環境災害から生じる被害

Information System：地理情報システム）などを使った環境解

額の算定手法に関する研究や、環境被害額が請求できる社会シ

析で、その延長で自治体の GIS などもコンサルテーションなど

ステムに関する研究も行なっています。

後藤真太郎：初めまして。立正大学の後藤です。私は 1997 年

もしてきました。

今のような SNS がない時代ですから、インターネット上の

地震災害では地震危険度マップというものが使われます

ナホトカ号重油流出事故について少し説明しますと、1997

が、油汚染の場合は沿岸域脆弱性マップと呼ばれる ESI マップ

年 1 月 2 日未明に津島沖でロシアのタンカー・ナホトカ号が座

（Environmental Sensitivity Index: 環境脆弱性指標）が用いら

礁して真っ二つに割れ、その船首部分が福井県の三国港に漂着

れます。どこに貴重な生物がいるかとか、どこに優先的にオイ

し、そこから 6,500 キロリットルの重油が流出しました。海岸

ルフェンスを張るかといったことを示すもので、これによって

に漂着した重油を手作業で回収するボランティアの姿をご記憶

対策の意思決定の指標とします。当時はすでにグローバルスタ

の方もいるかもしれません。重油による沿岸の汚染はもとより、

ンダードがあったのですが、日本では導入され始めたばかりの
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流出油対策の意思決定

警報

回収管理

被害推定
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●

頃で、この ESI マップの指標が三国港と石川県とでは、まった

の請求項目の中に、環境の価値・観光の価値等に対する被害額

く逆というデータ結果が出ていました。

の項目がなく、必要な人が必要な被害額を請求することができ

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図②】プリンスウィリアム地域住民諮問協議会 google

ませんでした。

バルディーズ

海岸に油が漂着した三国港では、重機で油を回収してドラム
ナホトカ号重油流出事故からサハリン I・II に向けて

こうしたシステムを予算を使ってつくってはみたものの、結

した。油の回収工事でも道路工事でも、近域の植生や生態系が

局、システムはあっても使うところ、使う人がない。開発した

壊れますし、それを取り戻すための環境修復費用が必要になる

システムをとおして社会に貢献できるような分野を探していた

のですが、このときはゼロ査定です。3 年間分を請求した漁業

ところ、科学技術振興機構が大元となる社会技術研究開発セン

補償も 1 年分しか払ってもらえていません。請求額と支払額の

ターが立ち上がりまして、
2003 年度（平成 15 年度）のプロジェ

乖離が激しく、その請求先もはっきりしていませんでした。

クトに採択してもらいました。
ちょうどその頃、サハリンプロジェクト（I・II）の話がもち
あがっており、サハリン島を東西に横断するパイプラインを敷

ウィッティア

缶に保管し、それを必要な場所に移動するための道路ができま

エクソン・バルディーズ号事故現場

ケナイ半島自治区

こうしたさまざまな問題を招き、日本の油防除対策の脆弱さ
を露呈する事故だったにも拘わらず、いまだに日本では、沿岸

コルドバ

域での事故に対する方策を講じていません。

スワード

設し、石油や天然ガスをロシア国内に供給するというプロジェ
クトが進められていました。サハリンプロジェクト II が確定す
れば、ロシアのサハリンエナジー社が事業主体となり、日本の
企業が約半分の資金を提供して開発が進められることとなって

アメリカの油濁法

沿岸の油汚染に対して、アメリカではどういう対策をとって

いました。ロシアの事業ですので、環境アセスメントはロシア

いるかをご紹介します。アメリカでは、1990 年に OPA90（Oil

主導となります。

Pollution Act of 1990）という油濁法が改定され、油防除体制

パイプラインが敷かれ、石油や天然ガスが運ばれるようにな

ゴディアック

がしかれています。

れば、宗谷岬沖での通過船籍の数は増えるだろうし、そうする
と知床半島あたりの油汚染の可能性が高まります。知床半島に
流れてくる流氷はアムール川から流れてくる流氷で、つまりア
ムール川流域の海水が知床半島沖まで流れてくることを意味し
ます。パイプラインの破壊や輸送船の事故が起きれば、その油
が知床半島まで流れてきてそこに留まることになる。宗谷岬で
油がもれますと、一週間ほどで知床半島に漂着します。
油の流出による環境破壊のおそれがあるわけですが、これに
対して環境省は、環境を守ることが自分たちの任務で、壊れた
環境を修復することはその対象ではないと表明しています。北
海道の沿岸自治体も、地域防災計画には自分たちの地域を対象
とした防災計画しか記しておらず、沿岸域での事故に関しては
どこもその対応について触れていませんでした。

ゴディアック島自治区
google より

OPA90（Oil Pollution Act of 1990）
1章

油濁責任と補償

3章

国際的油濁防止と防除

2章
4章
5章
6章
7章
8章
9章

現行連邦法の改正

包括的な石油流出防止の要求書の策定・州の公聴会

防止と防除

プリンスウィリアム湾条項
雑則

油濁研究・開発

トランス・アラスカ・パイプラインシステム
油濁責任信託基金の改正

＊アラスカ州の公聴会では、住民と地方自治体が石油業界に
「緊急計画作成に住民・公共団体の参加」を要求
▼

1990 年 8 月、油濁法（Oil Pollution Act 90)）制定
1989 年の事故を受けて、翌年 1990 年には全会一致で法律
が決まっています。連邦政府の許可を獲得して、プリンスウィ
リアム湾とクック湾に住民諮問協議会を創設し、石油産業・政

上記法律の 5 章、8 章はエクソン・バルディーズ号事故後に

府・アラスカ沿岸の地域共同体間で長期間にわたる協力体制を

どこの誰が油汚染に対応するのか

設定された地域規定の法律です。当初は、すべて関連法律を廃

しいています。この協議会は独立性を保証されていまして、独

止して一元的な法律とする構想でしたが、現行法を残したまま

自に委員会を設置することができます。

上保安庁が指定する防災機関に海上災害防センターがあります

法改正により全体の整合性を保つように制定されています。

油汚染の対応は海上保安庁が行なうことになっています。海

が、ここにこれまで私たちが開発したシステムを提案して、事

エクソン・バルディーズ号事故は、1989 年 3 月 24 日にア

が起きた場合は、海上災害防センターに現場指揮官を置いて対

ラスカ州のプリンシスウィリアム湾で大型原油タンカーが座礁

応してほしいと頼んだのですが、海上保安庁からは参加できな

して 24 万バレルの油が流出した事故です。油流出の規模とし

いと断られました。

ては、最大級とみなされています。
【図②】

ナホトカ号重油流出事故は、沿岸域という海でも陸でもない
グレーゾーンでの環境災害でした。このため複数の官庁が関係

この法律が制定されるまでの経緯をまとめますと、以下の要
になります。

しました。近域の自治体は、それぞれの官庁から別々の指示を
受けて現場対応しなければならず大混乱しています。重油が漂
着した海岸には多くの漁場があり、産業的にも甚大な被害を受
けましたし、環境へのダメージも大きかったのですが、被害額
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［設立経緯］

1989 年 3 月 エクソン・バルディーズ号の石油流出事故
▼

プリンスウィリアムとクックインレットの

7．地方自治体（7 組織）
行政機関 投票権－無

1．アメリカ合衆国沿岸警備隊
2．アラスカ州環境保全局

3．非常事態省アラスカ部局
4．環境保護庁

5．アメリカ合衆国森林局
6．土地管理局
7．鉱物管理局

8．アラスカ天然資源局

9．アメリカ合衆国大洋大気管理局
地域住民諮問協議会の構成は上のようになっていまして、公

地域住民諮問協議会の組織構成（OPA90）

聴会を設けて包括的な管理を行ない、活動資金の保証に関して

地域組織 投票権－有

この組織のなかで、地域組織には投票権がありますが、行政組

2．養殖業協同組合

ときには、この法律を適用する。いつ油がもれるかわからない

4．環境保護団体

をはじめとする専門家等が加わっていまして、普段は自分の研

6．アラスカ州商工観光会議所

段から防災訓練をしています。

も独立して管理できるようになっています【
（次ページ）表①】
。

1．地域漁業団体

織や石油会社には投票権がありません。特別な災害が発生した

3．アラスカ州地域住民組織

ので平時から準備しておこうという法律です。組織には生態系

5．レクリエーション団体

究やコンサルテーションをしたり、ステークホルダー同士で普
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日本の油汚染対応の現状

一方、日本の油対策がどうなっているかと言いますと、それ

は韓国の油防除体制と比べると一目瞭然です。
【図③】
災害対策本部がどこにどのようなかたちで設置されるかを調
べてまとめてみますと【表②】のようになります。ナホトカ号
重油流出事故のときには、三国に 11 の災害対策本部ができま
した。東日本大震災のときには、
40 以上の本部ができています。
この組織図を見ても、災害対策本部の設置状況を見ても、結局
どこが主体なのかさっぱりわかりません。おそらくこれら災害
対策本部間での連絡もスムースにはいかないでしょう。

●

②分散剤使用の調整事項

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【表①】

③漁 業・観光業・環境・地方公共団体における被害額

プリンスウィリアム 地域住民諮問協議会

の損害請求方法

1．環境影響の懸念される港湾施設と原油タンカーの維持管理に関係する方針・認可・規制について組合に対し助言と

［2］自己変革能力を有する社会システムとしての市民と行

勧告

政の協働のあり方

［3］網走湾流域居住者による油流出事故の環境災害リスク

任

務

このように油汚染は、地震のときよりもさらにいろいろな分
このように、ナホトカ重油事故の教訓を基にサハリン沖エネ

な流出油防御体制を予め準備しておかなければなりません。ナ

ルギー開発における油流出対策の現状を分析し、日本の油汚染

ホトカ号重油流出事故のときは、韓国の専門家が日本に油の除

防除体制における危機管理システムの不備を明らかにすること

去について学びに来ていたのですが、今は韓国のほうが数段進

を目的に研究を続けております。一日でも早く、欧米・韓国並

んでいるという状況です。
【表③】のオレンジ色部分が、韓国

みの防除体制を実現するための社会システムをつくらなければ

のマニュアルにはあって日本にはない部分です。日本では油処

なりません。

2．港湾施設・石油タンカー運航・環境監視委員会による港湾施設と原油タンカーの環境影響の監視
3．環境影響の懸念される港湾施設と原油タンカーの維持管理の監視
4．プリンスウィリアム湾とクック湾の油流出防除緊急計画の評価

認知構造を考慮した地域別対策のあり方

野の機関が拘わることになりますので、法的改正を含めた適切

クックインレット 地域住民諮問協議会

5．港湾操業、方針、実践について組合に対し助言と勧告
活動資金

200 万ドル以内／年

100 万ドル以内／年

毎年、石油関連施設の所有者・経営者が拠出
現在、アレイスカ・パイプライン・サービス社が 270 万ドル／年を拠出
所在地

アンカレッジ、バルディーズ

ケナイ

理剤の使用指針が決まっておりませんし、広報活動や防除教育
や訓練などもマニュアルに含まれておりません。
今、日本が早急に構築すべきこと、研究すべきことをまとめ
ると次のようになります。

【表②】

日本で油流出事故時に設置される災害対策本部

？は、設置を定める法律および計画内に記載や言及がないことを示す。

［1］事故時のステークホルダー間に発生するコンフリクト

設置場所

に対する合意形成手法

①利 害関係を図上で調整するための社会情報を考慮し
た ESI マップとその利用方法

【図③】日本と韓国における油流出事故対策の比較

本部長

事務局

部長

法的根拠

東京

国

各国務大臣

原則国土交通省内

国土交通省等指定
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25 条 1
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本省庁課長級職員
又は地方出先機関
の部長級職員

災害対策基本法
25 条 6
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国
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連絡調整本部
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【表③】

区分

韓国と日本におけるステークホルダーの関心事と油流出事故におけるマニュアルの比較

ステークホルダー

平常時の関心内容

汚染者と行政

・損害賠償
= 被害額調査、油防除清掃費

II

汚染者と漁業者

・損害賠償
=被害額調査、油防除清掃費、
休漁による油回収実施の扱い、漁場への影響

汚染者と市民・損害賠償
（レジャー、動植物保護、
その他）

・損害賠償
= 被害額調査、油防除清掃費

= 水産基盤整備事業等
災害復旧事業

北海道いきいき浜づくり事業
内水面漁業振興施設設備事業

沿岸漁業漁村振興構造改善事業
漁港漁村活性化対策事業

IV

行政と漁業者

等

等

等

= 防除資機材の配備
：オイルフェンス、スキマー、ガット船、油吸着資材、
強力吸引車、油処理剤 等

第1章
第5章

総則（防除組織）
防除実行（防除組織の運営）

第 5 章 排出油の防除及び危険の防止
第 1 排出油の防除及び危険の防止 3 防除作業要領

付録書 IV Ⅵ廃棄物の処理

第4編

第6章

第5章

第2編

第 5 章 排出油の防除及び危険の防止
第 1 排出油の防除及び危険の防止 4 危険防止措置 等

＝広報

付録書 III 蔚山地域の油処理剤の使用指針

＝作業者の健康と安全

＝定常的な訓練

第 4 章 連絡及び情報の交換
第 5 章 排出油の防除及び危険の防止
第 1 排出油の防除及び危険の防止 2 防除体制
第 4 編 第 5 章 排出油の防除

第2編

第 7 章 広報
付録書 I 言論機関の現況

等

第2編
第2編

第 4 章 防除機資材の動員及び財政
第 2 編 第 3 章 排出油防除資材等の保有状況と整備目標
（防除資機材の保有現況）
（最大流出事故時、防除資機材の動員計画）
第 1 排出油防除資材等の保有状況
第 5 章 防除実行（防除措置）
第 2 排出油防除資材等の整備目標〈整備目標の指針〉
付録書 III 蔚山地域の油処理剤の使用指針
第 3 編 第 2 章 排出油防除資材等の整備状況

＝油文分散剤の使用方法

＝回収した油の処理
：保管場所、処分施設
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等

= 防除組織
：指揮系統、連絡体制、人員配置ボランティア管理 等

漁業集落環境整備事業

水産物流通加工基盤強化対策事業

日本『北海道沿岸海域排出油防除計画』

・損害賠償
= 被害額調査、油防除清掃費
休漁による油回収実施の扱い
漁場への影響 等
・適切な油回収方法

・沿岸漁業振興対策

船揚場整備事業

韓国『蔚山地域の防除実行計画』
“ Hawaiian Area Contingency Plan”

油流出時の関心内容

I

III

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

防除実行（危険防止・安全及び保険置）

回収油の処理

第 6 章 防除教育及び訓練
（教育及び途上訓練）
（自己防除訓練）
（官民合同防除訓練）
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社会情報を考慮した ESI マップの利用方法

こういう研究はしていましても、災害や事故は起きないに超

したことはありません。現在は、開発したシステムを平時から
使えるものとし、災害時にはより有効な機能が発揮できるシス
テムの開発を進めています。私の専門分野はや GIS や ESP で
すので、さまざまな情報を地図に落とし込んだ情報を地域の防
災活動やワークショップなどで活用してもらっています。
地域をもっとも知り、もっとも影響を受ける住民の意見が充
分に反映されるシステムをつくるために、海岸ごとに資機材や
人員・防除スケジュールなどの防除計画を作成するためのシス
テム開発にも取り組んでいます。
ESI マップによる空間的な利害を調整し、リスクガバナンス
を考慮した多機能な地図情報を活用した環境評価体験や野鳥救
護訓練、環境観察会など、ワークショップや勉強会、研究会、
評議会を通じて平常時からの環境災害を想定した環境被害時の
ための行動マニュアルうにつなげていきたいと考えています。
網走市で進めている流出油防除計画立案研究会もそのひとつ
です。行政や研究者を含めた組織とし、各々が行なうべき役割
について実証的な検討を進めています。北海道には「オホー

ツクの環境を守る地域ネット」という市民市議会がある
のですが、私はここの設立を支援し、網走市近郊の海岸
や湖のデータを調べて、油流出が発生した場合どれだけ

【図④】能取湖の ESI マップ 【図⑤】能取湖の防除システム 【図⑥】能取湖の防除案一例

の環境が破壊されるか、その場合のどのような防除策が
あるのかといったことを、現地の方々とともに検証しな
がらシミュレート情報などを提供しています。
本来であれば、アメリカの OPA90 のように諮問協議会のよ
うな委員会を設けて、災害方策についての検討会などに一般市
民も参加できればいいのですが、現在の日本ではまだ、NPO・
NGO でもそうした席に加わることができません。制度の抜本
的な変革を進める一方で、草の根的な一市民としての活動を地
道に続けていくことも大切です。
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日本独自の標準化。
日本独自の ICS をつくる。

討論［2］

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

トムアップで今私たちができるところから進めていくしかないとい

切り口によってまったく変わってくるんですね。プランニングの定

れぞれの主体国にもそれぞれのルールがあります。必ずしも ICS

秋冨：時間も押してしまいましたが、これまでの講演を受けて討論

う思いをもっております。ボトムアップの ICS をつくって、それをソ

義すら国々で異なるのですから、そうした概念的なことはちょっと

が導入されている国ばかりではなく、むしろ私たちが活動する途

に入ります。ご意見・ご質問のある方はいらっしゃいますか。

フトウェアやシステムなどに落とし込んでいく。ボトムアップはボト

置いておいて、日本独自の標準をつくればいいということです。そ

上国では、入っているところのほうが少ないくらいです。かえって

高松秀一：岩手県総合防災室の高松です。岡本正先生の情報が

ムアップでつくる。ローカルな部分をまずつくるということです。
（マ

ういうことから言えば、
「ICS を導入する」という考え方や表現か

そのほうがやりやすいということも実はあるのですが、先進国の場

発信元から市民に届くまでの間に先細りしていくという話、当時災

イクロネットワークス／岩手県立大学客員教授）

らすでに間違っているのかもしれない。ようは標準化して、そのこ

合はそうはいきません。

害対策本部にいた私からしてもまったくそのとおりだと思いました。

黄野吉博：数年前から内閣府を中心に少しずつではあるのですが、

とによって調整要素を下げることが最終的な目的です。あたかも

先ほどの小池先生のご提案にもあったように、私も ICS の導入

動きはあるんですね。こうした研究会で皆さんが討論していること

複数の組織が、ひとつの組織のように行動できるようにする。今

を検討する際、その機能で考えることが重要だと考えています。

などの各省庁から山のように情報が入ってきて、これは被災者に

は抜本的な問題で、内閣府なり消防庁なりが動かないと事は解決

の日本の問題は、その組織の調整ができず、情報の流れが停滞

機能を中心に考えて、そこに活動を当てはめていくということです

必要な情報だから必ず伝えるようにと言ってくるわけですが、一番

しません。内閣府や消防庁が動かないと自治体が動かない。自

することですから、それを解決するために、日本のファンクション、

ね。それが結局は ICS ということになるのかもしれません。私た

困ったのが避難所で、そうした情報が入ってきても読み取れない

治体が動かないと民間企業もなかなか動きにくいものです。海外

日本のプロセスを、日本人にわかりやすように定義するということ

ちの組織もかなり大きいですから、運用改善のための方法として

し、理解できないという状況でした。

に出ている企業などは、そこで ICS を実行できるかもしれません

です。
（元海上保安庁／国際海事機関）

ICS 的なものを導入していくというのはひとつの選択肢だと思いま

日本独自の標準化をつくる

東日本大震災時は、内閣府、総務省、厚生労働省、文部科学省

今回のような大災害が起きた場合、各省庁の情報をいったん内

が、日本より先にそれをやると本社としてはどういうこと？ という

す。ただそれが日赤のなかで完結していても、それだけではオー

閣府がまとめて精査し、それを伝えるということをしてほしかった。

話になる。そのあたり民間企業は慎重です。半導体関係の企業で

ルジャパンとして効果はない。ほかの機関と連携・協力できるかた

そうすれば私たち受け手側も、今すぐ必要なもの、現時点では必

は ICS 導入の動きはあるようです。業界的には結構事故がある分

要ないものを判断して、被災自治体や避難所に伝えることができ

野ですので。
（一般社団法人 レジリエンス協会）

ます。伝えるべき人にしっかり伝えなければならない情報であれば

後藤真太郎：今回ここで初めて皆さんとお会いしましたが、東日本

国際スタンダードと日本国内での活動

ちにしていかないといけません。その流れのなかで、
日赤はこうやっ

池本修悟：慶應義塾大学 SFC 研究所では、東日本大震災の経

ていきますよということを国や自治体に伝えていくことは今後の方

験を受けて、防災情報社会デザインコンソーシアムを立ち上げまし

向性としてあり得ることだと思います。これはあくまで私見としてお

大震災での岩手県の対応は言ってみれば ICS に準ずる活動だっ

た。私はその事務局で情報通信技術やデザインの防災活用に関

受け止めください。
（日本赤十字社 救護・福祉部）

タテ割組織だと、受け手側の状況を考えない一方通行で終わって

たと言えるのかもしれません。ICS が正しい表現かわかりませんが、

する知見を集約して、グローバルに展開できる防災のための体制

しまいます。東日本大震災では、大槌町や陸前高田市の自治体そ

すなわち岩手モデルですね。私は正直、ICS は日本に入らないと

づくりを進めています。今の標準化のお話とつながると思いますが、

のものが被災して機能しなくなりましたが、そうなった場合、誰が

思っていたのですが、そうした活動が岩手県で行なわれて、こうし

国際赤十字はすでにグローバルで活動できる完結したしくみがあ

そうした情報を被災地に伝えるのか、その責任はどこにあるのか、

た分科会でその導入を検討していることがわかり大変有意義でし

りますけれども、東日本大震災のときのようにほかの組織との連

このあたりも整理したうえで標準化しスキームとして組み込む必要

た。皆さんの活動を知って、これまで自分たちがやってきたことも

携というところになると、いろいろな問題が生じてしまう。それを

があると思います。
（岩手県総務部総合防災室）

無駄にならないだろうなと感じております。ぜひこの先も、検討と

調整するのが ICS や標準化ということになると思いますが、今後

東日本大震災の反省として、緊急事態に対する標準化を進めてお

厚井裕司：本日の皆さんの講演を聞いていろいろなことを学びま

検証を進めていただきたいと思います。そのときには私にできるこ

赤十字社として、命を守る・生き延びるという活動を展開する際、

り、この事案については既決されていますので、今後動きはある

した。特に ICS に関しては、アメリカの形式をそのまま日本に導

とを一所懸命お手伝いさせていただきます。
（立正大学 地球環境

赤十字社のやりかたで進めていったほうがいいのか、それとももっ

と思います。もうひとつ、東日本大震災のときにトモダチ作戦で米

入してもおそらくうまくはいかないだろうということ。しかし東日本

科学部）

と開いて連携したほうがいいのか、そのあたりはどのように考えて

軍と自衛隊が ICS で連携していました。海上保安庁と海上災害防

大震災のような災害はこれから先も必ず起きますから、オールハ

小池貞利：アメリカやっていることをそのまま真似ても、ICS は日

いらっしゃるのですか。
（ユニバーサル志緑社会創造センター）

止センターも ICS でつながっています。このようにすでに実践的
にやっているとことはあって、そうした先進事例に対して内閣府そ

版 ICS の実行が難しければ、日本で共通して使えるアクションプ

ということが第一義になってくると私は考えています。いろいろな

白土直樹：国際赤十字のなかでは、各地で活動を展開する際の

手順やシステムが国際的に標準化されています。ただそれを日本

れ自体を否定してはいません。ICS 的な機能は必要だろうと内閣

ランのようなものができればいいだろうと思います。最後に後藤真

情報処理のパターンやファンクション、プロセスを標準化するこ

国内でそのまま導入してほかの組織と連携していこうとしたら、お

府も考えていると思います。

太郎先生がおっしゃったような GIS を用いたデータに ICS を加味

と。そうしたことはすでに要所要所でやっているわけで、ただ全

そらく無理だろうと思います。小池先生のおっしゃるように、日本

したアクションプランを重ねていくことは、今でもできることだろう

体としてまとまっているものがないというだけなんです。たとえば

には日本に適したしくみというものがあります。それに合わせて、

後藤真太郎：海上災害防止センターがなぜ ICS を導入しているか

と思います。これまでの状況を見てきましても、国はなかなか動き

ISO22320 を見ると、オペレーションのなかにプランニングや実施

私たちも活動していかなくてはならないと考えています。国際赤十

がその業務を対応しなければならないからです。その業務資金を

ません。トップダウンを待っているには時間がかかりますから、ボ

部隊が入っています。企業によって、組織によって、国によって、

字としてはひとつの統一したルールがありますが、支援先となるそ

センターが一度立て替えて、これだけの費用が発生したということ

なおのこと、情報の出し方というのが重要になってきます。それが

ザードに対応できる体制は整えておかなければなりません。輸入
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本で実現できないと思います。ICS 導入ではなくて、標準化する

必然性と準備評価によるレベルアップ

黄野吉博：ICS という言い方はともかく、林春男先生（京都大学）

や田村圭子先生
（新潟大学）が委員となっている中央防災会議が、

と言いますと、油汚染の事故が発生した際、海上災害防止センター
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ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

6

を最終的に海上保安庁に報告するのですが、そのために会計がと
てもしっかりしている。そうした必然性があるものですから ICS を
導入しているわけです。このような必然性を見つけて、導入を促す
というやり方はあるかもしれませんね。私は GIS の研究を 30 年

開 催 日：2014 年 2 月 6 日 13:00-18:00
会 場： メ ト ロ ポ リ タ ン 盛 岡（ 岩 手 県 盛 岡 市 ）

【研究説明】

「ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム」の目的と概要
岩手医科大学医学部救急医学講座

秋冨 慎司

続けてきましたが、地図データベースにはいまだになっていません。
それは GIS を導入すると、それまでなかった管理業務が発生する
からなんです。資金的な側面から新規業務が生まれにくいという
状況が事実としてあるわけです。
（立正大学 地球環境科学部）
小池貞利：こうした問題は待っていても自然には解決しませんので、
誰かが率先して計画を進めていくしかないですね。ICS というのは

何も特別なことではなく、経済学や経営学の延長にあるものです。
必要なもの必要ではないものを判断する。その実施権は、私たち
の日頃の暮らしのなかにいっぱい蓄積しています。防災の専門家
などというと特殊な立場と考えがちですが、これは一般的な事業
となんら変わりません。
最後に準備評価について少し話をさせてください。これは 10 年
ほど前にアメリカで行なわれていたことですが、国が基準値を設
けて、各自治体や企業を評価するといったことをしていました。そ
の評価というのは、それぞれの組織が大きな災害に向けて、どれ
だけの準備をしているかというところが観点になっています。大き
な災害は 10 年に一度くらいしか起こりません。そこでアメリカでは、
準備段階でそのしくみを評価するパラメーターを設けて、ここの自
治体は何点、あの組織は何点と格付けして評価したわけです。こ
の格付けによって一種の競争メカニズムを生ませるというのは、ひ
とつの手だと思います。岩手県が各市町村に基準値を設けて評価
するとなったら嫌がるところも多いと思いますが、人間というもの
はある程度競争メカニズムを導入しないと発展・改善しないもので
す。それはひいては、日本全体の災害対応のレベルアップにつな
がっていくものですから、ひとつの対策案として講じてみてはいか
がでしょうか。
（元海上保安庁／国際海事機関）

【講演 1】

ボランティア・NPO・大学等が行なった ICT 支援活動
一般社団法人 ユニバーサル志縁社会創造センター

池本 修悟
【講演 2】

情報伝達・共有型図上訓練を用いた危機管理体制強化マネジメントプログラム
損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社

梅山 吾郎
【討論 1】
【講演 3】

ロジスティックスを支える災害協定のあり方
新建新聞社 リスク対策 .com

中澤 幸介
【講演 4】

日本のインシデントマネジメントをどのように標準化すべきか
在日米陸軍消防本部 次長

熊丸 由布治
【講演 5】

ICS を活用した協働型大規模災害訓練
特定非営利活動法人すぎと SOHO クラブ

豊島 亮介

市民キャビネット 災害支援部会・スマート ICT 部会

上村 貴広
【討論 2】

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

開催日：2014 年 2 月 6 日 13:00-18:00
会

場：メトロポリタン盛岡（岩手県盛岡市）

「ロジスティックス能力の育成の
ためのトレーニングプログラム」の
目的と概要
［研究説明］

岩手医科大学救急医学講座

秋冨 慎司

秋冨慎司：この検討会は、文部科学省委託研究「都市の脆弱性

が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト」のサブプロ③として、
「都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査 ･ 研

支給されないという状況が一週間続きました。支援に関わる方々が
現場で活動できる環境を整備すること、これが極めて重要な課題だ
と考えます。

究」を提案し開発していく検討委員会で、皆さんのご提案を受けな
がら総合防災リテラシーとは何かということを討論するものです。
防災は机上でことばを学んだだけではだめで、現実を目の前にし

［2］ISO22320 を基準とした状況評価

この検討会が発足した当初、私は、東日本大震災のさまざまな

たときそのように対応するのか、その本当の意味を理解しなければ、

経験から総合的地震災害シナリオを構築できるのではないかと考え

一般市民も含めて有効な災害対応は望めません。防災についての

ていました。しかし、さまざまな立場からの発表を受けて、それは

知識をしっかり理解し、実践できるようにするための学びの場をつく

簡単なことではないこともわかってきました。

る必要があります。

なぜシナリオをつくることが難しいかと言えば、他機関・他職種
において状況評価に違いがあるからです。ある機関が問題ないと評

［1］総合的地震災害シナリオの構築は可能か

価したことでも、別の機関にとっては重要な問題となる場合があり、

［3］リテラシーハブが提供する３つの学びのスタイル

◎タ
 イプＡ：防災・減災のある１つのテーマについて、視聴覚
資料や図表をもとに体系的に学びます。まだ一部のテーマで

すが、教材や確認テストなどで、理解の度合いを測ることが
できますし、映像などで、学習者は内容を、指導者は指導
のコツ・ポイントを視聴覚的にまなぶことができます。

◎タ
 イプ B：学校などで使われる「指導案・教材によって、研

修の展開や指導の方法を学びます。学校などで防災教育を
展開しようとしている先生方などにおすすめです。

◎タ
 イプ C：防災リテラシーに関する素材を、投稿したり、検
索したりしながら学ぶことができます。防災の世界の広さを
ぜひ一度体験してください。

そこで必要になってくるのが、総合的地震災害シナリオの構築で

そのどちらが正しいかを判断する術がありませんでした。さまざまな

す。東日本大震災では、想定外、これまで考えもしなかったさまざ

問題に対する共通の評価、共通の概念がなかったということです。

タイプ A は視覚的に学ぶ、映像で学ぶというもの。タイプ B はど

まな問題が発生しました。これらの問題を抽出して、それを課題に

こうした問題を評価する方法として世界で取り入れられているの

のように指導するか。学校などで使われる指導案、指導の方法も

変え、どのように解決するかを考えるため、これまで東日本大震災

が、科学的根拠に基づいた ISO22320 です。これを比較対象の

そこに含まれます。タイプ C はここから実際に資料を取り出して教え

時に各分野で活動された方々に討論会に参加していただき、それ

基準として、指揮命令系統（ロジスティックス）も含めて、どこに

ることができるというものです。これはいわゆる E ラーニング的なも

ぞれの立場で問題の抽出をしてきました。これまでの皆さんの発表

問題があったのかを抽出できるのではないかと考えました。

を受け、状況を改めて分析していきますと、被災者を支援する能力

総合的地震災害シナリオをつくることは難しいかもしれませんが、

が欠けていたことがわかってきました。そして、現場で支援にあたる

ISO22320 をベースに問題点を抽出して、課題に転換することはで

人びとをサポートする力も足りないこともわかってきました。

きないかという試みがこの検討会の目的のひとつでもあります。

ひとつ確かなことは、災害対応においては後方支援のあり方が大
変に重要で、それが対応の有効性を大きく左右するということです。
今回の東日本大震災では、
たとえば消防活動のために現場に入っ

いろいろな問題を抽出していきますと、災害時のロジスティックス

ので、過去の災害に関わる知見を盛り込みながら、訓練の内容も
とりこぼしなく紹介していきたいと考えています。
行政や企業、一般市民が、これを使って災害を学び、訓練しな
がら、実際の災害のときにも活用できるというものにしていきたい。
そのコンテンツをつくりたいと試みています。

能力の向上が不可欠であることは明らかです。そのための学びの場
を早急に設ける必要があります。

そうした学びの 場 で、ICS（インシデント コマンド システ

ても、現地では食べるものもままならず、戻る術もないといった状況

現在、インターネット上では「都市減災サブプロジェクト」とい

のなかで活動しなければなりませんでした。そのため自衛隊から食

うホームページ（http://www.drs.dpri.kyoto-u.ac.jp/ur/）に防

糧やガソリンを分けてもらうといったことが頻発しています。

災リテラシーハブ（http://www.drs.dpri.kyoto-u.ac.jp/ur/hub/

どのようなことができるのか、あるいはできないのか。そういったこ

index.html）を設けています。リテラシーハブでは、タイプ A から

とを考えていきたい。このプロジェクトは 5 年間に及ぶものですが、

タイプ C までの 3 つの学びのスタイルを提供しています。

今回はその最後の検討委員会となります。

それは行政にも言えることでした。私は岩手県の災害対策本部
で活動していましたが、一日におにぎり一個とペットボトル一本しか
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ム :Incident Command System| 以下 ICS）の観点から、どの
ように問題を解決できるのか。そしてそれを用いて訓練したときに、
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【図①】NPO 市民キャビネットの概念図
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岩手県陸前高田市広田町 長洞元気村（http://www.nagahoragenki.jp/ より）

団体側がどのように活用したのか、またその成果、課題についての

益社団法人（43.6%）
、その他 25%が法人格なしの団体や個人で

のロジスティックスを実践できたとはお世辞にも言えません。実際、

具体的な調査は行なわれていませんでしたので、今後の ICT 支援

す【グラフ①】
。団体の設立時期は、およそ 3 分の 1 が震災後の

今回のような大災害では状況を制御しきれない場面が多くあり、各々

のあり方を検討することを目的として、被災地で支援活動を行なって

設立、3 分の 2 が震災前となっています。こうした団体は 500 万～

がその場の判断で動いていたというのが本当のところだと思います。

いる団体を対象に［1］ICT の利用状況 ［2］支援活動にあたっ

1000 万円の予算規模で活動しているところがほとんどでした【グラ

ての情報の取得・活用・共有について ［3］ICT 利用における課

フ②】
。草の根活動から始まった団体ですから、それほど大きな予

題 について調査することにしました。

算はありません。なかには 1 億円以上の規模の活動資金をもつ団

災時における NPO やボランティア団体の活動をふりかえると、本流

ボランティア・NPO・大学等が
行なった ICT 支援活動
講演［1］

本来であれば、トップが要求を出し、それに応じてチーフ・インフォ
メーションオフィサーが情報収集して各部会がそれに対応するという
のが理想です。その過程でシナリオをつくり、カスタマーにフィード

調 査は 2013 年 2 月 27 日から 2013 年 4 月 15 日にかけて。

バックしていくというサイクルが求められる支援のあり方ですが、今

対象とした団体は、東日本大震災支援全国ネットワーク（NPO、

体が 18.5%あり、そうした団体が軸となって活動していたところもあ
りました。

回の震災ではそれがほとんどできませんでした。防災や災害のイン

NGO、企業、ボランティアグループ、被災当事者グループ、避難当

これらの活動で、実際支援に使われた資金はたいだい 500 万円

一般社団法人ユニバーサル志縁社会創造センター

テリジェンスを理解したうえで、それをある程度想定したうえで動くべ

事者グループで形成される全国規模の連絡組織：以下 JCN）登録

前後。主な支援活動としては、物資支援、がれき処理や清掃、被

池本 修悟

きだったと反省しています。

団体、および JCN が提供している被災地支援状況マップに 2013

災者のための交流イベントの実施、炊き出しなどが行なわれていま

年 1 月30 日の時点で登録のあった団体合計 1327 団体のうち、
メー

す。現状として、常勤スタッフがほとんどいない状況のなかでの活動

ルアドレスもしくは住所のどちらかが判明している 1255 団体です。

となります。多くの団体がひとりから 4 人ほどのスタッフで活動して

そうしたなかでも、岩手県の災害対策本部のように、以前からつ
ながりのあったところとは連携できたケースもあります。しかし、そう

いました。

でないところに関しては、各々が思いだけで活動せざるを得ませんで
した。NPO や NGO などの市民団体は、一般市民の声をすくい上
げる術に長けていますので、そうしたメリットをうまく活かして活動で

支援団体の 25% が法人格なしの団体や個人

対象となる団体 1255 のうち、336 団体から回答を得ました。
（回

東日本大震災で NPO はどう動いたのか

きれば、より効果的な支援活動が展開できただろうと思います。

収率は 26.8%）
。回答した団体の半分が特定非営利活動法人、公

は、東日本大震災における NPO を中心とした支援活動について、

東日本大震災における ITC 活用に関する調査を実施

【グラフ①】団体の属性（n=335）

池本修悟：ユニバーサル志縁社会創造センターの池本です。本日

ボランティアや市民活動という視点から、特に私が専門としてきた

2013 年 4 月、私たちユニバーサル志縁社会創造センターは、

情報系 ICT（Information Communication Technology：以下

慶應義塾大学看護医療学部・メディア研究科・自然科学研究機構

ICT）の活動についてお話しいたします。

国立天文台天文データセンターと共同研究チームを立ち上げ「被

東日本大震災では、NPO の市民キャビネットが独自で課題を検
証し、支援政策を政府や行政に提言していました。市民キャビネッ
トは、NPO/NGO､ 生協、労働組合､ 社会的企業等が参加 ･ 活

【グラフ②】団体全体の活動資金（n=310）

しました。
東日本大震災時、多くの NPO やボランティア団体が被災地で支

動推進する部会 ･ 会議のネットワーク連合ですが、その活動のなか

援活動を行なってきました。こうした活動を効率的に実施するため
の支援として、ICT 関連の企業や団体は、支援団体に対してハード

動はスタートしています【図①】
。

ウェアやソフトウェア、インターネットを介し利用できるクラウドサービ
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また「2011 年度に被災者の現状やニーズを把握するための調査」

災地支援活動における情報交換と ICT 活用に関する調査」を実施

に災害支援部会があり、それを後方支援するところから私たちの活
この分科会のテーマのひとつにロジスティックスがありますが、震

支援団体が行なったこと・行なえなかったこと

ス等の無償提供などを行なっています。しかし、こうした提供を支援
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を行なったかをたずねたところ、行なったという回答が 55.2%。行

のように扱ったらいいのか、個別データをどのように把握し、判断材

WEB システム（テレビ・電話）会議システムなどはあまり用いられ

なわなかったが 34.3%でした【グラフ③】
。これは興味深い結果で、

料として支援活動に活かすのか──。こうした対応のモデルやリテラ

ていません。グループウェアや WEB、
仮想サーバやクラウド型のデー

私個人としては、本当なのだろうかという思いが正直あります。

シーがないことから、団体側に迷いがあることがうかがえます。

タベースについてはは、行政などでもいろいろアピールしていますが、

調査をしなかった団体にその理由を聞いたところ
・ 調査を行なうためのマンパワーが足りなかった。

被災地で収集したこうした情報が、各市町村の災害対策本部や

普段から使い慣れていないシステムは災害時にも使われないというこ

県のほうにうまくすくい上げられるようになれば、とても有効な活動

とが、今回の調査では浮かび上がっています。もちろん、こうしたシ

につながるものと思われますが、結果的には部内間でしか共有され

ステムを否定しているわけではなく、こうしたシステムを事前からきち

・ 十分な情報が得られており必要なかった。

ていませんでした。このあたりはロジスティックスの問題になりますけ

んと使いこなせるようにしておくことが大事なのだと思います。今回の

といった回答がありました。これらを分析すると、資金も人も足り

れども、情報がきちんと共有されないと必要なところに必要な物資も

災害の現状としては、このような結果となりました。

ないけれど、とりあえず力になりたい、支援したいという思いだけで

流通しないという結果になります。このデータは、今後の支援活動

現地に入った団体が多かったものと思われます。

の課題として注目に値するものと考えています。

・ 調査を行なうための資金が足りなかった。

被災支援における ICT 活用の現状

こうした調査結果を踏まえ、私たちは 2012 年 3 月にシンポジウ

一方、調査した団体にその対象者をたずねた結果は、

ムを開催し、
「震災復興と ICT カンファレンス」について、以下のよ

まとめ・共有の場を提供する活動を行なっていく。ここで取り

まとめられた内容は、我が国のみならず、海外にも発信して

いくことで、諸外国の防災への取り組みにも役立ててもらい、

「災害国日本」としての国際的なリーダーシップ（2015 年国連
防災会議）を図っていく。

組織やセクタを超えたマルチステークホルダーの連携を社会

に根付かせることが、大規模災害にあって迅速な避難を可能に
し、適切な救援・支援活動を促進します。
「震災復興と ICT」カ
ンファレンスは、次の災害に備え、
『人と情報とコミュニティの連
携基盤づくり』を速やかに整備することを提言します。
具体的には

・ 避難所の責任者 ・ リーダー

日頃から使い慣れているツールが災害時も用いられる

・ 仮設住宅のリーダー

交換したかもたずねました【グラフ⑥】
。

るいは自宅避難者のニーズを調査したところは少なく、きめ細やかな

・ 行政 （市町村） （49.9%）

「震災復興と ICT」カンファレンス（事務局： NPO 事業サポート

・ 社会福祉協議会 （44.5%）

緊急フェーズにおけるマルチステイクホルダー連携のグッドプラ

•緊急インフラとしての ICT の備え：災害時においては、海外も

◎ 2012 年 5 月から 6 月にかけ、カンファレンス登壇者に対す

を行えるように、強靭な ICT インフラを拡充し、情報連携を速

・ 地区のリーダー

という回答が主でした【グラフ④】
。避難所の住民一人ひとり、あ

ところまでは行き届かなかったことがわかります。
必要なニーズ調査と共有のしかた

具体的にどのようなニーズ調査が行なわれたかと言いますと、

・ 物資ニーズ （58.4%）

被災者の現状やニーズを把握するために、どのような組織と情報

・ ほかの支援団体 ・ 支援団体の連絡会 （60.8%）
・ ボランティアセンター （47.5%）
・ 地域 ・ 避難所の被災者リーダー （40.9%）
情報交換は、他団体と共同でやる連絡会などで行なわれています。

・ 生活環境の把握 （57.2%）

また、どのような機会に情報交換を行なったかをたずねたところ

・ 住居の状況の把握 （42.8%）

・ 支援団体などの関係者用メーリングリスト

・ 健康状態 （身体 ・ メンタル） の把握 （42.8%）
といった回答が順位として続きます。災害時には、やはりこうした

被災者のニーズの把握が重要な項目なるかと思います。また、こう
した調査によって得られた情報を、誰と共有したかをたずねたところ、

・ 各団体と個別にコンタクトをとった
・ 定例ミーティング （連絡会等）
といった回答が寄せられています。
情報交換の手段としては

・ 自治体と共有 （19.5%）

・ 電子メール （PC ・ スマートフォン）

・ 医療介護福祉専門職と共有 （7.4%）

・ 携帯電話

・ ほかの支援団体と共有 （16.8%）
・ 一般に公開 （17.%）

・ 組織内部でのみ共有 （38.9%）

といった回答が得られました【グラフ⑤】
。これも興味深い結果で

・ 対面でのミーティング、 個別の面談
・ 固定電話

等が用いられていました。調査結果を見ると、電子メールや携帯

電話でのやりとりが多かったことがわかります。情報交換のツールも

す。結局、調査した情報は自分たちの組織内部だけのものとなって

いろいろありますし、このあたりはどんどん変化していくと思いますが、

おり、他組織や他機関と共有されていませんでした。個人情報をど

意外なことにグループウェア（情報共有のためのウェブサイト）や

【グラフ③】調査を実施しなかった理由（n=198）

【グラフ④】調査の対象者（n=182）
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うな提言をまとめました。
東日本震災から一年経過した 2012 年 3 月 9 日に開催された

センター・日本マイクロソフト株式会社）では、東日本大震災の
クティスが多く共有された。

る対面インタビューおよびカンファレンス参加者に対するアン

ケートを実施し、主に法・制度面、ICT インフラ面（ハードや

•平常時からのネットワーク化：さまざまな組織やセクタ ( 行政・
NPO・医療・福祉・企業等 ) を超えた連携を確実に定着させる

視点に立って、緊急時における役割と権限の付与について、予
め想定を広げた共通認識をつくり、平常時からのマルチセク
ターにわたる人材のネットワーク化が肝要

含めたマルチセクター間連携を通じて、迅速に救援・支援活動

やかに行なうためのデータの整備と標準化、並びに、法や制度
の整備が緊要

ソフトウェア等）
、人材面（ICT スキルやメンテナンス等）の

•一人ひとりのエンパワメント：地 域 コミュニティーの中で、

えるうえでの提言を 15 項目を取りまとめた（
「震災復興と ICT

教育を通じた支援ネットワークを構築し、人びとが共有し・学

課題を抽出・検証し、整理を行なったうえで、次期災害に備
カンファレンス」中間とりまとめ）
。

◎防 災情報社会デザインコンソーシアムでは、2013 年 10 月に
上記を見直し、現在我が国としてどこまでの準備体制が整い

NPO や企業等、ICT 教育の専門家とともに、学校教育や社会

び合うことで、国民一人ひとりの ICT スキルと情報リテラシー
向上の推進が必須

つつあるのかを改めて検証する。その目的とするところは、行
政・アカデミック・NPO・企業のさまざまな場で行なわれてい

る活動が共有され、さらにより取り組みが必要な個所が明確

【グラフ⑥】どの組織と情報交換したか（n=339）

になることで、来るべき次の災害までの国全体の備えを強めて
いくことである。

◎今後「防災情報社会デザインコンソーシアム」では、関わるさ

まざまなステイクホルダーに対して、防災に関する情報の取り

【グラフ⑤】調査結果の共有（n=124）
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「東日本大震災復興 NPO・全国プロジェクト」の活動と役割

●

「東日本大震災支援全国ネットワーク」の活動目的は、継続的に

ロジスティックスの観点からすれば、やはり情報をきちんと把握し

支援活動を続けていくことにあります。東日本大震災は大規模災害

たうえで活動することが、より効果的な支援につながることは疑いよ

でしたので、長期戦になることが予測されました。各団体や機関と

うがありません。震災前から ICT のリテラシーをもっていれば、もっ

連携しながら長期的に支援できるネットワークをつくり、災害発生後

と有効に情報を入手したり発信したりできたのにという反省から、レ

の緊急救援から復旧・復興まで、すべてのフェーズにおける支援活

ジュメの順番とは異なりますが、まずはお話しいたしました。

としています。これはひとえに、阪神・淡路大震災での経験を踏ま

ついてご紹介します。つまり、これまで述べたようなロジスティックス

えた市民団体の動きで、中越地震のときにもそうした活動を展開し

の知識や備えがない状況のなかで、どのようなことができたかという

ています。

話になります。
会や福祉部会などいろいろな部会によって構成されており、東日本

支援する際には、人・モノ・カネ・情報が必要になってきます。

特に今回の震災では、情報が重要になることが予測されました。地

開始し、さまざまな支援を行なってきました。この部会には、災害

震や津波で有線がずたずたになってしまいましたから、被災地では

救助犬の団体や防災ヘリチームなどもあり、埼玉県庁の施設を使っ

無線しか使えないだろうということから、私たちはいち早く無線によ

て支援物資を被災地に運ぶといったこともしています。しかし、それ

る通信環境を整えることを考えました。

なんとか対応したというものでした。

それが「震災復興インターネット」というチームの立ち上げです。
このチームを構成するのは、衛星事業者・企業・大学研究者。活

支援活動をきっかけに、私たち NPO の仲間内でネットワークが

動の中心となったのが慶應義塾大学の村井純教授で、総務省、衛

築かれるようになり、みんなで協働して支援活動をしていこうというこ

星ルーターなどを扱っている IT 企業に協力を仰ぎ、3 月 14 日にこ

とで立ち上がったのが「東日本大震災復興 NPO・全国プロジェクト」

のプロジェクトを立ち上げています。特に医療拠点や行政拠点、ボ

です。現在、この団体自体はほとんど活動していませんが、災害支

ランティア支援などに携わる方々が活用できるよう動きました。被災

援部会や立正大学の後藤真太郎先生を中心に災害支援に特化した

地でインターネットが使えるようになると、たとえば以下のような活用

新しい NPO を立ち上げ活動を展開しています。

が期待できます。

市民キャビネットから東日本大震災復興 NPO 支援・全国プロジェ
クトまでの活動をふりかえりますと、普段からおつきあいのあるとこ
ろ、普段から連携している団体とは、災害が発生した際にも即座に
対応にあたることができました。これは私にとってひとつの学びでし
た。やはり普段から連携していないと、現実的な活動にはつながら
ないということです。
「東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）」の活動と役割

支援団体のネットワークには、さらにもう少し大きな枠として「東

ジャパンプラット
フォーム

元気村（吉村誠司）

•避難所における防災ポータルサイトにある避難者リストを使っ

たサービスの利用 ( 保健所、診療所、巡回医療、避難所の災
害対策本部の方々などに有用 )

総理大臣補佐
（辻元 清美）

日本赤十字社

東日本大震災支援全国ネットワーク

内閣官房
（枝野幸男・仙谷由人）

共同募金

〈代表世話人〉

「震災復興インターネット」の活動と役割

大震災では、そのなかの災害支援部会のチームがいち早く活動を

ぞれの活動は、NPO 各々のメンバーが手探りしながら、かろうじて

【図②】震災ボランティア関連 現状の関連図（2011 年 3 月 31 日現在）

動を行なうこと。最後のひとりまで支援できるしくみとすることを目的

ここからは、実際に私たちが東日本大震災で行なってきた活動に

初めにもお伝えしましたが、NPO 市民キャビネットは、子ども部

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

レスキューストックヤード（栗田暢之）
広がれボランティアの輪（山崎美貴子）
日本 NPO センター（田尻佳史）

シーズ（松原明）

県共同募金

〈部門〉
内閣府
（防災担当）

ホームページ
助け合いジャパン
メディア系コミュ
ニケーション集団
電通・博報堂

•全国から支援に集まった組織の方々 ( 保健、医療、その他様々
なボランティア ) の迅速な現地の報告や支援要請

•Web や Mail、電話、チャットなどの一般的なアプリケーショ

震災ボランティア連携室
室長：湯浅誠
室員：佐藤・田村

被災者と NPO を
つないで支える
合同プロジェクト
スペシャルサポートネット
関西・（特）edge・ダイバー
シティ研究所・（特）ETIC・
IIHOE・せんだい・みやぎ
NPO センター

【情報】→ IT を使った発信等：池本
修悟（市民キャビネット・
NPO 事業サポートセンター）
/ 池座剛 (NPO 法人自立生活
サポートセンター・もやい )
【ガイドライン】→ボランティアの活
動ガイドライン： 大関輝一
（NPO 法人自立生活サポート
センター・もやい）
【資金】→阿部陽一郎（中央共同募金会）
【制度】→松原明（シーズ）
【地域】→田尻佳史（日本 NPO センター
）
【ユース】→加納佑一
（防災ユースフォー
ラム）
【国際】→（JANIC と JPF に協力依頼）
【広報】→中川和之（東海地震等に備え
た災害ボランティアネット
ワーク委員会）

災害ボランティアセンター

社会福祉協議会

東海地震等に備えた
災害ボランティアネットワーク委員会
内閣府
静岡県ボランティア協会

ンの利用による避難者の安心感の向上

日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）
」があります。この母体
は阪神・淡路大震災のときにできた NPO や市民団体のネットワー
クで、セクターを超えた全国の組織・団体の民間の支援ネットワー

「東日本大震災 ICT 支援応援隊」の活動と役割

被災地にインターネット環境を提供すると言っても、ネットがつな

クです。支援の入っていないエリアをなくすため、対応エリアを共有

がっているだけでは意味がありません。重要なのは使えるネットワー

しながら、ボランティアや NPO、各省庁との定例連絡会議も実施し

クを提供することにあります。私たちは「ICT 支援応援隊」のチー

ています。阪神・淡路大震災のときには、横の連絡会ができるまで

ムを立ち上げ、被災した人たちが必要に応じて情報収集に活用して

に 2 週間ほどかかりましたが、東日本大震災では、発災後 5 日に

もらえるよう、避難所等への情報 KIOSK（パソコン等）の配布・

JCN の準備会が立ち上がり、共同募金や赤十字社なども関わるネッ

設置を進めることにしました。活動の開始は 2011 年 4 月 7 日から。

トワークができました【図②】
。

主な構成員は、電子情報技術産業協会（JEITA）や ICT 関連団

阪神・淡路大震災のとき、私は高校生で大阪におりましたが、

や避難所となった宮古市田老グリーンピアにパソコンを提供したり、

すら思うようにできませんでした。もしまた同じような災害が起きたと

衛星通信のためのルーターを設置したりしました【写真①②③】
。

きは、きちんとした対応がしたいと考えていました。現在のような支

このときの活動は「東日本大震災 ICT 支援応援隊」のホームペー

援の全国ネットワークができ、全国に方々と協働活動できるようにな

ジ内に活動報告書としてまとめられています（http://www.jeita.

るまで 20 年かかったことになります。

or.jp/ictot/topics/110729-2.html）
。
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RQ 市民災害救援センター

震災がつなぐ全国ネットワーク
レスキューストックヤード（栗田暢之）
（被災地 NGO 協働センター : 村井）
ROAD プロジェクト
ボランティアセンターの設置

体の関係各社で、岩手県陸前高田市の仮庁舎内にある教育委員会

被災した人たちのために何かしたいと考えても、ボランティア活動さ

NPO 事業サポートセンター

日本財団

広がれボランティアの輪（山崎美貴子）
社会福祉協議会
YMCA
東京災害ボランティアネットワーク
長寿社会文化協会

災害支援プロジェクト会議
経団連 1% クラブ
事務局：中央共同募金会
社会福祉協議会
日本 NPO センター（田尻佳史）

WIDE IT 支援（村井純）

チャリプラ Just Giving

CIVIC FORCE
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②

①
①陸前高田市教育委員会にパソコン 80 台を提供

②宮古市田老グリーンピアに PC 設置

「復興支援 IT ボランティア」の活動と役割

被災の状況が復旧から復興のフェーズに入りつつある頃、私たち

は「復興支援 IT ボランティア」チームを新たに構成し、活動を被
災地の人びとが日常を取り戻すためのものにシフトしていきました。
通信設備はなんとか整った。パソコンやルーターなどのハードウェア
も現地に届いた。しかしネット環境が整っても、インターネットリテラ

③
③医療拠点や行政拠点にインターネット環境を整備

重要なのはフェーズにあった的確な支援を届けることにあります。
的確な支援を届けるためには、時々刻々と変化するニーズを把握す
る必要がありますし、常に被災者に近いところで直接聞き取りを行
なう情報ボランティアが不可欠でした。
「復興支援 IT ボランティア」
は、行政や医療関係者だけでなく、一般の人たちにも情報を入手し
たり発信したりできる環境を提供したいということから始まった支援
活動でした。
「復興支援 IT ボランティア」
の活動は、
ゴールデンウィー
クからスタートしています。
活動に際して、以下の企業が協賛してくれました。

日本マイクロソフト株式会社・ヤフー株式会社・デル株式会社・
日本ヒューレットパッカード株式会社・一般社団法人電子情報技

⑤産地直送「長洞元気便」の製造販売

⑥
⑥「なでしこブログ」で情報発信

ITC が被災地にもたらすもの

ことで、全国的に村の状況が知られるようになり、そこからいろいろ

このように、私たちの ITC に関わる支援活動は、被災地のフェー

な支援も始まっています。そのひとつに、NTTドコモが富士通と連

大船渡上山公民館

ズに応じて変化していきました。第一のフェーズでは、避難所の避

携して提供したらくらくフォンがありました。津波で電話が流されてし

難者に対して、震災ポータルサイトを提供したり、避難者が必要と

まった家が多くあったための支援でしたが、高齢者が多く固定電話

遠野市消防コミュニティセンター
大船渡「福祉の里」

する情報収集の手助けをしたり、あるいはデジタルコンテンツによる

を主としていた地区だったこともあり、そのらくらくフォンは押し入れ

「復興支援 IT ボランティア」の活動をまとめると次のようになります。

娯楽や心のケアプログラムを提供してきました。

にしまわれたままという状況でした。

第二のフェーズになると、仮設住宅やそこに隣接するコミュニティ

「復興支援 IT ボランティア」の一員として活動に参加していた武井

・文 部科学省と連携し、4 月初めから岩手県の沿岸部に先遣隊

スペースで、名刺の作成や写真などの印刷、集会所でパソコン教

茉莉花さん（当時、千葉大学学生）は、高齢者でも使いやすく便

室を開催したり、調べ物のサポートを行ないました。また、仮設住

利なのでぜひらくらくフォンを活用してほしいと、一軒一軒回って勧

・5 月、6 月釜石市、大槌町の避難所で復興支援 IT ボランティ

宅を運営する責任者に ITC の活用方法のアシストもしています。各

めていましたが、なかなか実用には至りませんでした。そこで彼女は

を派遣

アを実施

・岩手県を中心に仮設住宅、
公民館等で、
地域にあった情報サポー
トを実施

支援活動は被災地のフェーズに応じて変わっていく

第一のフェーズは、避難所における情報化のサポート。第二の

フェーズは、仮設住宅に隣接するコミュニティスペースにおける仮設
住宅等におけるコミュニティ単位のケア。第三のフェーズは、被災地

【協賛企業・団体】

④
④陸前高田市長洞地区・元気村「ボランティア・被災地体験ツアー」の企画と運営

慶應義塾大学 SFC 研究所震災復興連携センター

シーが低いところでは、そうした設備をなかなか使いこなせていない
というのが現状だったからです。

⑤

住民の雇用促進に資する ITリテラシーの向上プログラムを公民館な
どで行なうことです。
このように ICT に関するさまざまなアプローチを試みてきたわけで

自治体ごとにエリアコーディネーターを配置し、定期的に訪問するこ

誠二さんと相談して、支援物資が届いたことを伝えるためのメーリン

とで被災地の方々との信頼関係を築いていきました。こうした活動

グリストをつくり、その情報をらくらくフォンで受け取れるようにしまし

は結果として、仮設住宅の見守りサポートにつながり、直接的・間

た。それまでは届いた支援物資を村上さんと奥様のふたりで、全戸

接的に人と人のつながりをつくるきっかけとなっています。

を歩いて回って届けていたのだそうです。
メーリングリストができたことで、物資の到着を一斉に伝えられる

長洞元気村で始まった IT 革命

ようになりました。支援物資は被災者に必要なものばかりですから、

の活動をもっとも強く皆さんにお伝えしたいところでもあります。

らこれは便利だなということになり、もう少し勉強して活用できるよう

その好例が陸前高田市の長洞元気村での活動で、私としてはこ

住民の皆さんもらくらくフォンを使い始めるようになった。使い出した

私たち IT ボランティアは、岩手県を中心に大船渡市、釜石市や

になりたいとなる。武井さんはそれまでにも地域でパソコン教室を開

大槌町などで支援活動を行なってきました。陸前高田市広田町にあ

いていたのですが、参加者はほとんどなく、いてもおつきあい程度

る長洞地区もそのひとつです。22 戸ほどの漁業を中心にしている小

のレベルだったと言います。それがこのメーリングリストをきっかけに

すが、大きな課題は、ICT のシステムは電源がないと使えないとい

さな集落で、多くの方が震災で家や勤め先、漁業設備を失いました。

皆さんが積極的に参加するようになり、ついには地区のお母さんた

株式会社バッファロー・株式会社バッファローコクヨサプライ・

うこと。衛星通信を利用する際の料金の問題もあります。現在、東

元々地域力のある地区だったようで、被災から免れた人が被災者を

ちが、らくらくフォンを使いこなしてブログ投稿するようにまでなりま

式会社・セイコーエプソン株式会社・慶應義塾大学看護医療学
ジスクエア

入に二の足を踏んでいたところも、新しい料金システムの登場で導

術産業協会（JEITA）・株式会社 NTT ドコモ・KDDI 株式会社・
パナソニック株式会社・オンキョー株式会社・レノボジャパン株

日本大震災のような非常時において用いる衛星通信システムについ

助け、仮設地区内に「長洞元気学校」や「元気村」を自主的に立

した。現在も続いている「なでしこブログ」がそれで、ここから長洞

ては、ハードウェアの電源を入れた時点から料金が発生するという

ち上げて、子どもたちや住民が元気に過ごしてもらうための活動をし

元気村の情報を地域の人たち自身が発信するようになったわけです。

部宮川祥子研究室・遠野山里暮らしネットワーク・霞ヶ関ナレッ

サービスが検討されています。ランニングコストがかかることから導

ていました。

【協力施設等】
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地区のリーダーのお一人、副村長の村上誠二さんは、震災直後、

入しやすくなるのではないでしょうか。電源と使用料金については、

知人宛にパソコンとお酒を送ってくれるよう依頼し、長洞元気村の

今後工夫が必要だと思います。

ブログを作り始めています。元気村の状況を逐次ネットにアップする

IT は人と人をつなげる

自分たちの力で発信した地域情報に対するレスポンスが、全国、

世界から帰ってきます。そのレスポンスによって、彼らはどのような情
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報をどのように発信すればいいか実感していくわけですね。
被災地から発信する情報として、震災の体験を後世に伝える必要
があるということから、
地区で行なっている「長洞未来会議」の報告、
自分たちの体験や当時の様子の写真などをまとめたアーカイブをつく
り、情報を逐次更新していきました。さらには「ボランティア・被災
地ツアー」を企画してその運営をしたり、地元の産物をパッケージ
にした「産地直送長洞元気便」の活動を開始したりなど、さまざま
なアプローチが始まり、元気村の情報が広く発信されていきました。
長洞元気村の IT 活用は、震災復興の歩みのなかで始まり、ビジ
ネスにまで発展していった好例と言えると思います。現在も、
このメー
リングリストは運用されていまして、年に 300 通以上の情報が流通
しています。つまり、一日に一回は誰かがなんらかの情報を発信して
いるということになります。平均年齢が 70 歳以上の地域コミュニティ
で、こうしたことができるわけです。
支援活動では「被災者の声をすくい上げて」とか「被災者に寄り

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

・防 災情報社会デザインコンソーシアムでは、2013 年 10 月に

入に二の足を踏んでいる自治体も多いと思います。ここはいろ

上記を見直し、現在我が国としてどこまでの準備体制が整いつ

いろ難しい面があります。私ども NTT も他事業もそうですが、

つあるのかを改めて検証する。その目的とするところは、行政・
アカデミック・NPO・企業のさまざまな場で行なわれている活
動が共有され、更により取組が必要な個所が明確になること

衛星携帯電話は、国内の一般的な衛星だけでなく海外の衛星を

［質疑］

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

で、来るべき次の災害までの国全体の備えを強めていくことで

るわけですね。
現在、衛星携帯電話専用の wi-fi ルーターを発売していまし

ある。

・今後「防災情報社会デザインコンソーシアム」では、関わるさ

使いながら通信しています。つまり国際通話のような扱いにな

て、災害時などは衛星を介して通信できるようになっています。

まざまなステイクホルダーに対して、防災に関する情報の取り

発災から復旧、復興までの ICT 環境回復シナリオの検証

衛星を使いますので一般的な携帯電話よりは速度が遅くなりま

まとめられた内容は、我が国のみならず、海外にも発信してい

いますか。

とには支障がほとんどありません。何より地上のインフラが損

害国日本」としての国際的なリーダーシップ（2015 年国連防

おりました高橋です。講演のなかで、電源を入れた段階から課

まとめ・共有の場を提供する活動を行なっていく。ここで取り

秋冨：池本先生の発表について、ご質問のある方はいらっしゃ

すが、通常の通話やメール、ブログに情報を上げるといったこ

くことで、諸外国の防災への取り組みにも役立ててもらい、
「災

高松秀一：震災時には岩手県の災害対策本部で活動にあたって

なわれた場合もで活用できるというのが一番のメリットです。

災会議）を図っていく。

金が始まる衛星通信についてご紹介がありましたが、このシス

も重要であることを私は実感しています。さまざまなツールを

添った活動を」といったことがよく言われますが、実際に住民の声

テムについてもう少し具体的に教えてください。（岩手県立大

平時から用意しておいて、災害時に備えることは大変重要なこ

学・教育支援本部）

とだと思います。

池本修悟：資料提供は、ICT を活用した「震災復興インターネッ

や現状、動きをきめ細やかにすくいあげていくことは容易ではなく、

池本：災害時には、情報の流通を止めないということがもっと

最後にもうひとつお話しさせてください。今回ご紹介した

「震災復興と ICT カンファレンス」 からの提言

トプロジェクト」では、さまざまな分野の専門家に協力してい

「大規模災害時の復興支援における ICT（情報通信技術）の役

ただきました。衛星通信のシステムについては、自然科学研究

割と活用モデルに関する研究」は、慶應義塾大学の看護医療学

の情報が整理されフィードバックされていくと、支援団体の活動もよ

テークホルダーの連携を社会に根づかせることが、大規模災害時の

機構・国立天文台の大江将史先生が中心となってプロジェクト

部の宮川祥子准教授が中心に行なってきたもので、その報告書

り効果・効率化が図れると思います。

迅速な避難を可能にし、適切な救援・支援活動を促進することを、

が勧められています。2011 年 3 月 15 日から被災地でインター

が研究室のホームページに掲載されています（http://web.sfc.

ネット環境を構築するための活動が始まり、衛星通信事業者の

keio.ac.jp/~miyagawa/disaster_ICT_survey/disaster_ICT_

Cisco Systems・IPstar・スカパー JSAT・フュージョンコム /

report.pdf）。この研究で得られたアンケート結果は、今後の

楽天・マイクロソフト・IIJ に協力していただきました。現在、

ICT 活用のあり方を示唆するものとなっていますので、ぜひ一

これら事業者の多くがランニングコストを抑えられるプランを

度目をとおしていただきたいと思います。

コストもマンパワーもかかります。冒頭でも述べた被災地支援の ICT
活用の話ともつながってくるのですが、長洞元気村のような地域から

東日本大震災での経験を受けて、組織やセクタを超えたマルチス

私たちは身をもって実感しました。これまでの調査を整理・分析して
「防災情報社会デザインコンソーシアム」 の目的

まとめたものが、2011 年 3 月の「震災復興と ICT カンファレンス」

るために立ち上がったのが慶應義塾大学の「防災情報社会デザイ

連携基盤づくり」を速やかに整備する必要があります。

こうした ICT 活用を前提とした住民活動や支援のあり方を研究す

提言です。次の災害に備え、私たちは「人と情報とコミュニティの

ンコンソーシアム」です。この研究が目的とするのは、東日本大震

ストなどの見直しが進められています。

災の経験をふまえて、防災・復旧復興活動における情報通信技術、
デザインの活用に関する知見を集約し、情報技術やデザインを応用
した新しい防災の取り組みを実現すること。産官学の垣根を超えた
ネットワーク、情報流通の基盤を構築し、関連技術の開発、それら
を応用した社会実装を実現し、連携した継続的な活動を行ないたい
と考えています。
「防災情報社会デザインコンソーシアム」プロジェクトの概要をまと
めると、以下のようになります。

池本修悟氏の提言
［1］平常時からのネットワーク化

災復興と ICT」カンファレンス（事務局： NPO 事業サポートセ

ンター・日本マイクロソフト株式会社）では、東日本大震災の
緊急フェーズにおけるマルチステイクホルダー連携のグッドプ
ラクティスが多く共有された。

・2012 年 5 月から 6 月にかけ、カンファレンス登壇者に対す

る対面インタビューおよびカンファレンス参加者に対するアン
ケートを実施し、主に法・制度面、ICT インフラ面（ハードやソ

フトウェア等）
、人材面（ICT スキルやメンテナンス等）の課題
を抽出・検証し、整理を行った上で、次期災害に備える上での

提言を 15 項目を取りまとめた（
「震災復興と ICT カンファレン
ス」中間とりまとめ）
。
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高松秀一：震災後しばらくして、沿岸部で孤立してしまった避
難地と連絡をとるための手段として、衛星携帯電話の設置要請
が内閣府からおりてきました。しかし実際のところ、衛星携帯

さまざまな組織やセクタ ( 行政・NPO・医療・福祉・企業等 )

電話は設備のための専門的なノウハウが必要ですし、維持コス

における役割と権限の付与について、予め想定を広げた

内閣府でそれなりの予算を組んだものの、現場ではなかなか普

を超えた連携を確実に定着させる視点に立って、緊急時

トも高価なことから、導入を躊躇している自治体がありました。

共通認識をつくり、平常時からのマルチセクターにわた

及していないというのが現状だと思います。

る人材のネットワーク化が肝要

・東日本震災から一年経過した 2012 年 3 月 9 日に開催された
「震

提供し始めておりまして、維持費や構築時間、設置のためのコ

［2］緊急インフラとしての ICT の備え

先ほど池本先生からお話があったように、電源を入れた時点
から課金が始まる料金プランや非常時だけに摘要される料金プ

災 害時においては、海外も含めたマルチセクター間連携

ランなどがあれば、衛星携帯電話を導入する自治体も増えるの

靭な ICT インフラを拡充し、情報連携を速やかに行なう

れば非常時の活用も難しい。使いかってのいいものができて、

備が緊要

やすい。そうした体制をつくることは難しいのでしょうか。

地 域コミュニティーのなかで、NPO や企業等、ICT 教育

用にどのような問題があったのか。どのようなハードウェアや

トワークを構築し、人びとが共有し・学び合うことで、

の声を国に伝えることで状況は改善していくと思います。

進が必須

衛星携帯電話に関するご質問に対して少し説明させてもらいま

を通じて、迅速に救援・支援活動を行なえるように、強

はないかと。やはり、普段から使い慣れているデバイスでなけ

ためのデータの整備と標準化、ならびに、法や制度の整

料金体制のプランが選択できるようになれば、自治体も導入し

［3］一人ひとりのエンパワメント

池本：それは貴重なご提案だと思います。被災地での ICT 活

の専門家とともに、学校教育や社会教育を通じた支援ネッ

ソフトウェアが必要だったのか。皆さんから要望を発信し、そ

国民一人ひとりの ICT スキルと情報リテラシー向上の推

富樫知久：NTT ドコモ東北支社岩手支店の富樫と申します。
す。確かに衛星携帯電話は、ランニングコストがかかるため導
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

治体の災害時意志決定ネットワークに関する基礎研究・シナリオ用
避難シミュレーションを実施しています。私たち損保ジャパン日本興

大規模災害における課題③──人材育成のしくみの不足

もうひとつが人材教育について。私たちの研究チームでも特に問

亜リスクマネジメントは、訓練シナリオの作成、情報伝達・共有先

題意識をもって取り組んでいる部分です。いろいろやらなければなら

の整理、訓練実施支援システム動作検証の役割を担いました。

ない業務があるなかで、災害対応をどのように身につけていくか。そ
の方法やその場をなかなかつくりきれていないところがあります。

大規模災害における課題①──マニュアルづくりに走る

こうした課題を整理するなかで見えてきたことがいくつかあります。

ひとつは日本の多くの自治体に見られる傾向ですが、マニュアルづく

度に図上訓練した自治体は全国で 16%。このデータは、自治体職

りに走りすぎるということ。災害が発生して、これまでつくってきたマ

員で災害経験した人はごくわずかで、訓練も充分にできてないことを

ニュアルや計画が運用できないと、マニュアルが悪いとなって、そこ

示しています。さらに自治体の職員は、定期異動で約 2 年で職場が

を修正しようと反射的に文書づくりに走ってしまいます。

変わってしまう。つまり、災害については全員が初心者というのが、

各自治体の職員は、そのプロセスは優れているのですが、避難勧

応はそれを専門とする人がやればいい」という意見もありましたし、

思決定の遅れ、現場と本部・組織間・行政と住民の情報伝達や共

「いずれ異動するのだから時間を割いてまで敢えてやる必要はない」

有の不足からくるさまざまな問題の本質、原因の認識ができていな

本日お話しすることは大きく分けて次の 5 つ。
［1］研究目的（研

情報伝達・共有型図上訓練を用いた
危機管理体制強化
マネジメントプログラム
講演［2］

損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社

梅山 吾郎

梅山吾郎：損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社（現・

究の目的・成果・体制）［2］課題の整理（ソフト面の課題把握）

という人もいました。
こうした現状のなかで、災害対応に対する職員の意識を高め、人

しかしマニュアルを修正することは、対策のための方法論が増える

づくり・組織づくりのためにどういった訓練プログラムを提供すれば

ことと同義で、災害時の対応の選択や組み合わせがますます増える

いいのか。意思決定に必要な情報伝達の方法と、それを共有する

結果になります。マニュアルはなくてはならないもののひとつではあり

ための方法とは何か──というのが、この研究プロジェクトのスター

ますが、当然ながらマニュアルだけで適切な災害対応ができるわけ

トでした。

ではありませんし、本質的な改善にはつながりません。

［3］課題解決のためのプログラム試作と効果（課題解決の訓練・

また、自治体では、被害への対応がひととおり終了すれば、それ

効果）［4］プログラムの普及に向けた課題と取り組み（全国普及

以外の業務に注力しなければならない状況もあり、ふりかえりとマ

課題解決のためのプログラム試作と効果

そこでまず私たちは、マニュアルで定められた情報の伝達と共有

のための取り組み）［5］今後の動き（研究の状況）といった内容

ニュアルの適切な改善ができないまま終わってしまう事例も多いよう

のための大きなプロセスをしっかり整理していこうと考え、その研究

になります。

です。

対象として、北九州市にモデル都市となってもらうことにしました。

情報を伝達するために必要なことは何か──研究目的

大規模災害における課題②──プロセスの欠如した計画

がそれになります【写真①】
。

研究・分析し、県や市町村など自治体の危機管理体制を強化する

ていないままマニュアルや計画がつくられるという点です。

2013 年度に北九州市が行なった「情報伝達・共有型図上訓練」
この研究プロジェクトの目的は、災害対応のノウハウを科学的に

もうひとつの問題は、対応に関わるプロセス的なところが整理され

ためのパッケージ化したプログラムを開発することにあります。対象と

この研究の過程のなかで、日本全国の自治体にアンケートをとっ

するのは、消防のように普段から高い意識をもって対応しているとこ

たのですが、その回答を見ると、災害対応の手順は自治体によって

ろではなく、実務的な業務の優先度が高い自治体です。平時は実

さまざまでした。いくつもの部署を経由している自治体もありますし、

務を主としている部局の人たちも、災害時にはなんらかの対応をしな

そうでないところもある。情報伝達の方法に関して言えば、標準化

くてはならなくなります。そうした人たちが対応能力を高め、意識を

されたプロセス、理想的なプロセスは、まだまだできていないところ

変えていくための方法と訓練のしくみを整えることが私たちにとっての

が多いと感じました。

大きな課題で、そのノウハウを最終的には「危機管理体制強化マネ

たとえば避難所の開設をしなくてはならなかったとします。開設す

SOMPO リスケアマネジメント株式会社）BCM コンサルティング事

ジメントプログラム」として、全国の自治体で共有できるものにした

るまでには、誰にどのような情報をどのように伝えて、どのようなプロ

業部の梅山と申します。以前は、建設コンサルタント会社で浸水対

いと考えています。

セスで開設しいくのかといった踏まなくてはいけない手順があるわけ

策や水・汚泥のリスク管理等の計画設計業務に携わり、全国の自

私たち研究チームは、災害対策本部の意思決定や連携の強化を

ですが、それが整理されないままマニュアルがつくられています。こ

治体などの現場を回っていましたが、現在は危機管理・防災に関す

図るマネジメント手法、PDCA（plan-do-check-act cycle）をまわ

のあたりは各自治体がそれぞれ考えたうえで定めることになりますか

るコンサルティングをしております。東日本大震災のあった翌月、福

す具体的な方法とは何かを検証しながら、実災害と同じ状況下で情

ら、状況はまさに自治体によってバラバラです。

島県の原発事故を検証する調査委員会に参加したことがきっかけと

報伝達や意思決定の訓練を行なえるプログラムの開発を手がけてき

現行の訓練は、想定した災害に定義された法律・計画・マニュ

なり、秋冨先生をはじめとする専門家の皆さんと情報交換するように

ました。北九州市を中心に、産業技術総合研究所や北九州市立大

アルをあてがったものがほとんどですが、災害に同じ事象はありませ

なりました。

学、民間企業の株式会社インフォグラム、そして私たち損保ジャパ

んし、責任者や組織の経験値で対応の内容（業務のわりふり・意

本日は「情報伝達・共有型図上訓練を用いた危機管理体制強

ン日本興亜リスクマネジメントによって構成されています。全体を総

思決定のネットワーク・優先順位づけ）も変わってきます。こうした

化マネジメントプログラム」というテーマでお話しさせていただきます。

括するのは北九州市立大学。北九州市が訓練実施ガイドライン作

現状についての科学的研究や分析ができておらず、ここにも研究の

少々長いタイトルなのですが、これは消防庁から研究資金を受けて、

成、危機管理教育プログラムの設計にあたり、株式会社インフォグ

余地がありそうだと私たちは捉えています。

2013 年度から始まった研究プロジェクト名となります。

ラムは訓練実施支援システムの製作を、産業技術総合研究所は自
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日本の自治体の現状なのです。職員にヒアリングしますと「災害対

告や警戒区域の設定、広域応援や受援、避難所運営のための意

いままマニュアルを修正し、そこで終わってしまう例も多く見られます。
①情報伝達・共有型図上訓練（2013 年度 北九州市総合防災訓練）

東日本大震災前の 2000 〜 2009 年度、災害救助法が適用され
た市町村は 31 団体／年度（全市町村の 1.8%）でした。2009 年

情報伝達・共有型図上訓練（平成 25 年度北九州市総合防災訓練）
■開催日時：2014 年１月 18 日（土）午前８時３０分～午後 12
時 30 分まで

■訓練会場：北九州市立総合体育館
■参加機関：14 機関 約 430 名
［対象災害および想定］

◎災害種類：全市的な地震災害
◎想定場面と想定上の日時

・第 1 場面：災害直後の対応 2014 年 1 月 17 日（金） 9:00 ～

・第 2 場面：災害直後の対応 2014 年 1 月 20 日（金）10:45 ～
［訓練開始時の想定］

2014 年 1 月 17 日（金）午前 9 時 00 分、福智山断層中央下部
を震源とするマグニチュード 7 の地震が発生し、市内では震度 6
強の揺れを観測した。

・震度 6 強：小倉北区・小倉南区・若松区・八幡東区・八幡西区
・震度 6 弱：門司区・戸畑区
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【資料①】訓練のポイント 1：状況付与の例（2013 年年度 北九州市総合防災訓練 より）

【図①】訓練のポイント 1：組織の情報伝達の例（避難所開設）

✔建設局

河川溢水

・水防本部の設置
・水防警報の発令
・水防団の派遣

119

避難所開設

✔消防部

✔消防局
避難所開設

10 分以内
✔区役所総務課

20 分以内
✔区役所担当課

・避難区域の設定
・避難人員の見積もり
・避難所の決定
・避難勧告の決定
・放送要請の依頼

・住民への周知
・現地確認
・開設準備
・放送要請の依頼

20 分以内
✔施設管理者

避難所開設

・施設の安全確認
・付与するシナリオは、情報伝達・共
有が複雑な事案を想定し、対応を
検証できるようにする。

さらに、9 時 10 分、南海トラフを震源とするマグニチュード 9

どのように伝えたかという点が評価ポイントになります。

岸部に津波警報、玄界灘沿岸部に津波注意報が発令された。

評価ポイントの設定②──情報伝達に要する時間

・震度 4

私たちは、ある情報が何分後に必要な部局に伝わったのかを確認

の地震が発生し、市内では震度 5 弱の揺れを観測し、周防灘沿
・震度 5 弱：門司区・小倉南・若松区

：小倉北区・八幡東区・八幡西区・戸畑区

・どんな情報伝達がどこにされるか、
事前に想定し、対応の達成時間の
評価する。

もうひとつの評価ポイントが、情報を伝える際に要した時間です。

できるしくみを考えました。
【図①】の吹き出しで囲まれた部分「20
分以内」
「10 分以内」とありますが、対応のひとつの目安と考えら

評価ポイントの設定①──情報の伝え方

れる基準時間を設定しています。付与された条件に対して、担当の

256 ページ上
【写真①】
は、
2014 年 1月18日に北九州市が行なっ

職員（プレイヤー）が適切に対処できたかどうかを客観的に評価す

た総合防災訓練の様子です。各部局の職員と 14 の関係機関の人

るための達成時間を設定し、評価者は訓練のプロセスを見ながら各

員約 430 名が参加する大規模な訓練となりました。これまで市近郊

職員の活動を評価していくわけです。

では過去に大きな地震が発生したことがなく、主に水害の対処訓練

私たちは、このように客観的な評価基準を設け、その結果を視覚

を走行中に地震が発生」といった付与情報に対して、各部局に求
められる「付与後の流れ」を訓練前に討議し、シミュレーションし
ながら作成していきました。

プレイヤーの対応をリアルタイムで定量的に評価する

訓練を評価するツールとして、今回は ipad を活用した訓練支援

システムでの訓練状況集約を行ないました。評価者の方々は各テー

を行なってきましたが、この訓練では、北九州全域に地震が発生し

的なデータにして共有できるものにしたいと考えました。そのデータ

たことを想定しました。

を見れば、現場でうまくいったところはどこか、時間を要したところ

この討議には、経験豊富な各部局の幹部の方々に参加していただ

ブルについて、電話がかかってきた後の職員の対応を適宜追いなが

訓練では、さまざまな災害対応のなかで情報の流れをきちんと整

はどこか、その原因は何か、どの部分がボトルネックになったのかと

き、想定できる限りの想定を考え、対応にもれがないよう何度も議

らその結果をチェックし、ipad の指定画面に入力していきます。入

理し、視覚化して評価することを目的とし、評価プログラムは 2008

いったことが誰でも明確かつ容易に把握でき、活動内容の科学的な

論を重ねています。自治体としての活動のあり方が、このシートのな

力されたデータはリアルタイムで集計され、訓練が終了したところで、

かにすべて盛り込まれていると言ってもいいと思います。

すぐにふりかえりの資料として使えるしくみをつくりました。

年の北九州市総合防災訓練で開発されたものを改良して用いまし

分析が可能になります。そこで得られた課題を関係者のみんなで共

た。また、参加者 430 名のうち 100 名弱に評価者とコントローラー

有することで、マニュアルや組織の改善、具体的な対策に変えてい

訓練当日は、シュミレーションシートの作成に関わった各部局幹

の役割を担ってもらい、訓練前から防災についてかなり勉強してもら

くことができるというところが、この教育プログラムの大きな特徴と言

部の方々にも評価者の立場で参加していただきました。自分たちが

の写真は、当日訓練が終わったところで、各部局がふりかえりのミー

いました。人員育成の観点からすれば、教育の方法を考えるひとつ

えるでしょう。

考えた状況付与とその後の流れに対して、職員はどのように対応す

ティングをしている様子です。自治体の防災訓練は一般的に、訓練

るのか。想定した状況付与は適切な内容だったか。どこに問題があ

終了後に参加者にアンケートをとったり、定性的な評価をすることが

有効な評価プログラムを作成するために

るか。何をどのように改善すればいいか──そうしたことを参加した

多いのですが、今回の訓練ではそれに加えて、訓練終了後すぐに、

皆さんが総合的、客観的に理解できるようになったことは、この訓

各部局の参加者全員で評価結果のグラフを見ながら、問題点を検

備が不可欠で、完成までにかなりの時間と手間を要しました。

練で得られた大きな成果だと思います。通常の訓練とは比べものに

証するということを行ないました。

のきっかけになったのではないかと思います。
たとえば避難所を開設するとなったとき、北九州市では【図①】
で✔印の付いた部局（建設局・消防局・区役所・施設管理者）
が関わることになります。各局の下にはさらに細かな課があり、こう
したいくつもの部局や課から出される指示や情報を共有しながら、
避難所を開設することになります。その際、これらさまざまな情報を
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たとえば、次ページ【図②】左上のグラフがその一例です。右上

ただ、こうした評価プログラムを組み上げるまでには、事前の準
今回の訓練で用いた付与条件の一例が【資料①】になります。

「鹿児島本線で脱線事故が発生した模様」
「門司〜小倉間の上り線

ならないほど事前の準備が必要となりますが、このやりとり自体も人
材教育として有効な手段となりました。

災害対応の機能がさまざまあるなかで、今回の訓練のどこがうま
くいき、あるいはいかなかったかを、訓練当日に確認し共有する。
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●

【図②】訓練のポイント 2：プレイヤーの対応をリアルタイムで評価（2013 年度 北九州市総合防災訓練 より）

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

特に情報伝達のためにはどのようなプロセスを踏まなくてはならない

的な制約の問題、事前の資料づくりにもかなり手間がかかりますの

のか。それをどのように評価するのかといったことを視覚化し、参加

で、そうした現実的な問題をクリアしていかなければなりません。

者が共通認識をもてたことは、このプロジェクトのもっとも有効な部
分で大きい成果だったと捉えています。

課題はいろいろ尽きないのですが、少しでも多くの自治体や関係
機関にこのプログラムを活用していただき、他機関との連携につなげ
ながら、より良いものにしていきたいと考えています。

②

意思決定のネットワークは自治体ごとに異なる場合がある

一方で課題もいろいろあります。訓練プログラム自体の問題もあり

ますし、情報伝達そのものの大きな課題も見えてきました。
ひとつはプログラム作成上の課題です。今回北九州市をモデルと

（

当プロジェクトの今後の動きを簡単にお伝えしますと、北九州市
のモデル実験に続き、全国のいろいろな都市で訓練プログラムを試
してもらおうと考えています。その母体は都市でなくてもいい。小さ
な集落でも、企業体でも、小さい団体であってもいいと思います。

した試みから見えてきたことは、情報共有、伝達のしくみ、流れは

このプログラムを使って、災害対応を検証したい、訓練の経験を活

自治体ごとにやや異なり、意思決定ネットワークの流れも、市町村

かしたい、人材育成したいというところがあれば協力いたしますので、

に合わせて若干のカスタマイズが必要ということです。

ぜひご連絡ください。

特に私たちが今回の訓練をとおして痛感したのは、各部局の皆さ

）内は評価を行なった個別行動の数

リアルタイムで評価を視覚化

リアルタイムで評価した結果を使用して、訓練直後に各部で
ふりかえりを実施

ん、自分たちがやるべきことは淡々とこなすのですが、それを総括し
て全体的な舵取りをしたり、方向修正したりする人たちがいないとい
うことです。多くの自治体がそうだと思いますが、各部局で決められ
た任務はこなすけれども、全体のプランニングをしたり総括したりす

○×

る部局が明確でない。その役割を担う人の位置づけもされていない
こともわかりました。
災害対応の目的を極力細分化していくと同時に、ネットワークを

イバリュエーター（評価者）

コントローラー
コントローラーは、訓練全体のシナリオ
を把握し、プレイヤーに対して通報等の
状況を付与し、訓練を進行する。

イバリュエーター（評価者）は、プレイヤー
の対処が想定時間内に行なわれたか評価
する。

単純化していく必要もありそうです。情報伝達の方法や組織的な問
題は、自治体だけでなく国レベルでも検討されるべき課題と考えてい
ます。私たちも、その対応策を今後の研究のなかで検証し、提言し
ていきたいと考えています。
すべての自治体で利用可能なプログラムに

もうひとつは、成果の共有と活用の課題です。最終的には、すべ

ての自治体で平時から利用可能なプログラムとし、人材育成のため
のしくみとして構築していきたいと考えています。
この訓練プログラムは、データを有効なものとするために、評価
手法を定性的ではなく、定量的なものとしているところにポイントが
あります。定量的にすることで、改善が必要とされる部分が浮き彫り
になってくるからです。つまり、このプログラムの評価基準は、誰が
いいとか誰が悪いとかを判断するためのものではなく、あくまで対応
の改善に活用するためのもの。共通的な対応のしくみを構築していく
ことを目的のひとつとして開発をしています。
また、このプログラムが全国の自治体で利用されるようになったと
きには、訓練結果や経緯、それに用いた資料などを web に掲載し、
全国で共有できるものとすることも私たちの目標のひとつです。ほか
プレイヤー
プレイヤーは、訓練の受け手で、当訓練
システムは使用せず、実災害時と同じ環
境、状況にて訓練を行なう。
プレイヤー

の自治体でどのような取り組みがあり、どういった評価があるのかが
公開されるようになれば、各自治体間で情報も共有できますし、活
かせる部分も増えてくるはずです。アメリカの FEMA はそのようなし
くみをつくり情報を公開・共有していますが、日本で同じようなもの
を構築する際、危機管理体制の改善に役立つ形態がどうあるべき
か、現在も模索を続けています。
他方で、訓練プログラムを実施するにあたっての課題もあります。
北九州市は、こうした訓練の取り組みに積極的な姿勢があったので

プレイヤー
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実現しましたが、訓練を実施するにあたっては、費用の問題、時間
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［質疑］

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

秋冨：梅山先生の発表について、ご質問のある方はいらっしゃいま

すか。

中澤幸介：リスク対策 .com 編集部の中澤です。2013 年度に開

催された北九州市の防災訓練についてもう少し詳しく教えてくださ
い。地震災害を想定した図上型訓練ということですが、初めての想
定に現場のプレイヤーが判断に迷うような場面はありましたか。発
表のなかでもお話しになっていましたが、確かに北九州市は大きな
災害が比較的少ない地域とされています。九州地区で災害が発生
した場合、後方支援にまわるケースが多いと考えられるのですが、
訓練のなかに後方支援は含まれていたのでしょうか。（建新聞社リ
セブン & アイ・ホールディングは、東日本大震災で自社グループの店舗が被災したなかでも、全国的な支援に動いた。
（『リスク対策 .com』vol41 より。写真提供：セブン & アイ・ホールディング）

スク対策 .com 編集部）
梅山吾郎：今回は情報の流れの確認を主眼とした訓練でしたので、

『リスク対策 .com』はこれまで、さまざまなテーマで災害対応の特

その点からすれば現場に大きなつまずきはありませんでした。皆さ
んにはお配りしませんでしたが、このときの訓練では後方支援対応

も行なっています。訓練シナリオでは、最初に直下地震が発生し、
その後南海トラフの地震が発生する想定にしました。つまり、自分
たちが被害を受けるのと併行して、さらに他地域を応援しなければ

ロジスティックスを支える
災害協定のあり方

集を組んできました。特に力を入れているのが民間企業の事業継続
計画（Business Continuity Plan：以下 BCP）です。
この媒体が目指しているコンセプトは、危機管理による新たな価
値創造にあるのですが、危機管理をきちんとやっている企業や組織、

ならないという状況です。北九州市としては、後方支援に問題意識

自治体がまっとうに評価されないのはおかしい。危機管理の姿勢や

をもっていたものの、実際の訓練での対応は充分でなく、評価値も

体制が評価されることで業績が上がり、人材も集まってきて国力も

低くなっています。訓練をとおして後方支援の難しさと対策の必要
性が浮き彫りになりました。
中澤：自治体の対応能力の状況がプログラムの評価をとおして科

学的・客観的に確認できるとことは大変意義のあることだと思いま

講演［3］

リスク対策 .com

中澤 幸介

高まる。そのことが世界から評価されるようになり、ひいては日本の
防災メーカーやコンサルタントが牽引者となって海外に打って出るく
らいになってほしい。理想かもしれませんが、そうした国力につなが
る一端を担えればという思いで雑誌編集をつづけております。
この分科会はロジスティックスがテーマですが、私はこれまでこの

すが、このプログラムは実際の災害時にも使えるのでしょうか。
梅山：このプログラムはあくまで訓練用、評価を出すためのツール

問題をストレートに取り上げてきたことがありませんでした。たまたま

と捉えています。実際の災害では、ipad のようなデバイスを使える

今号で防災協定を特集テーマに取材を進めてきましたので、そのこ

わけではありません。しかしその評価を紙ベースでやろうと思えばで

とを中心にお話しいたします。

きないこともない。このプログラムの発展系として、実際の災害時
に使えるシステムを検討する余地はあると思います。
北九州市の防災訓練では、災害対策として 100 以上の項目を設
けました。災害時の現場でやるべきことはたくさんありますが、目指

中澤幸介：
『リスク対策 .com』という雑誌を出版している中澤と申

東日本大震災におけるロジスティックスの課題

思われている方もいるかもしれませんが、どうぞお許しください。

な問題、たとえば被災状況の確認の遅れにはじまり、ガソリンの不

します。普段は取材する立場で、なかには無責任なことを書いてと

東日本大震災では、災害対応、特に物資支援に関わるさまざま

すところはひとつで、それは住民に対して何をすべきか、ということ

ただひとつ最初に申し上げておきたいのは、私どもの『リスク対

足、支援物資情報が一元管理できていない、仕分け専門家の不在

です。シンプルに考えればそんなに難しい話ではない。狙いは明確

策 .com』は東日本大震災後に利益目的でつくった媒体ではない

等々の問題が、国や被災地外自治体、物流、小売業者それぞれの

ですので、その共有認識さえあれば、その目的を達成するための最

ということ。2007 年 5 月の創刊以降、2 カ月に一度の発行をつづ

間で生じました。
【図①】

善策を考え行動すればいいわけです。それは組織の組み替えの場

け、2013 年で 8 年目を迎えます。その母体は、長野県に本社を置

合もあるでしょうし、マンパワーが不足しているところに人員を投入

く新建新聞社という建築業界誌を発行している会社です。長野県は

受ける印象がずいぶん違います。企業が優れているという言い方は

する場合もあるでしょう。ハードウェアの導入でカバーできることも

1998 年の冬季五輪以降、特に建設業では景気が厳しくなり、建

したくないのですが、両者を比べますと、やはり民間企業のほうが

あるかも知れません。ここはもう皆さんの意思や姿勢に頼るほかあ

設への投資が著しく落ち込みました。そのようななか、建物だけで

効果的と思われる対応が多く見られました。

りません。やるかやらないかというところ、自治体のトップや幹部の

人の命や財産を守れるわけではない。ハードとソフトを組み合わせる

たとえば物流のヤマト運輸は、自社の支店や営業所が被害を受け

判断と行動力にかかってくる問題となります。

ことで、何か社会のお役に立てる媒体をつくりたいという思いで新た

ている最中、それらの拠点を支援しつつ、同時に災害協定に基づい

なプロジェクトを立ち上げ、現在に至っております。

て自治体側に想定以上の物資を供給しています。小売業やメーカー
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取材させていただく立場から言いますと、民間企業と行政とでは
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【図①】東日本大震災におけるロジスティックスの課題

×

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

も同様で、こうしたケースを見る限り、民間企業のレジリエンス力は
・仕分け専門家の不在

・支 援物資情報の一元管理
ができていない

●

・受入れ体制の未整備

被災自治体

×

・物資拠点の不足

かなり高かったと言えると思います。
ところで、企業のなかでも、需要の急激な変動など日常的にさま

個々の BCP

×

組織間 BCP の連携

小売業者・メーカー

×

・支援（授援）体制の未整備

・被災状況の確認の遅れ
・ガソリンの不足

被災地外自治体

・オペレーションの錯綜

×

ざまな変化に対応しているところと、安定的な生産を繰り返している

物資はトラック協会が届けてくれるだろう。それはトラック協会が
考えること──といったニュアンスが否めません。実際に搬送するこ

と言えば、変化のない業務が中心ですから、その分、訓練を強化

とになった場合、そのガソリンは誰がどこから調達するのか、その

するなど、災害が発生した場合、臨機応変に対応できる体制を整え

費用はどちらがもつのか、備蓄する物資や燃料の費用はどちらがも

ておく必要があります。

つのか、こうした具体的なことが明確になっていないわけです。

協定を達成するための個の BCP

協定に有効な国際規格── ISO22320

スク対策 .com』ではテーマとしました。実際のところ、災害協定

な規格があるにも拘わらず、これが扱われていない点も気になります。

の数は近年ずっと増えています。増えてはいるのですが、民間企業

たとえば、ISO22301 は、事業継続マネジメントシステム（BCMS）
に関する国際規格で、地震や洪水・台風などの自然災害をはじめ、

いるものは多くありません。さらに組織間の連携について見ていくと、

システムトラブルや感染症、停電や火災といった事業継続に関わる

BCP 連携ということばだけが先走りして、ほとんど実効性がないとい

潜在的なアクシデントに備えて、効率的かつ効果的な対策を行なう

うのが実情かと思います。その結果、東日本大震災ではそれぞれの

ための包括的な枠組みを示した規格です。一方、いざ災害が発生

連携がほとんどとれませんでした。

したときに、どのような点に気をつけながら対応すべきかを示したの

BCP に協定内容を落とし込むとは、以下のような業務について優
検証し、備えておくということです。
・ 被災自治体→

避難所への物資供給

・ 国→

被災自治体への物資調達調整

・ 支援自治体→

・ 物流→

◎

ISO22301(BCMS)

◎

被災自治体への物資供給

・指揮調整

国

・活動情報

◎
小売業者・メーカー
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・協力連携
DIS22397

（協業に関するガイド）

◎

協定に基づく物流

それぞれの立場で BCP のつくり方も変わってきますし、被災する
側になるか、支援する側になるかで対応も変わってきます。
力量の評価がないまま、文書化される協定内容

これらの項目を紙面にまとめただけでは実効性はありません。実

効性のある BCP にするためは、
「なぜその物資を（why）
」
「誰が
（who）
」
「誰に対して
（whom）
」
「何を
（what）
」
「どのくらい（which）
」

ISO22320（危機対応）

「どこへ（where）
」
「どうやって（how）
」搬送するのか、計画の
被災地外自治体

なかに具体的な対応として落とし込んでいく必要があります。この
「物

◎

性のある協定につながるキーワードになります。

物流

が、危機対応の国際標準規格である ISO22320 です。
ISO22320 のなかで協定に関わるのは、6 項の協力連携・指揮
調整・活動情報です。ISO22320 は、協定の実効性をもたせる意
味でも役立つ規格だと思います。

・ 小売店やメーカー→協定や要請に基づく物資供給

被災自治体

こうした曖昧な表現をなくし、実効性のある協定とするために有効

にしても行政にしても、個々の BCP のなかにきちんと落とし込まれて

先順位、目標時間、目標レベルを定め、それらが達成できるように

物流

については明記されておらず、おそらく企業側との共有もできていな
いでしょう。

ところとでは、対応力も違ってくるものです。平時の行政もどちらか

では、そもそも災害協定とは何のためにあるのかということを『リ

国

企業が被災地に運んでくれるかのように書かれていますが、そのこと

資の調達・供給・調整についての連携 6W+1H」の共有が、実効
現在、自治体の多くが地域防災計画のなかに災害協定を記して

ISO22320 協力連携
6.1

組織間で危機対応において迅速・効果的に連携した対応を実現

するためには、組織として考慮すべきリスク、組織に起こり得る

危機事案シナリオに基づいて、事前から関係者間で「協定」の
形で協力関係を確立しておくことが求められる。
6.2

－効 果的な危機対応のための準備の一環として、他の組織、関
係者、関係機関との協力の必要性を評価する。

－評価に基づき、協力協定を締結する。

－必要に応じて、専門家の交流を通して、協力機関を自組織の指
揮・調整プロセスに参加させる。

－組織が設定した期間ごとに、協力協定を試験、評価、改定する。

ISO22320 では「協定」ということばがそのまま使われており、

います。その内容を見ると「なぜその物資を（why）
」に着眼するだ

関係者間で「協定」を結び、協力関係を確立しておくと記されてい

けでも、これは現実的ではなかろうといった内容が見つかります。た

ます。協定の原文（英語）が agreement なのか conclude なのか、

とえば「梅のおにぎり○○個」といった記載がある。なぜ梅でなけ

あるいは convention なのか確認する必要がありますが、どうも日

ればならないのか、ほかのおにぎりではいけないのか、根拠が曖昧

本で使われている「協定」ということばには感覚的なニュアンスが含

です。アレルギー体質者への考慮であれば、
「牛乳○○個」という

まれていて、
「合意」というレベル以上、でも「契約」まではいかな

項目も見直すべきでしょうし、その旨を明記しなければなりません。

いといったレベルのように思います。とりあえず協定は結んだけれど、

「誰が（who）
」
「誰に対して（whom）
」
「どのくらい（which）
」
「ど

実行できない場合は責任は伴わない、といった感じでしょうか。こ

うやって（how）
」搬送するのかも記されていません。あたかも民間

れは自治体、民間企業ともに取材して感じることで、ことばの認識レ
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●

【図②】実効性のある協定を策定するための国際規格 ISO22301 BCMS

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

【グラフ①】

• ステークホルダー分析

協定締結自治体・企業

• 組織体制の構築

協定履行計画

•BIA

協定履行時間

• ステークホルダーニーズ調査

• リーダーシップ＋構築時・平時・有事

•RTO

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【グラフ②】

• リスク分析
• 被害想定

ナショナルスタンダードの段階ですが、協業の 5 原則については各

の水を市民に提供するという協定なのですが、果たしてそれは現実

国の合意がとれていると渡辺教授からうかがいました。

的なのだろうか。その病院が災害拠点病院となったら、どれだけの

ひとつはコンプライアンス。協業するにあたってはあらゆる法律を

• 文章化

守ったうえで進めなければならないということ。アカウンタビリティが

• 訓練

• 改善・レビュー・年次計画

人がやってきてどれだけの水を使うことになるのか。水を市民に提
供するどころか、自分たちの病院でも足りるかどうかわかりません。

意味するのは、なぜ協業するのか、その説明責任が求められるとい

災害対策基本法も協定を促すだけで、その内容を検討することや

うこと。そして公平性。これは日本ではある程度できているだろうと

留意点については触れていません。協定数を増やすことに注力する

渡辺教授は話していました。しかし問題なのが透明性とコミュニケー

あまり、本来目指すべきことからかけ離れた、しかも現実的ではな

ションで、これがほとんどできていません。さらにもっとできていな

い協定がなんなく結ばれていることは問題です。結論的なことになり

いのが力量の評価です。お互いの実行レベルがどれくらいなのか、

ますが、官民両者、冷静に協定内容を分析・検討し、締結の意義

確認されないまま協定が結ばれているというのが現状です。

を考える必要があると思います。

こうしたことが決められていないなかで災害時の対応を考えても、
ベルからすでに合意ができていないということです。
国際規格の ISO22320 にそうした曖昧さはありません。6.2 項で

要する時間を把握する。
ステップ 3 までを行なうだけでも、情報の共有と組織体制の枠組

ハードルはなおさら高くなるばかりです。この分科会では災害発生
直後の話題が多いと思いますが、私はこれまでの取材をとおして、

協定見直しの動き──協定解除した首都圏 A 小売店

協定の乱立がある一方、これまでの協定を見直す動きも出始め

は、協力連携を実効性あるものとするために、他の組織、関係者、

み、課題の洗い出しができ、有事の際、誰がどこに連絡をとればい

災害前の対応が極めて重要だと考えるようになりました。できること

ています。たとえば東日本大震災を機に、それまで結んでいた協定

関係機関との協力の必要性を評価すること。必要に応じて専門家を

いかもある程度見えてくると思います。しかし現在のところ、そこまで

は事前にやっておいたほうがいい。こうした規格を積極的に取り入

をすべて解除した小売店があります。その小売店は、関東を中心に

自組織に参加させること。さらには、協定の内容を試験、評価、改

やっている自治体はそうありません。特に BIAとRTO についてはまっ

れていくことで、協定のあり方もかなり変わってくると思います。

100 店舗ほどのスーパーを展開していました。災害時には食料品や

定すること、と具体的に記されています。

たくと言っていいほどできていません。

これができるだけでも協定の履行レベルはずいぶん上がると思い
ます。現状は協定を結んだまま、もっと言えば、協定を結んだこと
すら忘れている自治体、企業も少なくありません。いつ、どの部署
が締結したの把握できていない。窓口が変わっていることもあります

協定に有効な国際規格── ISO22397

もうひとつ、協定に関わる国際規格に ISO22397 があります。こ

こでは協業のガイドラインが示されています。

し、組織内でそのことがまったく共有されていないという状況です。
協定に有効な国際規格── ISO22301

ISO22301 では、連携についてはさほど触れていませんが、協定

を結ぶプロセスの示準として、とてもよくできた規格だと思います。
協定締結に関わるプロセスをざっくりまとめてみると【図②】の
ような流れになるでしょうか。まずはステークホルダーがどのような
ことを欲しているのかニーズ調査をする。次に BCP の構築時、平
時、有事の際における組織体制をしっかり整えておく。つづいて BIA

生活用品を優先して供給するという協定を首都圏の自治体と結んで
震災後の協定の動き

おり、その際の資金はすべて自治体がもつことになっていました。内

東日本大震災後、災害対策基本法が改定され、協定の促進が

容になんら問題はなかったのですが、小売店 A は 2013 年 5 月に

盛り込まれたこともあって、全国の自治体で協定ラッシュがつづい

それまで結んでいた 10 件の協定をすべて解除しました。その背景

ています。
【グラフ①】は、内閣府が作成した相互応援協定を締

には、次のような理由があります。

結している市区町村の割合を示したもの。2012 年 4 月の段階で、
ISO22397 における協業の 5 原則
・コンプライアンス

・アカウンタビリティ

・公平性

・透明性とコミュニケーション
・力量

94.4%の自治体がなんらかの相互協定を結んでいます。
【グラフ②】
は、消防庁の「消防白書」を基にまとめたものです。2013 年 4 月
現在で、物資に関わる協定は全市区町村で 80%を超えています。
このように、震災以降、ものすごい勢いで協定数が増加しました。
私も日々、災害関連のニュースをチェックしていますが、協定に関し
ては PR 合戦、セレモニー合戦になっている向きさえあります。しか
しその内容には、首を傾げざるをえないようなものもあります。
たとえば、ある浄水メーカーと A 病院の協定。浄水メーカーは、

・東日本大震災時、各店舗に顧客が殺到して、売り場からほとん
どの商品が消えてしまったこと

・大 規模災害の場合、ほぼすべての店舗が被災の影響を受ける
ため物資を確保できないこと

・自社の事業継続を最優先とするため
東日本大震災時は、首都圏の自治体から災害協定に基づく要請
はなかったのですが、仮に要請がきたとしても何も提供できなかった

（Business Impact Analysis：ビジネスインパクト分析）と RTO

ISO22397 については、現在、名古屋工業大学大学院の渡辺研

一日 8㌧の処理能力がある浄水器を A 病院に提供しました。A 病

だろうと担当者は話してくれました。協定解除に結びついた理由は今

（Recovery Time Objective：目標復旧時間）を行ない、履行に

司教授が中心となって研究が進められています。まだドラフトインター

院は平時一日約 10㌧の水を使っているので、災害時には余剰 2㌧

述べたようなことですが、担当者によれば、小売店側はさらに深刻
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【図③】東日本大震災を機に災害協定を見直した沼津建設事業協同組合
合意

沼津市

業務継続計画にある要請項目（土木・建設部）

沼津市「災害応急対策に関する協定」
①避難路・輸送路の応急復旧工事

○○部

○○部

土木・建設部

○○部

②被災地の応急復旧工事

優先順位

A1
A2

沼津建設事業
協同組合

管理班

?

?

建築班

建築班

土木施設の一時的な応急措置・
通行規制措置

被災に応じた必要労務・資材の
確保

A3

応急復旧班

A4
B1

?

な問題を危惧していたようです。

管理班

応急復旧班班

建設工作作業隊の編成

車両通行のための重要経路を早
期に確保
市内市営住宅の被害のうち、
応急対策以外の工事着手

協定見直しの動き──沼津建設事業協同組合

課それぞれが異なる業務を検討していました。

めようとするだろう。もしそうした担当者が避難所やメディアに向けて

関する協定を結んでいました。災害が発生し、これは市から要請が

「協定に基づいて A 小売店から物資が提供される予定だったが全

あるぞと身構えたものの、組合のなかに協定の内容を把握している

ことを知りそれを見せてもらうと、そこには復旧に関する具体的な項

いまた別の問題です。東日本大震災のような震災では、自宅が被災

目が記されていました。彼らは自主的に「業務継続計画」にある業

しなかった人でも、食糧や生活必需品が手に入らなくなります。そう

務のなかから、組合の活動に関係がありそうな項目を調査すること

した人たちが物資を求めて避難所に押しかければ、避難所がパンク

から始めました。

しかねません。被災地で自宅が無事だった人たちが通常生活を送

大災害が発生した際、自治体の責任者は必死になって物資を集

静岡県沼津市にある沼津建設事業協同組合は、沼津市と復旧に

然入ってこない」といったことを伝えてしまったら、民間企業として

人がいませんでした。いつ誰が交わしたのかも定かでない。市の危

の信頼性が著しく損なわれる。それよりも自社の事業継続を最優先

機管理室にたずねてみたところ、危機管理室のほうでも答えられま

して、自分たちの顧客にしっかりと商品を提供できる体制を整えるこ

せんでした。

とに注力したい。それが責任のある企業サービスの本来の姿ではな

協定を締結するのは市の代表と組織の代表ですが、実際の対応

いかと。たとえ協定を結んでいなくても、自治体から要請があれば、

を管轄するのは各課です。組合側が課と直接やりとりしたくても、協

当然可能な限り支援に協力するつもりだ、とのことです。

定内容を把握しているのはトップだけ
【図③】
。ようやく取り寄せた
「災

確かに、協定を締結することが必ずしも自治体のため、社会のた

害応急対策に関する協定」に書かれていたのは、①避難路・輸送

めになるわけでもありません。この小売店の対応は大変勇気のある

路の応急復旧工事

英断だと思います。

どちらも内容が漠然としていてやるべきことがわかりません。具体的

②被災地の応急復旧工事 の 2 項目でした。

な指示を出してほしいと土木部に依頼しても、わからないと返される
ばかり。実際、発災直後は土木部の管理課・建設課・応急復旧

沼津市内の緊急輸送路を確認する後藤理事長（右）とコンサルタントの森清正氏（左）

協定とは別に、市としての BCP「業務継続計画」をつくっている

しかしここでも躓きがありました。たとえば、土木・建設部応急

行政の支援は、基本的に避難所を対象に行なわれます。では自
宅避難者の支援は誰がやるのか。ここは、協定だけでは解決できな

れるための支援は不可避で、それがコンビニエンスストアやスーパー

復旧班の要請に「建設業工作作業隊の構成」という項目があるの

マーケットの通常営業であり、これがまさに企業の事業継続に関わ

ですが、それを具体的に実行するために、どの部のどの課が指示す

る部分になります。

るかといったことが一切書かれておらず、対応のしようがありません。
どこが何をやるかが明確になっていないわけです。
とりあえず現行の計画だけでも確実に実行しようということで取り
組み始めるのですが、緊急輸送路すら災害時に本当に通れるのか

ではそうした企業の支援に対して、行政が緊急通行車両の指定を
出すか出さないか。ここはおそらく議論のテーマとなるところだと思い
ますが、これを自治体に問いかけますと、出してもいいというところと、
その必要はないというところとに分かれます。

検証がされていない状況。そこで組合メンバーは、地図を広げて輸

私もどちらがいいのかわかりませんが、協定に基づく活動だけが

送路上にある危険物を探し出し、どれくらいの規模までの緊急通行

災害時に優先されるべきだと考えると、車両の混雑は抑えらえれる

車両が通れるかなどを手探りで調査しながら、復旧体制まで整えて

かもしれませんが、思わぬ課題が生じてしまう。自社独自の活動、

いきました。

彼らはライフラインという言い方をしておりましたが、避難所以外のと

沼津建設事業協同組合の一連の活動は、自ら動くことで協定見
直した好例と言えるでしょう。

ころにいる住民の支援も考え、臨機応変な対応を検討しなくてはな
らないと思います。
東日本大震災では、同社の関連企業であるヨークベニマルが被

協定見直しの動き──セブン & アイ・ホールディング

もうひとつの事例として、セブン & アイ・ホールディングをご紹介

災しています。そうしたなかでも、発災直後から被災者に無償提供
する飲料水や食糧の調達に奔走し、セブン & アイ・ホールディング

します。今震災で、同社はさまざまな活動を展開してきました。発

がそのバックアップを担っていました。民間企業のレジリエンスの高

災後は、61 団体に対して計 16 億円分の物資を支援しています。そ

さを示す活動となりました。

のうち協定締結していた自治体は半数に満たない。つまり、セブン
& アイ・ホールディングは協定の有る無しに拘わらず支援にあたって
きた企業のひとつで、その姿勢を終始崩しませんでした。
こうした事例を見ると、協定は本当に必要なのかということになり
ます。担当者に、
貴社にとっての協定の目的とは何かと問いますと
「被
災地支援を確実に実行するためのいち方法論」と返ってきました。

268

大災害時と平時の体制──セブン & アイ・ホールディング

【図④】は、平時・小規模災害時と大災害時に、セブン & アイ・

ホールディングがどのような体制で事業に取り組んでいるかをわかり
やすくまとめたものです。
同社の場合、自治体と直接協定を結んでいるのは、平時であれ

そして、行政と民間の役割分担を明確化する意味で、協定を重視し

ばイトーヨカードーであったりセブンイレブンであったり、西武そごう

ているとのことでした。

やヨークベニマルのような事業会社になります。これらの会社は基本
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【図④ -1】平時・小規模災害時の体制

【図④ -2】大災害時の体制
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【図⑤】協定に基づく支援物資のイメージ
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メーカー

メーカー

メーカー

メーカー
メーカー

イトーヨーカードー

セブンイレブン

西武そごう

ヨークベニマル

セブンイレブン
セブン & アイ・
ホールディング

メーカー

指揮調整

生活品メーカー

西武そごう
ヨークベニマル
食品メーカー

自治体

自治体

自治体

自治体

自治体

自治体

自治体

支援自治体

小売業

被災自治体

自治体

飲料メーカー

的に一事業社として提携手続きを行なっており、平時あるいは小規

このようにフレキシブルな事業を展開してきたセブン & アイ・ホー

模災害時は、それぞれの会社が必要なものをメーカーから調達し自

ルディングですが、支援物資の要請を断ったケースもありました。東

そこでまず、庁内にある協定すべてを洗い出すことになりました。

治体に届けることになります【図④ -1】
。

北の自治体と災害時応援協定を結んでいた九州のある自治体からの

これまで洗い出せていなかったのか、というのが正直な感想ですが、

これが大災害時になると、いっきに体制を変えてすべての窓口を

結ばれたものなのか、危機管理課は把握できていませんでした。

めるが、公開はしないと言っておりました。このあたり、私はまった
く理解不能なのですが、共有すべき協定を見えないようにしておくと
いう考え方がそもそもおかしいと思います。

要請に対して、同社はノーと断っています。なぜなら、その時点です

事実そのとおりで、すべてが所管課任せで、協定の内容や更新情

でに、被災自治体との協定に基づいて支援を実施していたからです。

報が庁内で共有されていなかったのです。それら協定の情報をすべ

べてホールディングが仕切る体制に変わります【図④ -2】
。物資の

物資の流通もコントロールしており、被災地で何がどれくらい必要な

てデータベース化、視覚化することで、いつ誰が見ても連絡すべき

調達も同社が行ない、それをセブンイレブンやイトーヨカードーに割

のかも把握していました。協定を結んでいるからと言って新たな物資

協定先がわかるようにする。このことで、年に一度の更新も徹底して

ベースに基づく特化訓練や、協定自治体や民間企業が一緒になっ

りふって、各社の物流を使いながら被災地に届ける。事業の形態

が五月雨式に届いても、現場を混乱させるだけと判断したわけです。

いこうと考えました。
【図⑥】

て行なう研修会も 4 年前から始めています。

協定の乱立がもたらすデメリット

なぜ国が？ と思いましたら、ちょうどその頃、国のほうでも災害協

この話はサプライチェーンの対応と似ています。小売店やメーカー

定のデータベース化を進めておりまして、各市町村に協定内容の提

世界中のメーカーとの受注管理まで仕切るという徹底ぶり。このあ

と直接協定を結んでいる被災自治体には、そこから物資が入ってき

出を要請していたんですね。協定のデータベース公開に関する情報

たりは ICS（Incident Command System：標準ルール化された

ます。一方、被災自治体と応援協定を結んでいる支援自治体も、そ

の誌面化は控えてほしいと言ってくるものですから、何が問題なのか

危機対応システム）にも通ずるところで、この組織体制は注目すべき

れぞれが小売業界やメーカーと協定を結んでいる。しかし、そこで

たずねました。国は、全国の自治体の協定内容をデータベースにし

だと思います。

物資を調達して被災地に送っても、単に物流数を増やすだけです。

て公表することを市町村に伝えていないからだと言います。どうも協

セブン & アイ・ホールディングに一本化し、自治体とのやりとりもす

を指揮調整機能に集約、特化するわけですね。メーカーに対しても
各事業者がそれぞれにやりとりすると混乱が生じますので、すべてワ
ンストップの体制に変えセブン & アイ・ホールディングが指揮します。

実はこの取材をしている最中、国から私たちに横やりが入りました。

現実は中間業者がさらに入ってきますので、状況はより複雑にな
小売店の BCP とは何か

ります。実際のところ、川上にいるメーカーや小売業の数には限り

小売り業界は、天候により発注内容が異なり、毎日のように品揃え

数だけを増やそうと協定を組もうとしている自治体の姿勢は、物流を

セブン & アイ・ホールディングの BCP 担当者が言うことには「我々

があり、そう変わるものではありません。そうしたことから考えると、

の見直しがある。交通渋滞があれば迂回路を使ったり、ときには船

無駄に増やすことになるのではないか。いろいろな協定が増えること

便を利用することもある。世界情勢を見据えつつ、ネットワークを

で、むしろ状況を複雑にしているように思えてなりません。

駆使しながら日々の業務を運用しなければならない。言ってみれば、
毎日が災害やアクシデントの連続のようなものだから、いつ何があっ
ても柔軟な体制が組みやすいのかもしれない」と。
こうした柔軟な体制はローソンも同様でした。東日本大震災では、

サプライチェーンの分野ではダイヤモンド構造と呼ばれますが、川

定内容の公表を嫌がる自治体があるらしい。
協定自体はなんら隠すべき事案ではなく、むしろ積極的に共有す
べきことです。にも拘わらず、国はデータベースは年度末までにまと

協定のデータベースに基づく官民協働の訓練と研修

さて、協定マネジメントですが、静岡県は整理した協定のデータ

〈協定の訓練・研修〉

・特化訓練で協定に基づく物資支援

・年１回、協定自治体・民間企業の勉強会

〈協定の目的〉

・基礎自治体が機能しない場合の支援
・基礎自治体の物資の取り合いを防ぐ

〈静岡県の協定条件〉

・協定の効果が県下全域に及ぶこと

・CSR だけを目的にした場合、知事とのセレモニーを目的にす
る場合、大規模災害を想定していない場合などは不可

【図⑥】静岡県における協定データベースの画面

上から川下に来るまでの間の中間組織がひとつ切れただけで、いろ
いろなところに影響が及ぶことがあります。ただでさえ複雑に入れ込
んでいる流通システムのなかで協定の数が増えることは、状況の悪

ローソンもかなりの店舗が被災し、東北の工場が被害を受けていま

化を助長するのではないかと私は危惧しています。重要なのは協定

す。東北の工場が使えないなか、関東や関西方面からピストン方

の数を増やすことではなくて、今ある協力をマネジメントすることでは

式で商品を押し出すことで商品を確保し、物流を調整していました。

ないでしょうか。

専用トラックを被災地の運べるところまで運び、その先は自動車に
乗せ替えて各店舗に納品するなど、運送にも柔軟に対応しています。
その場その場の状況に応じた意思決定、判断、現場同士の柔軟な

必要なマネジメントとは何か──静岡県の場合

現在、その協定マネジメントに乗り出しているのが静岡県です。県

やりとり。セブン & アイ・ホールディング、ローソンいずれも、優れ

がマネジメントの調整にとりかかろうとした段階では 640 件ほどの協

たロジスティックスを発揮していたと言えるでしょう。

定が結ばれていました。しかし、それらの協定がいつ、どこの課で
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【図⑦】静岡県の緊急物資供給体制図（簡易版）

●

・緊急支援物資については、物流機能をもつ事業者に対しては、県内 8 カ所の広

域物流拠点まで搬送してもらうことを要請している。
（物流機能がない場合は、

県の役割

県トラック協会などが搬送を行なう）
。その先は、市町に引き取りにきてもらい、

市町村の役割

市町の緊急物資集積所に搬送。最終的に避難所に届けることを想定している。

③搬送要請

②調達要請

静岡県

国

協定業者等

静岡県トラック協会

避難所等

・新潟県の協定条件（期限の明記、法律の対応）
（供給可能数量の報告）
第 7 条 乙は、この協定の締結後、物資の供給可能数量及び災害時の緊急連絡先について、甲に報告するものとする。供給可能な数量又
は緊急連絡先を変更した場合も、同様とする。
（有効期限）
第 8 条 この協定の有効期間は、協定提携の日から起算して 1 年間とする。ただし、有効期間満了日までに、甲、乙いずれからも意思表
示がないときは同一条件で更新されたものとし、以後も同様とする。
（協議）
第 9 条 この協定について疑義が生じたとき股はこの協定に定めのない事項については、新潟県財務規則（昭和 57 年新潟県規則第 10 号）
の定めるところによるほか、甲乙協議を行い、円満に解決を図るものとする。
2 前項により解決しない場合又は甲乙間に紛争が生じ、当該紛争を解決するために訴訟の必要が生じた場合は、新潟地方裁判所を第 1 審
専属的合意管轄裁判所とする。

⑤引き取り

⑦搬送

市町村緊急物資集積所等

【図⑧】新潟県における協定条件と連絡体制の更新

④搬送

①物資要請

⑦搬送

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

市町村

県広域物資拠点

新潟県では、協定に関わる業務として年に一度連絡体制の更新
私も研修会に参加させていただいたことがありますが、県の職員

を行なっています。団体名と所在地、担当者、また 3 つの連絡先と

と民間企業の担当者が一堂に会して勉強会を行ない、コーヒーブレ

して、電話番号、ファクシミリ、メールアドレス。そして災害時にお

イクタイムには、名刺のやりとりをしながら情報交換をしていました。

ける緊急連絡先（夜間・休日）
、事業者の規模、県内での店舗展

このように平時から顔を見せ合うだけでも、災害対応は違ってくるだ

開状況、工場の場所、物資や資材の搬入ルート、物資の引き渡し

ろうと思います。

方法（避難所）等を記録するためのシートがあり、更新した書類は
自治体と企業の双方が保管しておきます。
【図⑧】

必要なマネジメントとは何か──物資の引き渡し方

これはとてもいいことだと思います。さらに県は、協定事業者が災

基礎自治体と中間自治体とでは、協定の目的も違ってきます。た

害時にどれだけの量の物資を供給できるのか、最大量はどれくらい

とえば、地元に支援を要請できる企業がない自治体があったとしま

かといった詳細を年に一度提出させています。強制力はないのです

す。協定を結ぶためには、市町村をまたいで近隣にある企業と協定

が、実効性のある協定とするための方法を徹底しています。さらに

を結ぶことになる。そうした自治体が近くに点在する地域では、災

協定書には、期限の明記や法律の対応などについても記されていて、

害が発生した際、物資の取り合いが起こりかねません。

もしトラブルが起きた場合は、どの裁判所に届け出るといったことま

静岡県は、そうした基礎自治体同士の物資の取り合いを防ぐこと
も協定の目的として盛り込みました。また、最近増えている CSR や

で記されています。こうしたことは、ほかの自治体ではどこもやって
いないと思います。

もうひとつは、やはり協定のデータベース化です。どの自治体がど
の企業とどのような協定を結んでいるか把握できていないというのは

知事とのセレモニーを目的とし協定については認めないということも
協定の実効性確保に向けて──新潟県の場合

まずい。災害時の状況を混乱させるだけです。協定内容をデータベー

に明記していることにあります。物資の調整や搬送の要請も県が中

に難しいテーマですが、参考となりそうな事例として、新潟県と静岡

要があると思います。

心になって統制をする。支援物資は基本として、県の広域物資拠点

県の例をご紹介しました。

協定条件として明記しています。
静岡県の協定で特筆すべきは、物資の引き渡しの方法を具体的

に集められ、そこで引き取った物資を支援自治体や支援組織が緊

協定というものをどこまでどのように考えていくべきか。これは非常

最後に提言的なことをお話しします。協定締結を検討したり内容

スにして、せめて同一県内、県と市町村とで情報を共有しておく必
願わくば、そこに災害時の対応も書き込めるようなシステムが構築
できれば理想的です。自治体災害時情報共有システム（WebEOC・

急物資集積所や避難所に搬送する──といった一連の流れが記さ

を見直したりする際は、ISO22320（協力連携）や ISO22397 のよ

IBM 災害情報・Salesforce 富士山・ITS 等）に協定項目を追加

れています。
【図⑦】

うな優れた規格がすでにあるのですから、それに基づいて考えるの

したり、COP（Common Operational Picture）のような機能を

がいいというのがひとつ。そこで洗い出された問題を解決策に変え

もたせて、災害対応時に協定がどう履行されているか、状況をリア

協定の実効性確保に向けて──新潟県の場合

て、個々の BCP に協定を落とし込むことも大切です。それは BCP

ルタイムで共有できるシステムに発展していけば、実効性や有効性

連携訓練の実施（ISO22398 演習の活用）にもつなげることができ

はさらに高まっていくでしょう。静岡県のシステムも、そうした機能を

条件が厳しくてなかなか結べないという自治体で知られているようです。

るはずです。

プラスしていけば、より強固なものに進化していくと思います。

新たな協定に関して慎重なのが新潟県です。協定を結びたくても、
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協定マネジメントを
どのように進化させるか。

討論［1］

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

支援物資を届ける側と受ける側

て言えば、不足するよりはダブってもいいから支援先に届いたほう

のある方はいらっしゃいますか。

小山雅士：東日本大震災時は、岩手県の災害対策本部で対応に

がいい。物流ルートも最低 2 方向以上、
複数確保したいところです。

中澤：まったくそのとおりだと思います。

して、物資を受け取る側には、必要な物資についての情報をきちん
と出したうえで、時々刻々と変わる保管と配送のキャパシティを考慮

また私たちは、民間企業や組織が行なう支援物資の調達や配送に

高松：いざというときに非常体制がとれる団体と協定を結べばいい

のであって、やみくもに数を増やせばいいものでもない。どうも国の

関しては、県がそこまで統制する必要はないと考え、直接関与して

進め方は、協定数が判断基準になっていて、数が多ければ多いほ

それを実現するためには、被災地の外側に被災地で必要な物資

あたっていた小山です。中澤さんが発表された協定の話、行政に

きませんでした。ただ情報の共有だけはしておく必要がありましたね。

ど良しとするように思えて、それが気になります。

いた者として考えさせられることが多々ありました。災害対応におけ

これも反省のひとつです。

秋冨：これまでの講演を受けて討論に入ります。ご意見・ご質問

しながらマッチングして受け取れるようにするしくみが必要です。
の情報を集約し避難所に物資を届ける役割を担う後方支援基地を
置き、そこから適度な距離の物資集積場を確保できる地点に、仕

る協定とは何か。今ふりかえれば、岩手県の場合は「何か事があっ

一方、支援したいと言ってきた自治体の提案を断ったケースもあ

た時はよろしく頼むよ」といった感じで締結したケースが多かったよ

ります。被災地の負担となり、現場が混乱することになりそうな支

うに思います。協定先は頼める相手、頼りになる相手といったとこ

援に関しては、気持ちはありがたくいただきますがと言ってお断りし

ろで、支援の具体的な内容や方法については充分な検討もされて

ました。対応が矛盾していると思われるかもしれませんが、当時の

災害は地域によってさまざまですから、それに応じた対策を講じる

報共有を行なって、後方支援基地からの要請にすみやかに応じら

いませんでしたし、協定にも具体的なことは盛り込まれていませんで

災害対策本部でそうした現実があったことをお伝えしておきます。

ことは当然で、協定にも地域性が出てくるでしょう。災害対策基本

れるような体制をつくる。被災状況と避難所の状態に応じて、こう

法に基づきながら、それぞれで協定を考えろと言われているわけで

した物資調達ネットワークが柔軟に運用できるようなしくみが必要

支援物資の流通を統制するのは誰か

すが、それにしても、協定の種類や分類、まとめ方は、全国の自

で、そうしたシステムをつくらないとレジリエンスの高い社会は実現

治体ばらばら過ぎです。静岡県、新潟県、東京都の協定内容を見

しないだろうと思います。そうしたことを協定の契約を結ぶ時点から

100 件以上の協定を結んでいる自治体もあるんですね。こんなにた

た。震災当時、
ある企業から
「被災自治体とは協定を結んでいなかっ

比べただけでも、まったく共通点がありません。国は協定先を増や

考えておくべきではないでしょうか。
（明星大学）

くさんの協定先があって、もし要請をかけることになったら、どうい

たが、県と協定を結ぶことで支援の一端を担えるのであれば、ぜひ

し、民間企業の力をもっと得るようにと促してきますが、ではどれく

う順番でどのように電話をかけるのかと聞きくと
「どこからでしょうね」

県と協定を結びたい」と連絡したきた企業がありました。この電話

らいまであればいいという指針があるわけでもない。とにかく増やせ

ると思いますが、データベース化した協定の情報をそこに入れて、

した。おそらく協定先の企業や組織もそんな意識だったと思います。
（岩手県オイルターミナル株式会社）
中澤幸介：いろいろな自治体を取材してきますと、物資供給だけで

高松秀一：高松と申します。私も震災時は災害対策本部におりまし

協定のスタンダードがない日本

中澤：基本的にどのような協定が必要なのか。何種類の協定が必

要なのかといった標準が、そもそも国にないんですね。想定される

分け・情報共有・マッチングをしたうえで、そこに物資を送る遠隔
支援基地をいくつか設定する必要があります。
義援物資はいったん遠隔支援基地に集め、仕分け・保管・情

中澤：池本修悟さんが発表された ITC はさまざまな活用方法があ

と笑って返されました。今回は静岡県と新潟県という、日本のなか

を受けて、確かにそうだなと思った記憶があります。広域自治体で

ばいいという印象は否めません。なぜ、どの部分をというところが抜

災害時にどこがどれくらいの要請を出しているかが把握できる、共

でも突出した特徴をもつ協定システムをもつ自治体を紹介しました

ある県が企業と協定を結べば、どの市町村で災害が起きても支援

け落ちているように思えてならないんですね。そのことを内閣官房に

有システムはつくれないものですかね。災害情報共有システムをつ

が、協定に対する認識や体制はたぶんほとんどの自治体、市町村

は可能です。市町村単位で協定を結んでいたとしても、東日本大

たずねてみても、答えは曖昧でした。

くるなら、なぜそこに協定と物資に関わる項目を入れ込まないのか。

がその程度のレベルだと思います。（リスク対策 .com）

震災のような大きな災害が起きれば、被災地は立ちゆかなくなるわ

小山：私たちにすれば、国から入った物資、他県からの物資、民

けですから。今、
国が進めている方策が、
とにかく協定の数を増やせ、

熊丸由布治：各自治体が策定した協定の内容は、災害対策基本

間からの物資など、送ってきたところに意識が向きがちですが、被

確保しろ、というだけのものであれば、一度立ち止まって状況を整

陸軍基地管理隊）

難しいのでしょうか。これまでいろいろなところを取材してきて、常

災した自治体からすれば、国であろうが県や市町村であろうが、支

理し、考える必要がありそうです。

中澤：47 都道府県の場合は、地域防災計画の巻末に協定が記さ

に疑問に思うことのひとつです。

法や地域防災計画と整合性はとれているものなのですか。
（在日米

災害対応では情報の一元化が一番の課題で、それができるように
なれば対応もスリムかつスムースになると思うのですが、現実的に

援物資はどこから入ってこようが、誰が持ってこようが同じなんだろ

震災時、岩手県は物流を確保するために県トラック協会と協定を

うと思います。私たちは、その受け入れがスムースにいくための支

結びましたが、これに対してある省庁から「他県は一般社団法人の

ただ市町村については、災害協定を公表していないところが結構

の処理がスムースに進んだのは、いわゆる「談合」のシステムがま

れていることがほとんどですから、整合性はとれていると思います。

天野：阪神・淡路大震災時、東日本大震災時に比べて、がれき

援をすればいい。協定に関しても、被災自治体にとって有効と考え

日本倉庫協会と協定を結んでいるが、岩手県は結ばないのか」と

あって、そのあたりは不透明です。

だ存在していて、全体を統括しているリーダーが、関係各社に仕事

られる協定のあり方を考えることが好ましい。これは東日本大震災

いう問い合わせがありました。岩手県の場合は、県トラック協会と

の分担をしたからだった、という話があります。今はそうしたシステ

での経験を踏まえた反省の意味も込めて申し上げることですが。

日本倉庫協会の加盟会社がほぼ一緒、トップもほぼ一緒なもので

天野徹：自治体の物資担当者としては、自分の職務として、何とし

ても物資を確保したい、義援物資は善意で送られてきた貴重なも

ムが成立しなくなっていますが、被災自治体・支援自治体の間で、

中澤：確かにそうですね。被災地の方々からすれば、どこから何が

すから、あえて協定数を増やすことはないという判断から、そことは

のなのですべて活かしたい、という気持ちがあると思います。しかし

それに代わるかたちの、信頼関係や情報共有に基づいた、支援活

入ってきたかは見えませんから。

協定を結んでいません。中澤さんのお話を聞いて、なるほどそうい

ながら、東日本大震災の被災自治体では、混載物資が大量に送ら

動の最適化を実現するしくみが必要なのではないか、と思います。

小山雅士：危機管理の現場感覚からすれば、発災時においては大

うことかと思いましたが、国が直接そうしたことを言ってくるというの

れてきたのに対し、人員もノウハウも圧倒的に不足しているために、

手の数社で物資は足りるのではないかという印象があります。流通

は、やはり協定はどんどん結べ、数を増やせというスタンスなのだ

体を壊す職員もでるなどして充分な対応ができませんでした。物資

中澤：談合は究極の情報共有ですね（笑）
。

がきれいに整理されているのは確かに理想ですが、発災直後に限っ

ろうと思います。
（岩手県立大学教育研究支援室）

を送る側には、受け取って配布する側に対する配慮が必要です。そ
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今は「談合」によって成立していたシステムが機能しません。そし
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て、今の時代に新たな談合システムを復活させるべきでもありませ

と人との信頼関係がなければ機能するはずがないので、協働自体

通行車両として許可証を発行したためです。今後のためにも、緊急

夜のニュースに情報を流したくても、大船渡市から陸前高田市に移

ん。高度情報ネットワーク環境が普及した今日、我々はこの環境を

が成立しない。現時点では、
まずはそこから行なっていく必要がある。

通行車両の定義をはっきりさせる必要がありますし、特に緊急物資

動に 6 時間かかるような状況でした。今後こうしたことがないよう、

活用することで、談合システムに代わるシステムを構築し、機能させ

そして、有事に想定外の事態が発生した際には、それぞれが相互

やインフラ、医療に関わる車両については、扱いを特別なものとし

緊急車両についてはきちんとした線引きをして、便乗者がでないよう

る方法を考え、社会実装していくべきです。しかし、自治体や企業

調整しながら柔軟な対応をするというかたちにならなければ、効果

て区別すべきだと思います。これも反省点のひとつです。

な体制を整えておく必要があると思います。
（岩手めんこいテレビ）

の間で協定を結ぶ場合、自治体は災害という「想定外が当たり前」

的・効率的な被災者支援は実現しないのではないか、と思います。

の状況下で何をどこまでやるかについて細かいところまで調整する

中澤：ある県の担当者は、協定ばかりは訓練のしようがないと言っ

中澤：緊急通行車両証をどのタイミングでどこが出すのか──確か

にこれも自治体によってまちまちで、いまだはっきりした定義があり

協定内容を公開する意義

必要があることから、また、企業としては自社の存続が危ぶまれる

ていましたが、そんなこともないと思うんですね。実際、静岡県は

ません。通行証の発行は、要請がかかるまでできない決まりにして

事態も想定しなければならないことから、契約を躊躇してしまうケー

物資支援訓練を実施し、可能な限り協定先の業者にも参加しても

いる自治体もあるようです。ではその要請は誰が出すのかとたずね

スが多く発生すると考えられます。

らっているようです。協定に関する訓練でいいアイディアがあれば、

ますと、
しっかり決められていない。現状はそんなレベルなんですね。

てのことなのでしょうか。

ぜひ教えていただきたいと思います。

全国の警察で許可証が出せるかといえば、こちらも国から正式な連

中澤：新潟県は、中越沖地震以降、法律関係も改定されています。

これに対するひとつの対策として、NPO や NGO など柔軟な発
想で支援活動ができる人たちが、自治体や企業とベストエフォート
型の契約を結んでおいて、いざ災害が発生した際には自発的に集

絡がなければ発行できないことになっています。緊急通行車両の定

菊地：中澤さんの講演で、新潟県は協定を結ぶためのハードルが

高いという話がありましたが、これは中越沖地震での経験を踏まえ

協定の内容も新たに書き加えられたと担当者は話していました。そ

義やその扱いは非常に複雑で解決できていない課題が山積みです。

ういうことから言えば、確かにハードルは高くなっていると思います。

各避難所における属性別被災者数と緊急に必要な物資の情報を共

中澤：梅山さんから提案があった訓練プログラムですが、あの教育

プログラムのなかの「情報の流れ」を「支援物資」に置き換えて

菊地十郎：岩手めんこいテレビの菊地です。当時のことをいろいろ
思い出しながら皆さんのお話を聞いておりました。支援物資につい

菊地：協定ということばが馴染み深くなっているにも拘わらず、その

内容を公開していない自治体があることには驚きました。

有するシステム、遠隔支援基地での在庫情報や後方支援基地で収

システムをつくることはできないのでしょうか。

ては、マスメディアが発信する情報により、一極集中して物資が届

集した避難所からの物資要請の情報を共有してマッチングするシス

梅山吾郎：支援物資のプログラムについては、北九州市でも問題

くことが問題になりました。被災地に現地クルーが入り、被災者の

中澤：東京都もそうなのですが、取材に行くと対応が冷たくて、協

意識をもっていました。災害対応では、行政と物流企業の連携はも

声が画面から流れると、その避難所宛てに、一斉に物資が送られ

最後に全部まとめているので、それを見て数えてください」といった

てくることが実際ありました。

感じです。どのような基準で分類しているかたずねてもはっきりした

まって、できることをやれるようにする、ということが考えられます。

テムが構築され、被災者支援を行なう多くの団体・機関によって

支援物資流通のプログラムをどう構築するか

活用されるようになれば、そうした活動が有効に機能するようになる

ちろん、企業側同士の連携も求められます。北九州市では、企業

と思うのですが。

同士で話し合う場を設けて解決策を検討していました。これらの連

しかし私たちとしては、発信した情報によって、誰がどのようなか

中澤：そうしたものができたら本当にすばらしいし、どれだけスリム

携・訓練には、今開発している訓練プログラムが活用できると思い

たちで支援物資を集め、どの流通にのって被災地まで届くのか確

定の数を教えてほしいと頼んでも「協定はすべて地域防災計画の

答えは返ってきません。首都直下型地震が危ぶまれているのにそん
なことでいいの？ と思いますが、現実そんなレベルなんです。

になるだろうと思います。

ます。他方で、その連携の場をどうつくるか。それは自治体の役割

認する術がありません。私たちには現地の状況を伝える報道人とし

天野：談合システムが災害支援に有効に機能したのは、談合シス

かもしれません。それが協定マネジメントにつながることにもなると

ての使命がありますが、それが支援物資の流通を妨げるものになっ

ら、公開したり説明したりすることを憚るのでしょうね。対して、静

思います。
（損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント）

てはいけない。やみくもに物資を送ることは被災地を混乱させる原

岡県や新潟県のシステムには学ぶことがたくさんありそうです。

因となるので、支援したい場合は対応機関をとおして行なうようにと

中澤：静岡県や新潟県は、取材のたびに新たに分類した情報を提

テムにおいて、リーダーとなる業者とそれに従う業者たちの間の信

頼関係があったからだと思われます。災害時には想定外のことが
多々発生しますから、どれだけ細かな想定をして協定を結んでいて
も、それぞれの主体が単に契約内容を遂行しただけでは支援活動

何をもって緊急通行車両とするか

いった情報を視聴者に周知していくことも、私たちの役割だろうと思
秋冨慎司：メディアの情報は本当に影響力が大きいと思います。

小山：協定は結んでいるけれども、それを充分把握できていないか

供してくれます。内容が頻繁に変わりすぎるのもどうかと思いますが、

います。（岩手めんこいテレビ）

が完結するとは限らない。被災者支援を実効あるものにするなら、

小山：中澤さんの講演のなかに、緊急通行車両の指定をどのよう

に判断し、どのタイミングで発行するかという話がありましたが、私

契約内容にあることはもちろん、契約にないことでもあえてやってく

としては、人を救うための車両であればすべて緊急車両対象と考え

すが、協定の内容を公開したがらない自治体、市町村については、

れるような信頼関係こそが、現場では求められることになります。

ています。ただ緊急物資を運ぶものに関しては扱いを別にする必要

菊地：緊急車両についても、メディアにいる者としていろいろ考える

ところがありました。災害が起きると、テレビ局には全国から応援

私、
その理由がまったくわかりません。事情がわかる方がいらしたら、

があるかもしれない。と言うのも、緊急通行車両の定義そのものが

のためのクルーが大勢入ってきます。報道関係の車は緊急車両扱

ぜひ教えてください。

あいまいで、東日本大震災でも混乱が生じてしまったからです。

いなのですが、なかにはまったく関係のない車が報道機関を名乗っ

たとえば私たちは、NPO をベースとした活動の一環として、埼玉
県杉戸町で総合災害訓練を実施しています。しかしながら、それぞ
れのセクタでやり方がありロジックが異なりますので、セクタを超え

震災時、県内では、通行止めになった道路の通行が許可された

て現地に入ってきました。緊急車両だとガソリンが入れてもらえると

た協働というのはなかなかに難しい。自治体間も自治体と民間の間

緊急車両と、燃料を入れるために許可証をとった緊急車両とが混

いう噂がまことしやかに流れたこともあり、本当にこれほど緊急車両

も同じで、どんなに優れた協定を締結して文書化しても、現場は人

在していました。発災直後、燃料を入れることができる車両を緊急

があるのだろうかというほど道路は緊急車両だらけで大渋滞。昼や

276

それでもこれは協定の情報が日々確認され、更新されていることの
証ですから、やはり刮目すべきことだと思います。繰り返しになりま
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●

2012 年 8 月、TEEX(TEXAS ENGINEERING EXTENSION SERVICE) 訪問

うになりました。

日本のインシデントマネジメントを
どのように標準化すべきか

その手始めとして、
2014 年 4月に在日米陸軍の座間キャンプで
「危
険物・テロ災害現場指揮官セミナー」を開催しました。セミナーに
は、政府関係者、東京都、神奈川県、警察、消防、自衛隊、各
自治体危機管理官など 170 名が参加しています。こうしたことがきっ
かけとなり、その後はさまざまなところからお声をかけていただけるよ

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図①】アメリカ FEMA のインシデントタイプ（事案規模）

活動時間の規模でランク分けしています【図①】
。これはすべての災

「現場指揮官以外は設置する必要なし」というのは、別の言い方を

害＝オールハザードに対応するもので、災害の種類で分けているも

すれば、どんなインシデントであろうが、現場指揮官は必ず配置し

のではありません。タイプ #3 からタイプ #5 までのインシデントで全

なさいという意味になります。備考欄にある IAP とは、統一化され

体の 95%を占めています。それぞれの事案規模についてどのような

た当面の対策計画（Incident Action Plan）のこと。タイプ #5 の

ことが書かれているかと言いますと、たとえばタイプ #5 のインシデン

インシデントでは、当当面の対策計画を書面にする必要はありませ

トは次のような内容になります【表①】
。

うになり今日に至っています。

講演［4］

在日米陸軍消防本部 次長

熊丸 由布治

ここにいらっしゃる皆さんはすでに、インシデント コマンド システム
（Incident Command System：以下 ICS）の基本的なところは
せん。ただこの ICS、最近はことばばかりが一人歩きして誤解も生

• 現場指揮官以外は設置する必要なし

まれているようで、その本質が正しく伝わっていないようにも見受け

時間：• 通常、現着から数時間の活動時間

られます。その誤解は私たちが質していかなければなりません。

備考：• 書面による IAP 必要なし

ICS を導入するとか、日本版 ICS を構築するとかいった表現は混乱
日本のインシデントマネジメントをどう標準化するか

を招きかねない。代わりに日本のインシデントマネジメントを標準化

在日米陸軍消防本部次長という役職を記しておりますが、今月から

ましたが、これは私もまったく同感です。

消防長特別顧問になりました。現在、いろいろな機関に所属してお

することを目標にするほうがわかりやすい」といった旨が書かれてい
私もアメリカ式の ICS が一番の手法であるとは考えておりません。

りまして、社団法人災害対応訓練研究所代表理事、ICS 推進研究

日本のインシデントマネジメントに、日本人としての魂を入れて初め

会、東京電力の危機管理アドバイザーや総務省消防団の教育訓練

て、我が国の優れたしくみが構築できるものと考えています。と言

の基準等に関する検討委員会にも携わっています。

うことで、本日のお話もひとつの提案として捉えていただきたい。日

これまで私が関わってきた分野は、専門性・特殊性が高いことも
あり、一般の人たちにはあまり知られていない分野でした。米軍の

を機に、被災自治体や一般からも注目されるようになり、こうしたこ
とから私も災害対応に関する情報のアウトプットの必要性を考えるよ
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アメリカ FEMA のインシデントタイプ（事案規模）とは何か

始めにインシデントタイプ（事案規模）についてご説明します。ア

メリカの FEMA では、インシデントタイプを対応する人間の頭数と

することになっています。
タイプ #4 からタイプ #1 のインシデントにおけるひとつの活動サイ
クルは、だいたい 8 時間から 12 時間。長期戦に備えた準備が必
要になってくることが、この事案規模の分類からも読み取ることがで
きます。

【表①】インシデントタイプとその対応
タイプ
TYPE #5

TYPE #4

TYPE #3

本のシステムを考える際のヒントとなればという視点でプレゼンテー
ションいたします。

消防についても日本ではほとんど知られていません。しかし東日本
大震災で米軍が展開した「トモダチ作戦 Operation Tomodachi」

リソース：• 単一、または最大２つまでの部隊（小隊）で対応にあたる
人数が最大 6 人まで

国際海事機関）が後日私たちに送ってくださった手紙には「日本に

熊丸由布治：熊丸と申します。本日皆さんにお配りしたレジュメには、

ると書面化が必要で、各活動サイクルごとに書面による IAP を作成

インシデントタイプ #5

理解されていると思いますので、ここで詳しいことはご説明いたしま

第 5 回の当分科会で講演された小池貞利氏（元海上保安庁／

ん。タイプ #4 のインシデントでも、危険物災害以外では書面にす
る必要はありませんが、タイプ #3 からタイプ #1 のインシデントにな

TYPE #2

TYPE #1

リソース

時間

•単一、または２つまでの部隊で対応にあたる人数
が最大 6 人まで
•通常、現着から数時間の活動時間
• 現場指揮官以外は設置する必要なし

備考
•書面による IAP 必要なし

• いくつかの部隊が事案の沈静化のために必要
•最大 8 ～ 12 時間（1 つの活動サ
•必要に応じてコマンドスタッフとジェネラルス
イクル）までの活動時間
タッフの機能が必要

•危険物災害以外では書面に
よる IAP 必要なし
• 書面による作戦通達必要

• 州または国（政府レベル）の支援部隊が必要
• 各 ICS 機能設置
• 実行部隊最大 200 名・全 ICS 組織最大 500 名

• 同上

• 同上

• 同上

• 同上

• 初動対応のみでは困難
• 事案の複雑さに応じて ICS のポジションを任命
•1 つの活動サイクルでは処理しきれ •各活動サイクル毎に書面に
•コマンドスタッフ・ジェネラルスタッフ任命と共 ない
よる IAP 作成
に下部組織の各リーダーも任命

• 国（政府レベル）の支援部隊が必要
• すべての ICS 機能を設置
• 実行部隊 200 名以上、全 ICS 組織 500 名以上
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【表②】ICS 13 の特徴
1

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

制体制を十全にとることができずにいるのが現状です。その必要性、

災害時に必要な緊急支援機能

統一された用語の使用 (Common Terminology)

8

直接指揮限界 (Manageable Span of Control)

ESF 1: 輸送支援

9

統合された資源管理
(Comprehensive Resource Management)

ESF 3: 公共土木・技術支援

10

統合された空間管理
(Integrated Facilities Management)

2

権限の委譲ルールの明確化 (Transfer of Command)

3

指揮命令系統の統一と指揮の一元性
(Chain of Command & Unity of Command)

4

複数組織が関与する現場での連携指揮
(Unified Command)

11

統合された通信システム
(Integrated Communications)

5

目標による管理 (Management by Objectives)

12

災害対応業務の透明化。質の確保 (Accountability)

ESF 9: 捜索救助支援

13

計画に基づく人員・資機材の投入及び動員解除
(Dispatch/Deployment)

ESF11: 農業支援

6

当面の対策計画 (Incident Action Plan)

7

事案規模に応じた柔軟な組織編制
(Modular Organization)

重要性は、こうした FEMA のしくみからも読み取れると思います。
通信や輸送、補給や医療支援は、この分科会の大きなテーマでも

ESF 2: 通信支援

あるロジスティックスが関わってくる部門となります。
そしてもうひとつ大切なのが多機関の連携とその調整システムで、

ESF 4: 消防支援

多機関調整システム（Multi-Agency Coordination System：以

ESF 5: 緊急事態管理支援

下 MACS）と呼ばれています。MACS は施設・資機材・人・手順

ESF 6: 人道支援

によって構成されています。その例を【図③】にまとめてみました。

ESF 7: 補給支援

図の中央上にいるのが On-Scene Command で、現場のコマン

ESF 8: 公衆衛生・医療支援

ドを司る現場指揮官となります。それに対して Dispatch は、必要
な人材や資機材を派遣する係。Resource Coordination Centers

ESF10: 油及び危険物対応支援

では、必要な資材や物資のコーディネーションを一括して行ないま
す。そして Emergency Operations Centers（災害対策本部：以

ESF12: エネルギー支援

下 EOCs）があります。こうした機関間でコーディネーションをとり

ESF13: 公衆安全・警備支援

ながら、システム的に動いていくことになります。日本もこうしたコン

ESF14: 長期的復興支援

センサスを醸成させていかなければなりません。

ESF15: 対外調整支援
ESF17: ペットおよび家畜ケア支援

タイプ #2 のインシデントになると、州または国（政府レベル）の
支援部隊が必要となり、各 ICS の機能（ファンクション）を設置す

FEMA における指揮命令系統の統一と多機関の連携

ESF18: 経営・金融支援

災害対策本部（EOCs）の機能とは何か

フが集まります。そこで現場とのコミュニケーションをとり、
プロトコー

EOCs は、現場をサポートをするところで、そこには多機関のスタッ

次に大切なのは指揮命令系統の統一です。

ることになります。このときの実行部隊は最大 200 名、オペレーショ

【図②】の中心線から左側が災害現場で、右側が非現場、すな

輸送支援に始まり、通信支援、公共土木・技術支援等々。これ

ンに関わる人員は最大 500 名まで。それ以上の規模のインシデント

わち会議室です。事件は会議室で起こっているのではないと言われ

らの支援は国として大きく打ち出しているもので、それが各州、各市

ルに基づいた管理が行なわれ、政府・自治体各階層に適応した対

がタイプ #1 です。東日本大震災は完全にタイプ #1 のインシデント

ますが、実際は会議室でも事件は起こっています。このふたつの現

までおりてきて、各地域の防災計画のなかにきちんと取り込まれてい

応をとる。こうしたことが EOCs に求められる機能になります。

でした。2014 年 10 月の台風第 26 号による伊豆大島の被害ですと、

場のコンビネーションを、ロジスティックスの側面に焦点を当てなが

ます。つまり、何らかのインシデントが発生した場合、自分たちはど

タイプ #1 と 2 の間くらいの規模になるかと思われます。

ら考えてみましょう。

ういう役割を担わなければならないのか、準備の段階から予め決め

になります。左側の On-Scene Multi-Agency Coordination は現

られており、それぞれの立場でその責務を把握しているわけです。

場のコマンダーを意味します。現場では、Incident Commander/

ICS13 の特徴については、その概要をまとめましたので参照してく
ださい【表②】
。

FEMA では、
災害時に必要な緊急支援機能を ESF（Emergency
Support Function）として次の 18 項目に分けています。

このあたりが我が国の脆弱なところで、官民一体となった支援体

安全 渉外 広報
要請

計画

ジェネラルスタッフ

現場指揮官

指揮

財務総務

On-Scene Command
現場指揮官

要請

支援・調整
EOC/IOC

支援・調整

Dispatch

要請

報告

現場

Unified Commander がリエゾンしながら対応の調整を進めていき

コマンドスタッフ

現場近くの
適宜の場所

後方支援

では EOCs はどのように機能するのか。それを示すのが【図④】

多機関調整システム

Resource Coordination Centers

自治体・州

支援・調整
実行部隊

災害・事故現場（狭義の ICS）
【図②】FEMA 指揮命令系統の統一
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政府
Coordination Entities/ Groups

非現場（国家インシデントマネジメントシステム MIMS）

Emergency Operations Centers
災害対策本部（EOCs）

【図③】多機関調整システム（Multi-Agency Coordination System：MACS）
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

HazMat Incident
Commander

Law Enforcement
Incident Commander

Unified Incident
Objectives

Safety Officer

Fire Rescue Incident
Commander

Public Information
Officer

Liaison Officer

Operations
Section Chief

Planning
Section Chief

Logistics
Section Chief

Finance/
Administration
Section Chief

Task Force（混成部隊）
Strike Team（専門部隊）

【図⑤】要請と支援の流れ

【図④】Emergency Operations Centers（EOCs）の機能

【図⑥】複数組織が関わる現場での統一指揮 (Unified Command)

FEMA では、複数組織が関わる現場での統一指揮 (Unified

確保・
［2］事態の沈静化・
［3］財産や環境の保護といった戦略目

Command) は、各組織の指揮者が協力して統合的に指揮する（合

標・戦術目標を明確にし、指揮官が詳細な事項まで命令せずとも

議形式）と謳っています【図⑥】
。つまり、消防・警察・自衛隊の

構成員の自律的な行動を確保すること。FEMA では、こうした目標

特殊部隊等の部隊が集まったとき、それがひとつの頭脳としてはたら

を共有するためのフォーマットが標準化されています【図⑦】
。

くことを目指しているわけですね。
目的がばらばらですと、各部隊に無駄な動きが起こりかねません。

ます。事案が大きくなってくると、その機能が現場から会議室（Off-

提供する一連のプロセスがその主な役割となります。

Scene EOCs and/or MAC Groups）に移ります。ここで、先ほど
ご説明した多機関調整システム（MACS）のグループが、資材を
調達する部門や法律を司る部門などと関わりながら、MAC のグルー
プ全体のコーディネーションを進めていくことになります。

Coordination 調整の役割

• 対応組織に対し継続的な支援を提供する一連のプロセス
• 事案に対する優先順位
• 重要な資源配分

要請と支援、指揮と調整の違いとは何か

要請と支援の流れ【図⑤】
、そのための指揮と調整に関わる問題

は、よく議論になるテーマのひとつです。現場と非現場とによって視

• 情報通信システムの統合

そして、調整の役割は事案に対して優先順位をつけること。たと

整を一緒くたに捉えている方もいるようですが、このふたつはまった

えばヘリコプターが足りないから、こちらの現場を優先しようといっ

く異なるものですので、予めはっきりさせておく必要があります。

た判断ですね。優先順位を決定するという責務があるため、調整の
立場にある人はときにシビアな判断を迫られることもあります。

くまでも現場レベルが対象となります。現場レベルで迅速な意思決
定をすること。現場で活動する隊員の安全を図ることが、指揮官の
役割です。

戦略面でも協力が可能になる。部隊が共通の資源として使われるこ

【図⑦】目標による管理 (Management by Objectives)

とになりますので、資源の有効活用にもつながり、全体をとおしての
安全管理体制を図ることが可能になります。
各組織の指揮者が協力して統合的に指揮する（合議形式）
• 優先順位や制限に関する共通理解の確立
• 対応目的の共通化
• 戦略面での協力
• スムースな情報共有
• 重複の排除

事案対応の優先順位
• 人命

• 事案の沈静化
Command 指揮の役割

めにも、目的をはっきりと決めて共通化していくことは必須です。ス
ムースな情報共有によって活動の重複を排除することもできますし、

• 情報共有

点が異なることから論点がずれてしまうのかもしれません。指揮と調

Command は指揮命令・統制を発動するところですが、これはあ

自衛隊が捜査したところを消防が重複して探すといったことが、これ
までの日本の震災でもしばしばありました。そうした無駄をなくすた

• 財産・環境に対する危険

• 法制、規制、または代理権に基づく指示・命令・統制を発動

• 重要なインフラ

• 現場レベル

• 経済インパクト

• 迅速な意思決定

• その他

• 資源の有効活用
• 部隊の安全管理体制

セーフティオフィサーもパブリックインフォメーションもリエゾンも、
それぞれのトップがひとつのコマンドを形成して、ひとつのコマンドス
タッフとして機能する──これがユニファイドコマンドです。こうした
組織体制も日本は醸成していく必要があります。

• 現場で活動する隊員の安全
• 効率的な事案の収拾

複数組織が関わる現場での連携指揮 (Unified Command)

目標による管理 (Management by Objectives)

一方の Coordination は、対応組織に対しての継続的な支援を

現場で指揮をとればいいのか。これもしばしば議論になる問題です。

ります。対応目標に優先順位をつけること。すなわち、
［1］人命の
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インシデントに対応する組織が複数にわたる場合、いったい誰が

目標による管理についても、きちんとフォーマット化する必要があ
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さらに、FEMA ではこうした一連の活動を有効なものとするため、

●

FEMA では、そうした責任事項についても文書化しています【資

当面の対応計画を策定し、それに基づく具体的な対応やその期限

料②】
。全部翻訳して皆さんにお渡しするつもりでしたができません

を明確化し、それを共有するための標準化されたフォーマットを提

でした。どうぞ各自で翻訳してみてください。

示しています【資料①】
。

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図⑨】事案規模に応じた柔軟な組織編制 (Modular Organization)

ICS の組織に関わっている人はすべて、これら共通の責任事項を

Incident Command（現場指揮部）

認識する必要があります。その事項のなかには ICS214 や ICS225
事案規模に応じた柔軟な組織編制 (Modular Organization)

いつも私はこのテーマを説明する際、工具箱をたとえとして出すの

などが登場し、それらを共通のフォーマットとして使用しなさいとして

Public Information Officer（広報官）

います。

ですが、さまざまなインシデントに対応するためには、最初からある

Safety Officer（安全管理官）

特定の組織をつくるのではなくて、その事案の規模に応じて、工具
箱の中から必要な工具だけを取り出して、それに適った組織をつく

Liaison Officer（渉外官）

【資料②】共通責任事項 Common Responsibilities

ればいいとお伝えしています【図⑧】
。組織は、事案に応じてアメー
バーのように自在に伸びたり縮んだりしながら、
生き物のように変わっ

Operations Section（実行部）

ていくものだからです。
そして、こうしたフレキシブルな組織で事案に対応するためには、

Planning Section（計画情報部）

Staging Area（待機所）

災害対応業務の透明化・質の確保 (Accountability) が欠かせま
せん。業務の質を確保するためには、以下のポイントをしっかりおさ

Branches（支部） Air Supoort Branch
（航空支援支部）

えておくことが大事になってきます。

［4］直接指揮限界（Span of Control)

Air Tactical Guoup（航空先述班）

［5］資源トラッキング（Resource Tracking)
Complete

Medical Unit（医療係）
Food Unit（食料係）

Support Branch（支援支部）

Common Responsibilities

災害対応は機械がやるものではありません。すべて人間がやらな

□

ければならないことで、それぞれのファンクションには必ず責任が

Receive briefing from immediate supervisor and document briefing
on a Unit Log (ICS214).

□

Coordinate with Agency Representatives from assisting or
cooperating agencies. Report to the Liaison Officer at the ICP after
check in.

□

Acquire work materials.

284

Communication Unit（通信係）

Air Supoort Guoup（航空支援班）

［3］指揮命令系統の統一（Unity of Command)

【資料①】当面の対策計画 (INCIDENT ACTION PLAN)

Resouce Unit（勢力係）
Situation Unit（現状係）
Demobiliation Unit（解除係）

［2］当面の対策計画（Incident Action Plan)

Finance/ Administration Section
（財務／総務部）

Service Branch（補給支部）

Documentation Unit（文書係）

Divisions（地域隊）or
Guoups（班）

［1］現場への到着報告（Check In) (ICS211)

伴ってきます。

Logistics Section（後方支援部）

□

Abide by organizational code of ethics, policies, procedures, and
applicable labor agreements.

□

Participate in Incident Management Team meetings and briefings as
appropriate.

□

Ensure compliance with all safety practices and procedures. Report
unsafe conditions to the Safety Officer.

□

Supervisors: Maintain accountability for assigned personnel with
regard to exact location(s), personal safety, and welfare at all times,
especially when working in or around incident operations.

□

Know the assigned communications methods and procedures for the
area of responsibility and ensure that communications equipment is
operating properly.

□

Use plain language and ICS terminology (no codes) in all radio
communications.

Complete

Common Responsibilities

□

Complete forms, reports, and Unit Log (ICS214) that are required of
the assigned position and ensure proper disposition of incident
documentation as directed by the Documentation Unit.

□

Ensure all equipment is operational prior to each work period.

□

Report any signs/symptoms of extended incident stress, injury,
fatigue, or illness to a supervisor.

□

Brief shift replacement about ongoing operations when relieved at
operational periods or during rotation.

□

Respond to demobilization orders and brief subordinates regarding
demobilization.

□

Prepare personal belongings for demobilization.

□

Complete demobilization checkout process before being released
from the incident, including the return of all equipment.

□

Upon demobilization, report estimated time of arrival (ETA) to home
agency.

□

Participate in after-action activities as directed.

Strike Teams（専門部隊）

Supply Unit（手配係）

Task Forces（混成部隊）

Facilities Unit（施設係）

Single Reseources（単独勢力）

Ground Support Unit（輸送支援係）

Time Unit（労務係）
Procurement Unit（契約係）
Compensation/Claims Unit（賠償係）
Cost Unit（費用係）

https://www.toolstop.co.uk/toolstop-tool-set-chrome-vanadium-in-toolbox-73-piece-p73987 より
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リーダーの責任事項 (Leadership Responsibilities)

• 清算方法・重複の排除

す【資料③】
。各ファンクションのリーダーは、これらの事項をきち

• 部隊の安全管理体制

文書のなかには「リーダーとしての責任事項」というものもありま

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図⑩】後方支援部（Logistics Section）を２つの支部に分けたケース

• 資源の有効活用

Logistics Section（後方支援部）

んと把握して実践しなければならないことが記されています。
こうした責任事項は、訓練を実施する際、そのままチェックリスト

これが ICS でいう Logistics Section（後方支援部）にあたるわ

としても活用できます。私は日頃からこのリストを持ち歩いています。

けですが、資源管理に関しても事案規模に応じて柔軟に編成するよ

現場に入ると、どうしても抜けてしまうことがありますので、こうした

う記されています。ここで重要なのは、3 人から 7 人という監督限

リストに基づいて戦略を立て、実行、実践するようにしています。

界の範囲内で部局を立ち上げていくということです。

災害対策本部は、刻々と変化する現場の状況に応じて柔軟に対

通信、医療などがあります。必要なものを調達・手配するのがサプ

～ 12 時間の活動サイクルで回りますが、その間の要員の交代や計

ライユニット（Supply Unit）
。食料係（Food Unit）も重要です。

画立案、状況確認の統一等、現場での対応を効果的にするための

食べものがないと部隊の運用はできません。グランドサポートユニッ

方法が「プランニング P」です。
「プランニング P」については、次

ト（Ground Support Unit）とは輸送係のこと。コミュニケーショ

の講演で市民キャビネット災害支援部会の上村貴広さんたちから発

ンユニット（Communications Unit）は通信係、ファシリティユ

Communication Unit
（通信係）

Food Unit（食料係）

ときに事案が大きくなって、機能を増やしたり、さらに細かいこと

リソースマネジメントとは、資源をどのように分類・発注し、配達

に対応しなければならなくなるケースがあります。そうした場合どのよ

して回収するか、トラッキングの管理をすることで、災害対応の際は、

うに対応するかと言いますと、たとえば後方支援部隊であれば、補

これもひとつのシステムとして確立させる必要があります。

給支部（Service Branch）と支援支部（Support Branch）に分

Supply Unit
（調達・手配係）

Facilities Unit（施設係）

Ground Support Unit
（輸送支援係）

Medical Unit（医療係）

ニット（Facilities Unit）は施設係で、それからメディカルユニット
（Medical Unit）が医療を担当する係となります【図⑨参照】
。

統合された資源管理 (Resource Management)

Support Branch（支援支部）

後方支援・兵站部の代表的な機能には、調達・手配、輸送、

応計画を実践するサイクルで運用されます。危機対応は基本的に 8

表があると思いますので、ここでは詳細を省きます。

Service Branch（補給支部）

Incident Dispatcher
（指令・派遣管理官）

Ordering Manager Receiving & Distribution
（発注担当官）
Manager（受領・配給官）

Responder
Rehabilitation Manager
（対応者健康管理官）

Equipment Manager
（車両・資機材担当官）

Facility Maintenance
Security Manager Base/Camp Manager
Specialist（営繕担当官）（保安担当官）
（基地担当官）

けます【図⑩】
。補給支部の下には、通信係・医療係・食料係を
配置する。さらに通信係の下に指令・派遣管理官を配置。医療係

• 資源分類
• 発注方法
• 配達方法
• トラッキング方式
• 回収方法

の下に対応者健康管理官を配置というように、機能を増やしていき

では、誰がチームのなかでその職務につくのか。これは事案が発

ます。支援支部では、施設係の下に営繕担当官や保安担当官、基

生したり、災害現場に対応する時点にならなければわかりません。

地の担当官などが配置されます。私の専門は消防でロジスティック

ICS の原則としては、最初に現場に入った人がそれを担う。インシ

スではありませんけれども、こういったロジスティックスに支えられな

デントコマンダーになるという大原則があります。つまり、誰もがこう

ければ、有効な消防活動ができないことは明確です。

いったロジスティックスセクションチーフにいきなり任命される可能性

これらのことをきっちり交通整理して、システム化しているところが
【資料③】リーダーの責任事項 Leadership Responsibilities
Complete

Leadership Responsibilities

□

Review Common Responsibilities.

□

Upon check-in, receive briefing from supervisor.

□

Participate in incident meetings and briefings, as required.

□

Determine current status of Unit activities and personnel.

□

Determine resource needs.

□
□
□

Conduct briefings.

□

Assign specific duties to staff and supervise staff.

□

Develop and implement accountability, safety, and security
measures for assigned resources.

□

Supervise demobilization of Unit, including storage of equipment
and supplies.

□

Conduct debriefings with any assigned personnel.

Complete
□

ICS のいいところだと思います。こうしてできた組織で支援活動を支

各機能担当者の責任とは何か

【資料④】後方支援部長の主な責任
Major Responsibilities of the Logistics Section Chief
Complete
□
□

Logistics Chief Major Responsibilities
Review Common Responsibilities in Chapter 3.
Plan the organization of the Logistics Section.

があるわけです。だからこそ、各セクションの役割とその責任を平時

□

Assign work locations and preliminary work tasks to Section
personnel.

から理解しておく必要があります。

□

Notify the Resources Unit of the Logistics Section Units activated,
including names and locations of assigned personnel.

□

Assemble and brief Logistics Branch Directors and Unit Leaders.

えていく。これが FEMA で取り入れられている方式です。
FEMA の ICS 教育はどのように行なわれているのか

FEMA は、こういった一連の教育をオンラインを介して展開してい

□

Determine and supply immediate incident resources and facility
needs.

□

In conjunction with Command, develop and advise all Sections of
the Incident Management Team regarding resource approval and
the requesting process.

ではこうした組織が立ち上がったとき、それぞれの部門の責任は

ます。オンラインの教育には、ベーシックコース、応用コース、多機

どうなるのでしょうか。たとえば後方支援部長の責任として、次のよ

能調整システムのコースがあります。IS-100、IS-700 がベーシック

□

Order additional resources, as needed.

うなことが記されています【資料④】
。けっこういろいろ細かいことが

コースで、基本的な ICS のファンクションを学びます。IS-200、IS-

Review Operational Planning Worksheet (ICS215) and estimate
Section needs for upcoming operational periods.

□

Confirm dispatch and ETA of staff, equipment, and supplies.

書かれていますが、代表的なところをいくつか紹介しますと

800 が応用コース。IS-300 IS-400 は実施コースで、だいたい 1 週

Identify long-term service and support requirements for planned
and expected operations.

□

Advise Command and other Section Chiefs on resources availability
to support incident needs.

Leadership Responsibilities
Provide Supply Unit Leader with a list of supplies to be replenished
and equipment to be repaired.

□

Maintain Unit records, including Unit Log (ICS214).

□

Complete Incident Personnel Performance Rating (ICS225) if
required.

間の訓練を経て修得するものです。
• チャプター #3 に記されている共有責任事項をきちんと実行する
• ロジスティックス全体のプランをつくる
• 追加リソースの要求を調整し処理する

Complete

【ベーシックコース】
IS-100 Introduction to the Incident Command System
IS-700 National Incident Management System (NIMS) An introduction

さらに、補給支援部長、通信係長、医療係長、食料係長、支
援支部長、調達・手配係長、施設係長、輸送支援係長それぞれ
の主な責任が記されており、こうした項目に基づいて、自分の責任
が果たせているかどうかを確認していきます。
このように、各機能のファンクションの責任者・担当者の責任を
一つひとつ明確にして、本来自分がやるべきことを認識する。そのこ
とによって、同じグループにいる人たちのなかでそれぞれの役割を共
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有できるわけです。

【応用コース】
IS-200 ICS for Single Resources and Initial Action Incident
IS-800 National Response Framework, An Introduction
IS-300 Intermediate ICS for Expanding Incidents
IS-400 Advanced ICS, Command and General Staff-Complex Incidents

Logistics Chief Major Responsibilities

□

Provide input to and review the incident Radio Communications
Plan (ICS205), Medical Plan (ICS206), and Traffic Plan.

□

Identify resources needs for incident contingencies.

□
□
□

Coordinate and process requests for additional resources.
Track resource effectiveness and make necessary adjustments.
Advise on current service and support capabilities.

□

Request and/or set up expanded ordering processes, as
appropriate, to support incident.

□

Develop recommended list of Section resources to be demobilized
and initiate recommendation for release, when appropriate.

□

Receive and implement applicable portions of the Incident
Demobilization Plan.

□

Ensure the general welfare and safety of Logistics Section
personnel.

□

Maintain a Unit Log (ICS214).
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学ぶ
Learn

【ポジション別コース】
E/L 950: NIMS ICS All-Hazards Position Specific Incident Commander
E/L 952: NIMS ICS All-Hazards Position Specific Public Information Officer
E/L 954: NIMS ICS All-Hazards Position Specific Safety Officer
E/L 956: NIMS ICS All-Hazards Position Specific Liaison Officer

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図⑫】TEEX 施設概要

災害対応に関する適切な
情報・知識・技能を学習

1.Brayton Fire Training Field
消火訓練施設（410,000 ㎡ =120,000 坪）

見せる
Show

2.Disaster City®
住宅、オフィス、ショッピングモール、劇場など各種建物の
模擬倒壊現場を再現したエリア（210,000 ㎡＝ 63,000 坪）

E/L 958: All-Hazards Position Specific Operations Section Chief

3.Emergency Operations Training Center
災害対策指揮本部訓練・危機管理マネージメント、多機関合
同訓練、統合指揮訓練を行なうエリア（3,000 ㎡＝ 900 坪）

評価する
Evaluation

E/L 960: NIMS ICS All-Hazards Position Specif ic Division/Group
Supervisor
E/L 962: All-Hazards Position Specific Planning Section Chief
E/L 964: All-Hazards Position Specific Situation Unit Leader
E/L 965: All-Hazards Position Specific Resources Unit Leader
E/L 967: All-Hazards Position Specific Logistics Section Chief
E/L 969: All-Hazards Position Specific Communications Unit Leader

試す
Exercise
身に付いたかどうかを確認

E/L 970: All-Hazards Position Specific Supply Unit Leader
E/L 971: All-Hazards Position Specific Facilities Unit Leader

練習する
Drill
習熟度を上げるために
反復して練習

【図⑪】災害対応能力向上のために必要なこと

E/L 973: All-Hazards Position Specific Finance/Admin. Section Chief
E/L 975: All-Hazards Position Specific Finance/Admin. Unit Leader Course

【多機関調整システム】

災害対応に関する適切な情報・知識・技能を学習し身につける必

限られています。しかし考えてみれば、全国に約 90 万人いる消防

ンターで、行政の災害対策本部に関わる人を対象に、災害対策指

IS-706 NIMS Interstate Mutual Aid, an Introduction

要があります。そして学んだことを元に練習（Drill）すること。ドリ

団員一人ひとりに継続的な教育と訓練をしていくことは現実的に不

揮本部訓練・危機管理マネージメント・多機関合同訓練・統合指

IS-775 EOC Management and Operations

ルというのは何度も繰り返すことで、練習を重ねながら個人のスキル

可能と言ってもいい。実際、日本全国にある消防学校、総務省の

揮訓練が行なわれる施設です。広さは約 3,000㎡（900 坪）
、建

G-191 Incident Command System/Emergency Operations Center

を高めていきます。ちなみに我々国防省の消防士は、年間 120 時

消防大学校だけで教育することは無理だと思います。

設費は約 8 億円かけられました。たとえば、ニューヨーク州の危機

Interface

間のドリルをするように定められていますが、現実的には皆、300

IS-701 NIMS Multiagency Coordination System (MACS)

時間以上の時間をかけて練習に励んでいます。
http://www.training.fema.gov/IS/crslist.asp?page=all

TEEX は、テキサス A&M 大学システムが運営している民間の施
設で 80 年以上の歴史があります。敷地面積は約 120,000㎡（36

管理官たちが集まって 1 週間合宿し、ここでいろいろな想定練習を
行なってスキルを上げて帰っていくわけです。我々消防士にとっては、

練習したら、今度はそれを試して（Exercise）
、身に付いたかどう

万坪 = 東京ドーム 26 個分）
。現在も敷地を広げているようですの

まるで消防士のためのディズニーランドのようなところで、ここにくる

かを確認しなければなりません。エクササイズにもいろいろありまし

で、もう少し規模が大きくなっているはずです。2012 年会計年度予

とわくわくします。

算約 65 億円（$1=80 円計算）と報告されています。

ポジション別のコースもいろいろ分かれておりまして、E/L960 とい

て、図上練習に始まり、ファンクショナルエクササイズでは各機能ご

うコースでは、スーパーバイザーの学びがあります。上で色別にして

とにうまく運用できるかどうかを確認します。最後に行なうのがフル

ここで年間 5,150 の授業が行なわれ、世界中から来る約 18 万

いるコースが、今回お伝えしたロジスティックスセクションに関係が

スケールエクササイズで、さまざまな機能をすべて集めた総合的な

人に訓練を提供しています。教育を担当するのは、警察・消防・軍

ある人たちの学びのコースとなります。

訓練を実施します。うまくいったこと、いかなかったこと、その結果

隊の OB。約 1,000 人の従業員が、常勤や非常勤としてインストラ

を正当に評価することも大事です。この評価するところまでやらない

クターをやっています。これまで災害現場を経験してきたプロフェッ

日本も同じように民間の活力を利用していくべきだと、私はずっと提

と片手落ちになります。

ショナルたちの第二、第三の就職先にもなっているわけです。

案し続けています。

アメリカでは、
災害対策本部に関わる行政の職員は自分のポジショ
ンに応じて、これらのコースを受講することが義務化されています。
その資格をもっていなければ災害対策本部に入ることができません。

図の中に「見せる（Show）
」とありますが、これは関連多機関

しかし実のところ、アメリカでもようやくという段階です。まだまだ知

の間でそれぞれの機能を確認し合うことで、年に一度行なう出初め

らない人もたくさんいるのが実情ではあるのですが、関係者が学ぶ

式や防災訓練のことではありません。あれはどちらかと言えば、一

TEEX は、テキサスサクスフォース #1 という部隊をもっていまして、
大きな災害が起きた場合は、ここから教官たちがチームをつくって災
害現場に出動して活動にあたる実行部隊でもあります。
アメリカでは、こうした民間の活力を有効に活用しているんですね。

TEEX の敷地は 3 つのブロックに分けられています。
［1］ Brayton Fire Training Field

真の国土強靭化へ向けて

ここが消火訓練施設で、約 410,000㎡（120,000 坪）の中に建

2013 年 12 月、自民党から「台風 26 号に係る災害対応の教訓

べきことを FEMA がいろいろなコースを用意して提供していること。

般の人向けのデモンストレーションですから、それと混同してはなり

物火災・高層建築物・タンク・工業施設・船舶などの建造物があり、

を踏まえた中間提言」が出されました【資料⑤】
。そのなかで「米

災害を司る省庁が、その重要性をはっきりわかっていることは大変

ません。こうしたことを総合的な視点をもって議論し、計画を立て、

実火災を想定した訓練を行ないます。年間約 4,000 人が消防訓練

国の ICS（Incident Command System）をはじめとして、先進各

いいことだと思います。
災害対応能力向上のために必要なことは何か

私は現在、いろいろな委員会や検討会に参加していますが、どこ

に行っても皆さん、
教育と訓練が重要だと口をそろえます。それはもっ

実施することで、ようやく災害対応能力向上につながるサイクルが生

として活用しています。

国には標準化された災害・危機対応のシステムがある。我が国でも

まれてきます。

［2］ Disaster City®

日本版 ICS とも呼ぶべき標準化されたシステムを早期に検討・導入

アメリカではどのような訓練が行なわれているか

模擬倒壊現場を再現したエリアです。約 210,000㎡（63,000 坪）

ここは住宅・オフィス・ショッピングモール・劇場など各種建物の

すべきである。
」と記されています。
そして「そのためには、教育訓練の基準の策定、訓練施設の確

こうした訓練をアメリカでどのようにやっているかと言いますと、

の規模があり、約 8 億円の建設費がかけられました。なかに脱線

保等も同時に必要になってくる。 防災・危機管理訓練研修のナショ

ともなことです。しかし、教育と訓練が大事と言いながらも、それぞ

TEXAS ENGINEERING EXTENSION SERVICE（以下 TEEX）

車両があるのですが、これは国内の鉄道会社が寄付してくれたもの

ナルセンターとして、消防訓練施設、模擬災害現場および指揮訓

れの現場を見ていきますと、そのための具体的な対策がほとんどな

という大規模な施設で訓練が行なわれています。私も TEEX でいろ

が使われています。そのほかにもいろいろな機関から寄付された資

練施設等を設置し、機能的、実用的な教育訓練を提供することも

されていないというのが実情です。

いろな資格取りました。冒頭の写真が、2012 年 8 月に自民党の衆

材でさまざまな施設が造られています。

検討すべきである。
」としています。

議院議員の務台俊介先生と視察に行ったときのものです。

［3］ Emergency Operations Training Center

災害対応能力向上のために必要なことは、
【図⑪】のようにまとめ
ることができます。まず大事なことは学ぶ（Learn）というステップ。
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日本の法律ですと、消防団に教育する資格があるのは消防士に

真ん中にあるのがエマージェンシーオペレーショントレーニングセ

また「住民にも、標準化された防災知識を学習する機会が確保
されなければならない。
」
「これらの政策を通じて、基本的に全ての
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国民が災害時にファーストレスポンダーとして機能し、行動できるこ

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図⑬】真の国土強靭化へ向けたマネジメント

とを目指し、日本の強靭化を期していくべきである。
」とあります。こ
れは私が考えることとまったく同じです。こうしたことを現実化してい
かない限り、日本は本当の意味で強くなっていきません。
日本のマネジメントに求められることは何か。
【図⑬】は梅山吾郎
先生の論文から拝借してきたものですが、やはりもっとも大事なこと
は「教育訓練プログラム」
「教育訓練施設」
、
そしてそれを支える「組
織体制」です。これらが三位一体となって整備されていかないと、
真の国土強靱化にはつながりません。
自助・共助・公助が、標準化された教育と訓練に基づいて結び
つけられること。その教育と訓練によって、拡張性・柔軟性・適応
性のあるスキルを個人個人が高めていくこと。それが公と融合して初
めてオールジャパン、ひとつのチームとなります。
数年後には東京オリンピック 2020 を控えております。この間にど
うやって日本の強靱化を実現していくか。それが我々に科せられた
大きなテーマです。決して他人事であってはなりません。
協働型大規模災害訓練（2014 年 1 月 24・25 日）
地域安全学会梗概集 No.28, 2011「日本で運用可能な US&R 訓練施設の設計資料
集成の作成検討」吉村晶子・梅山吾郎・小山真紀・清水秀丸・加古嘉信・佐藤史明・
関文夫 . 5 図 -1：今後求められる全体像より抜粋

自治体や NPO など、さまざまな機関が広域にわたって支援関係

ICS を活用した
協働型大規模災害訓練［1］

を展開するための地域間連携、すなわち「広域的地域間共助」を
推進するために、震災の経験と教訓を体系化し、全国 1080 余の
自治体にそのノウハウを周知すること。そして、そのための課題を調
査して抽出、分析して報告することが、今回、国土交通省から求め
られた内容でした。
2014 年度の「広域的地域間共助」推進事業のモデルには、私

講演［5］

特定非営利活動法人 すぎと SOHO クラブ

豊島 亮介

たちすぎとクラブをはじめ 11 団体が選定されています。杉戸町と富
岡町は、震災前から交流があり共助の関係にありましたので、今回
の事案は、調査というよりは報告事業に近い結果となりました。
「協働型大規模災害訓練」の具体的な内容については、この後、
市民キャビネットの上村貴広さんから紹介があると思いますので、私
のほうからは、埼玉県杉戸町と富岡町、川内村の 2 町 1 村がなぜ

【資料⑤】平成 25 年 12 月 11 日 自由民主党 災害対策特別委員会 報告書より抜粋
https://www.mutai-shunsuke.jp/pdf/mutai20131214_03.pdf

関係をもつようになり、それが協働型訓練の取り組みにまでつながっ

台風 26 号に係る災害対応の教訓を踏まえた中間提言

たのかをご説明します。
－中略－

広域的地域間共助推進事業から「協働型大規模災害訓練」へ

埼玉県杉戸町、福島県富岡町・川内村の関係

系的な災害対応訓練の機会を提供することも

住民にも、標準化された防災知識を学習する

必要である。これまでの当委員会での議論を

重要である。現状では、全くの未経験者が教

機会が確保されなければならない。住民がそ

ます。私たちの NPO は、2014 年 1 月 24・25 日に埼玉県杉戸市

れている春日部市の上に位置する町です【図①】
。北千住から電車

受けて、内閣府においては災害対策標準化検

育訓練を受けずに防災・危機管理の責任者に

の発達段階に応じ、あらゆる機会を通じて防

と福島県双葉郡の富岡町、そして富岡町に隣接する川内村の協議

で 30 分ほど。人口約 47,000 人で、埼玉県では一番大きな町とな

討会議が設置され、また、消防庁でも同様の

なるというケースも珍しくない。特に災害対

災についての理解と関心を深めることが出来

会と連携して、ICS を活用した「協働型大規模災害訓練」を開催

りました。福島県双葉郡の富岡町は、皆さんご存じのとおり、東京

検討が行われ始めているところである。

応の責任者には、その就任にあたって、公的

るよう、学校教育及び社会教育における防災

米国の ICS（Incident Command System）をは

に定めた水準の知識及び能力を要求するなど

に関する学習を促進することも求められる。

しました。この訓練に関わる一連の事業は、国土交通省の平成 25

電力福島第二原子力発電所があるところ。海寄りにある町で人口は

じめとして、先進各国には標準化された災害・

の方策も検討されるべきと思われる。そのた

これらの政策を通じて、基本的に全ての国民

年度「広域的地域間共助」推進モデル事業の一環として採択され

約 16,000 人。富岡町に隣接するのが川内村で、こちらは山寄りに

危機対応のシステムがある。我が国でも日本

めには、教育訓練の基準の策定、訓練施設の

が災害時にファーストレスポンダーとして機

たものでした。

あります。人口約 3,000 人のうち 800 〜 900 人が原発で働いてい

版 ICS とも呼ぶべき標準化されたシステムを

確保等も同時に必要になってくる。

能し、行動できることを目指し、日本の強靭

早期に検討・導入すべきである。

防災・危機管理訓練研修のナショナルセンター

化を期していくべきである。

同時に、国においても防災関係行政に携わる

として、消防訓練施設、模擬災害現場および

人材の育成と人材の厚みの確保にも本格的に

指揮訓練施設等を設置し、機能的、実用的な

取り組む必要がある。

教育訓練を提供することも検討すべきである。

◆整備されるべき防災体制

自治体の長をはじめとして、地方公共団体に

さまざまな災害に的確に対応できる災害対応

おいても災害対応の職にある者に対して、体

の標準化を政府において迅速に進めることが

－以下省略－

豊島亮介：特定非営利活動法人すぎと SOHO クラブの豊島と申し

東日本大震災では、友好都市や姉妹都市を結んでいた公共自治

たと言われ、このふたつの自治体は生活圏をほぼ同じくしています。

体が有効な支援活動を展開していました。自治体に限らず、NPO

杉戸町と富岡町との交流は、少年少女のソフトテニスをきっかけ

や民間企業など、さまざまな機関の間で平時から構築されてきた人

に 1996 年頃から始まっています。杉戸町にある民間のソフトテニス

間関係が、有事の際にも効果的に機能を発揮した事例が数多く報

チームが、合宿のために富岡町の施設を使っていました。

告されています。
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杉戸町は、埼玉県の東側、漫画の「クレヨンしんちゃん」で知ら

その後、町長や職員、議会議員、区長などの相互交流へと発展
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川内村

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図③】2 町 1 村 NPO の協議会設立の関係

福島市
郡山市

郡山市
富岡町

福島県

富岡町
福島第二原発

川内村

新潟中越地震

埼玉県
杉戸町

かわまちづくり
民間防災協定
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【図①】杉戸町と富岡町・川内村の位置関係

【図②】第二原発と富岡町・川内村の位置関係（Google Map より）

していきまして、2002 年には両町の小学校がお互いの学校を訪問

避難者を搬送するために 8 台のバスが手配されました。住民の健

カ所、幸手市と宮代町で 2 カ所、合計 4 カ所の施設を避難先とし

キーワードとなったのが「あいきょう」ということばです。
「あいきょ

し合うまでの関係になりました。こうした流れから、杉戸町と富岡町

康状態をチェックするために看護師も同乗しています。このバスは、

て確保し、合計 200 人近い村民と町民を受け入れました。

う」というひらがなに、愛郷・愛京・相教・相響・会協・愛嬌と

は 2010 年 11 月 3 日に友好都市協定を締結し、正式な友好都市

川内村に避難している 20,000 人を郡山市にあるビッグパレット福島

となっています。

に搬送するために利用されました。

東日本大震災時、杉戸町と富岡町、川内村の間では、こうした
経緯で時々刻々、状況に応じてさまざまな対応がとられていきました。

支援 NPO

避難後の帰村

いった漢字を当てはめて、いざというときに助け合う仲間との広域共
助（セーフティ・コミュニティ）を提唱しました。

東日本大震災時は、その 4 カ月後に発生しました。発電所の事

なぜビッグパレット福島に避難したのか。これも調査の結果明らか

故により、10 キロ圏内にある富岡町は全町民が一斉避難を強いら

になったことですが、福島県は当初、もっと遠い場所に避難するよ

やがて 2012 年 1 月に川内村が帰村宣言をして村に帰ろうという段

災協定」でした。その当時は、流域交流イベント等での飲み会の席

れ、発災翌日、富岡町の住民は近隣の川内村に避難しています。

う指示を出していました。しかし現実的な問題として、20,000 人近

階になると、NPO 埼玉ネットは復興祭の開催や地域拠点整備など

で「何か困ったことがあったら助けに行くからね。困ったときには助

にボランティアを派遣し、交流支援を展開しました。

けに来てね、よろしく」という覚書を交わす程度のものでしたが、実

そしてその支援のかたちも、時間の経緯とともに変わっていきます。

12,000 人の町民が人口 3,000 人の村に避難するという状況となり

くに膨れ上がった村民と町民を一度に避難させることはできません。

ました。これは新聞報道でもなかなか上がってこない数字ですが、

そこで当時の川内村総務課課長は、やはり普段づきあいのあったビッ

私たちが現地で調査した結果、事実として確認できたことです。そ

グパレット福島の所長に衛星電話を使って連絡を入れ、避難所とし

事例は少ないと思うのですが、たとえば「放課後児童クラブ」とい

の 3 日後、今度は 30 キロ圏内に避難命令が下り、川内村の住民と

てそこを利用させてほしいと伝えました。

う学童を保育する事業を立ち上げ、杉戸町に避難している方を職員

そこに避難していた富岡町の住民は、再び避難を強いられることとな
ります【図②】
。
私たちすぎと SOHO クラブのメンバーは、普段から富岡町の方々

ビッグパレット福島には広大な駐車場があるんですね。総務課長

その交流支援は創業支援に発展していきます。全国でもこうした

このセイフティ・コミュニティで私たちが取り組んだのが「民間防

際に大きな災害が起きた被災地では、切実に支援を必要としている
のです。
普段の暮らしのなかで相手を思いやる生活をしていくことを「民間

として雇用しています。杉戸町には、地元に帰ることのできる避難者、

防災協定」の提言としていましたので、東日本大震災の発生を受け

は、そこにテントを張って避難場所として利用できると考えたわけで

できない避難者といろいろおりましたが、彼らのほうでも支援に頼り

た私たちは、これは支援に向かわなければならない重大事案だと判

す。県から指定された先ではなく、自分たちで状況を判断し、ビッグ

きりではいけない。自分たちでも動き出さなくてはいけないということ

断しました。こうした下地と経験がありましたので、震災の 3 日後に

とおつきあいがありましたので、途切れ途切れに入ってくる情報を耳

パレット福島を避難先として選択したことは、結果的に正解でした。

から、地域拠点整備や新事業をスタートし、その運用や自立支援、

支援に向かったのは当然の流れでした。
【写真①】が川村町で共同

にするたび「あの人はどうしているだろう」
と心配でいたたまれません。

そこで富岡町と川内村の人たちの避難生活が始まりました。

創業支援を行なっています。

記者発表を行なったときの模様です。杉戸町・富岡町・川内村の

発災から 3 日目の朝、ちょうど原発の爆発が報告された日でしたが、

併行して杉戸町では、ビッグパレット福島にいる避難者を町内の

各組長と副組長さんと、NPO のメンバーがいます。こうして広域的

私たちは多くの人たちの制止をふりきって、富岡町の住民が身を寄

施設に受け入れるための受援態勢を整え始めました。富岡町長から

せ合っている川内村の避難所に 1,000 人分の食糧をもって炊き出し

杉戸町あてに直接電話があり、町民を入浴設備のある施設に避難

の支援に入りました。

させてほしいという要望を受けましたので、それに適う施設を探しま

携によるとりくみが有効な支援活動につながっていきました。災害対

した。杉戸町にふたつある大きな施設にはお風呂も完備されていま

応には、行政間、行政と NPO との連携が不可欠で、それなくして

す。杉戸町は近隣の幸手市と宮代町にも協力を依頼し、計 4 か所

広域的な地域間の相互支援（共助）活動はできないということから、

杉戸町が富岡町と川内村の避難者のためにとった活動

町民の大部分が避難したことで、行政機能も場所を変えざるをえ

の施設に避難所を設置して避難者の受け入れを始めました。

なくなるのですが、当時の川内村長だった遠藤雄幸氏は、富岡町か
らの避難者に村のすべての施設を開放し、村役場内に富岡町の臨
時役場のスペースを確保しました。そして、この有事にあたるため、
富岡町と川内村の合同対策本部も設置されました。
12,000 人が避難できたのは、富岡町と川内村が普段づきあいし

杉戸町・富岡町・川内村の協議会を設立

このように東日本大震災では、平時からの交流や友好都市の連

2013 年、杉戸町・富岡町・川内村、そして私たちすぎと SOHO

平時からの交流関係が、有事の際に機能を発揮する

実は富岡町は東京の品川区と防災協定を結んでいました。友好

協議会のメンバーは、3 つの行政（杉戸町・豊岡町・川内村）
、
2 つの NPO（SOHO クラブ・NPO 埼玉ネット）の合計 5 機関

都市である杉戸町は、レベルとしてはそのひとつ下のランクになりま

で構成されています。協議会の必要性を唱え設立に注力したのは、

す。規定上では品川区に要請を出すところですが、当時の町長は、

2004 年 10月23日の新潟県中越地震での経験があったからでした。

東京都内も被害があるだろうと考えて、日頃つきあいのある杉戸町

すぎと SOHO クラブは 2009 年の文部科学省委託事業「学び合

だけ泊めてくれ」という程度の思いだったそうですが、最終的には

に連絡をしてきました。それを受けて杉戸町の町長は、宮代町と宮

い支えあい地域活性化推進事業」に参画し、川つながりのまちづく

には、それから 2 年も帰れない結果になってしまいました。

代町のトップにも協力を要請しています。従来であれば議会をとおす

りを推進してきました。水運が盛んだったかつて、川は人や物が行

案件ですが、緊急事態の対応ということで処理をして、杉戸町で 2

き交う地域の大動脈として地域をつなげる存在でした。その事業で
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【写真①】協議会設立の様子

クラブと NPO 埼玉ネットは協議会を設立します【図③】
。

ていたからにほかなりません。当初は、富岡町の町長も「まあ数日

こうした動きを機に杉戸町も動き出しまして、町長が号令を出して、

な地域間の相互支援、共助活動がスタートしました。

豊島様。協議会設立の写真データを
ご提供ください。
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●

【図④】広域的地域間共助の事業でめざすこと

ICS を活用した
協働型大規模災害訓練［2］

事業報告

専門家会議

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

事業主体：杉戸町（埼玉県）・富岡町（福島県）・川内村（福島県）
地域間共助推進協議会
日程：

1 日目：ICS を導入した図上訓練や川内村村長による講演、東
埼玉記念病院の東日本大震災支援事例紹介や明星大学

東日本大震災時の経験と教訓
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福島県
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福島県
川内村

市民キャビネット 災害支援部会・スマート ICT 部会

上村 貴広

受け入れ・避難・帰村

防災
交流

周知

地域

戦略

出展

協働型訓練

専門家会議

首都直下型地震を想定

専門的アドバイスと PDCA サイクルによる活性化

いたのか、その体験談を語っていただきました。たとえば東埼玉記

害支援部会・スマート ICT 部会の上村が、先般行なわれた「協働

ましたが、これは避難所対応としては初めての試みと言われています。

型大規模災害訓練」の内容についでご説明します。

国土交通省の「広域的地域間共助」推進モデル事業の目的は、

大きく分けてふたつあります。
ひとつは、これまでの活動に関するデータ収集と分析。そしてもう
ひとつが、実は事業の目的からは少し外れているのですが、その先

非営利活動法人「神奈川災害ボランティアネットワーク」の四者が

組織を整えて、適宜都心への支援に入ることを想定しました。杉戸

協働して運営する支援事業で、岩手県では「遠野まごころネット」

町に対しても、こうしたことを意識しながら災害対策を講じてほしい

の横に「かながわ金太郎ハウス（神奈川県）
」を設置して、後方支

ということを伝え、民間からのボトムアップのかたちで行なわれたの

援型の活動をしました。

が今回の訓練ということになります。

ここうした支援活動のなかで浮き彫りになったのは、自治体と

のこと。つまり、ICS と DIG を活用した協働型の災害訓練を実際に

NPO にしても、NPO と NPO にしても、それぞれの機関でスムース

このチームとともに実施することです。

で効率のよい協働活動が難しい場合もあったことです。

それをまとめると【図④】のようになります。事業報告とするだけ

その理由のひとつに、それぞれの機関がさまざまな方言で話して

でなく、東日本大震災の経験と教訓を活かして、非常時の防災、そ

いることが挙げられます。ばらばらな言語を使って各々が活動をして

して平時の活性化をめざしたい。防災訓練で災害対応を学びなが

いる限り、その活動の有効性には限界があります。有効性のある活

ら、同時に日常の活性化につなげていく。そうした活動をとおして、

動を実現するためには共通語が必要です。

普段づきあいのパイプをさらに太くしていきたいと考えたわけです。

各主体の活動目的を共有しながら、物的資源・人的資源をもっ

つづく市民キャビネットの上村貴広さんによる講演は、この左下に

と有効に使い実効性のある活動につなげたい。今回開催された ICS

示した ICS と DIG を使った協働型の訓練についてです。本来であ

（Incident Command System：以下 ICS）を使った「協働型大

れば、こうした訓練は、行政組織や消防、警察、あるいは自主防

規模災害訓練」は、
そうした連携による支援活動の充実とレベルアッ

災組織や民間団体などの災害対策本部が主体となってつくるもので

プをめざして実施されました。

すが、今回行なった協働型訓練は、私たちが調査を進め、分析す

訓練は、2014 年 1 月 24 日・25 日の 2 日間にわたって行なわ

るなかで明らかになったことを ICS DIG のしくみのなかに反映して、

れました。開催されるまでの経緯については、先ほど豊島さんから

提案事業として組み立てたものでした。

お話しがあったとおりです。ワークショップを中心に、ヘリコプター

この訓練では、首都圏の直下型地震を想定しています。杉戸町

移送訓練、トリアージ訓練などが行なわれました。

は東京首都圏から 30 〜 40 キロの地点にあります。田畑が多い地
域でそれほど大きな建物もありませんし、密集している住宅もほとん
どありません。そういうことから考えれば、東京で直下型の地震が
発生した際でも大規模な被害は想定されにくい。と言うことはつまり、
もし首都圏が壊滅状態に陥った場合、地域の防災ハブになる可能
性があるということです。
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念病院の取り組みのひとつに避難所で暮らす方々の健康診断があり
訓練は次のようなことを想定してプランがつくられました。

東日本大震災時、
私は「かながわ東日本大震災ボランティアステー
ション（事業）
」で支援活動をしていました。同ステーションは、
［1］
会福祉協議会［3］社会福祉法人神奈川県共同募金会［4］特定

そこで、都心には直接入れない状況のなか、その周辺で態勢や

スカッション

協働活動のために必要な共通言語

かながわ県民活動サポートセンター［2］社会福祉法人神奈川県社
広域的地域間共助でめざすこと

練、
東日本大震災時のICS 導入状況等の講演、
パネルディ

玉県）の担当者から、実際の避難所でどのようなことが行なわれて
ここからは豊島さんからバトンタッチしまして、市民キャビネット 災

ICS
DIG

び、パネルディスカッション、避難所体験など

2 日目：ヘリコプター移送訓練（災害救助犬等）やトリアージ訓

1 日目の講演では、
川内村（福島県）の村長や東埼玉記念病院（埼

活性化
専門家会議

天野教授による災害時のロジスティックス等の講演およ

［訓練概要］

東京湾北部を震源地とするマグニチュード 7（深さ 10 Km）の首
都直下地震が発生したと想定し、埼玉県杉戸町に、協働型災害

ボランティアセンターとして「NPO 災害支援センター」を設置し、
それを ICS を活用して災害支援対応にあたる。
［初動対応］

6:00 地 震発 生。自主参 集メンバーがセンターに集 結。最初

に到着したメンバーが本部責任者となり、初動対応を行ない、
ICS201（初動状況説明書）を作成する。
［プランニングサイクル］

事前に割り当てられている本部責任者が到着し権限委譲を行な

う。その後、合同会議（Incident briefing、Unified Command

meeting に相当）を実施し、それぞれの目標・活動方針（戦略）
を設定。ICS202（達成目標書）
、203（組織割当表）として、各

班に配布し共有する。ここから、各班対応計画（戦術）をワー

クショップ・図上演習（DIG）形式で立案し、ICS204（人員配置
表）を作成。IAP（Incident Action Plan：事案対応計画書）を
まとめる。

マニュアルに規定されたように、最初に到着したメンバーが本部
責任者（インシデントコマンダー）となって、初動対応にあたり、
ICS201（初動状況説明書）を作成します。

広域的地域間共助事業「協働型災害訓練」概要
日時：平成 26 年１月 24・25 日（金・土）
場所 :1 月 24 日：すぎとピア

1 月 25 日：エコ・スポいずみ＆江戸川スーパー堤防（埼玉
県杉戸町地内）

そしてここからが今回の訓練の目的とするところなのですが、各
班 対 応 計 画（ 戦 術 ）をワークショップ・ 図 上 演習（Disaster
Imagination Game：以下 DIG）形式で立案し、ICS204（人員
配置表）を作成。これを含めて、IAP（Incident Action Plan：
事案対応計画書）をまとめるまでが一連の流れになります。
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

9 月 11 日のフォーラムにつづき、10 月 15 日には IS100 につい

そのなかでも組織図の部分になります。

災害支援現場における指揮・連携・調整システムとしての ICS

ICS におけるプランニングサイクル

ICS におけるプランニングサイクル【図①】は、
【フロー①】のよ

ての講習会を開き、IS100 を使って行動を起こすことの意味や最低

どんな組織が立ち上がっているのか、また人的・物的の資源が

らいのため簡単にまとめると次のようになります。

うな流れで作成されます。四角で囲んだ部分は、特に日本の対応と

限のレベルを統一することの重要性を学んでもらいました。11 月に

どのようになっているかを確認し共有する。今回の訓練ではヘリコプ

して脆弱な部分です。日本の災害対応は得てして、場当たり的なと

は、アメリカの市民防災組織のメンバー向けの教材「IS315」を用

ターによる救助部隊や災害救助犬を伴った部隊が参加しましたが、

ころが多く、これを改善するためにも、きちんと目標を確立しプラン

いたオンライン講習会を開いています。

その規模はどれくらいで、何人くらいの人が集まっているのか、そう

ICS については、先ほど熊丸さんからも説明がありましたが、おさ

［ICS (Incident Command System)］

ICS とは、米国で開発された災害・事件現場、イベント等にお

ニングをして災害に対応していく必要があります。

と。2004 年以降、国家危機管理システム（National Incident

【フロー①】ICS におけるプランニングサイクル

ける指揮・調整等の手法を標準化したマネジメントシステムのこ
Management System7：NIMS）と称し、米国内で発生する災

害・事件などのあらゆる緊急事態に対応するため、連邦、州及

災害・事案発生

他国でも消防組織等で導入しているところもあり、世界的な危

初動対応

↓

び地方政府の行政機関等で、ICS を採用することとなっている。
機管理システムとなりつつある。

今回の訓練では、ICS を「災害支援現場における指揮・連携・
調整システム」と捉え、多種多様な NPO、大学等の組織や行政が、
災害初期から円滑に連携するためのツールとして位置づけています。
つまり、
それぞれの方言から共通言語で話ながら、
協働していきましょ
うということを目的としているわけです。

↓

Incident briefing（初動対応ブリーフィング）

Preparing for the
Planning Meeting

↓

Incident briefing（初動対応ブリーフィング）

↓

Unified Command meeting（合同指揮者会議）

↓

Objective meeting（目標決定会議）

↓

Tactics meeting（戦略・戦術会議）

Preparing for the
Tactics Meeting

IAP Prep &
Approval

Operations Briefing

Execute Plan &
Assess Progress

Initial IC/UC
Meeting

Initial Response &
Assessment
Notifications
Incident/Event
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と言っても、一般的な市民団体はもとより、行政職員もその本質を
充分に理解しているとは言い難いことから、訓練に先駆けて、2013

New Ops
Period Begins

【図②】初動対応・ICS201 の共有

↓
↓
↓
↓
↓
↓

Planning meeting（計画立案会議）
↓

Operation briefing（対応活動ブリーフィング）
↓

Operational Period（責任対応期間）開始

催し、長期的に ICS を学んでもらうことにしました。
熊丸さんからもお話しがありましたが、災害・事案が発生した場
• 2013 年 9 月 11 日

合、最初に現場に到着した人が指揮官となって初動対応をとります。

う』──秋冨慎司氏および、海上災害防止センター防災部長の

状況が報告されることになります。ICS201 の内容には、
地図や状況、

• 2013 年 10 月 15 日

物的資源の概要等が含まれています【図②】
。

フォーラム『自治体レベルから町内会までの危機管理を考えよ

事前に作成していた ICS201（初動状況説明書）に基づいて初期

萩原貴浩氏を招いて ICS の適用事例を学ぶ。

安全衛生についての情報、対応目標、対応状況ログ、組織図、人的・

「IS100 講習会」── IS100（ICS の入門レベルのオンライン講
座）の教材を用いた研修会を開催

Initial Response

Incident Briefing
Using ICS 201

ICS を活用した
「災害支援現場における指揮・連携・調整システム」

年 9 月 11 日から 2013 年 11 月までの間にフォーラムや講習会を開

Command &
General Staff
Meeting
IC/UC Develop/
Update Objectives
Meeting

Operational Period（責任対応期間）開始

対処を考えていくことになります。

【フロー②】ICS における初動対応

初動対応

Planning meeting（計画立案会議）

Planning
Meeting

ICS における初動対応は、
【フロー②】のような流れになります。

↓

Operation briefing（対応活動ブリーフィング）
Tactics Meeting

初動対応はどのようにとられるのか

災害・事案発生

Objective meeting（目標決定会議）

した情報を共有して、その資源に優先順位をつけてふりわけながら

いう流れになっています。

↓

Unified Command meeting（合同指揮者会議）

Tactics meeting（戦略・戦術会議）
【図①】ICS におけるプランニングサイクル

その後、11 月に班長レベルの会議と模擬訓練を行ないました。こ
ういった学びの場を事前に 4 回経験したうえで、訓練に参加すると

発災直後は情報もまだ少ないと思いますが、そうしたなかでも指
揮官は情報を整理して目標を決定し、何をするかを明確にしなけれ

• 2013 年 11 月以降

ばなりません。明確化するためには、決められたフォーマットで文書

バー向けのオンライン講座 [ICS パート ]）の教材を用いて Face

貼り付けるようなかたちになることもあります。

• 2013 年 11 月以降

見れば、今どのような状況になっているのか、関係者すべてがわか

「IS315 オンライン講習会」── IS315（米国市民防災組織メン
book 上においてオンライン講習会を開催

班長会議および模擬訓練── ICS 組織における班長レベルでの
訓練内容の共有および模擬訓練を複数回実施

化されることもありますし、実際の現場ではホワイトボードに書いて
ここで重要なのは、そうした情報をしっかり共有すること。それを
るようなかたちで初動対応の共有をする必要があります。
今回の訓練はロジスティックスがテーマですので、重要なところは
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ICS による合同指揮の確立・対応目標の設定

こうした経緯を経たうえで、ICS による合同指揮の確立・対応目

標を設定します【フロー③】
。私たちの NPO をはじめ、支援に関
わる NPO は多種多様あります。複数の団体が集まっているなかで、
ひとつの団体が現場を仕切ることは難しい側面がありますので、各
団体から有力なメンバーに集まってもらい、合議形式で目標設定を
し、対応方針を決めていくことになります。この目標をしっかりと定
めるところまでが段取りの段階です。
【フロー③】合同指揮の確立・対応目標の設定

災害・事案発生
↓

初動対応
↓

Incident briefing（初動対応ブリーフィング）
↓

Unified Command meeting（合同指揮者会議）
↓

Objective meeting（目標決定会議）
↓

Tactics meeting（戦略・戦術会議）
↓

Planning meeting（計画立案会議）
↓

Operation briefing（対応活動ブリーフィング）
↓

Operational Period（責任対応期間）開始

●

うなものです。写真を撮ったり、記録をテキストにまとめたりする担

今回の訓練では、この図で示した部隊のなかでⒶ〜Ⓚ までの 17
の組織をつくりました（ⓀおよびⓄは、それぞれ実行処理部隊の世
田谷区避難者支援班、杉戸町避難所支援班ですが、当日に班を
結成したため、事前作成の本組織図には載っていません）
。
ICS のメリットのひとつは、機能に合わせてかたちを変えながら、
部署をつくれることにあります。それぞれの機関や団体の災害マニュ
アルに合わせながら、柔軟につくったり削ったりできる。インシデン
トに対応するための機能に合わせて、誰がどこに入るかを決めてい
きます。参加するメンバーは必ずしも専門家である必要はなく、自治
体職員やボランティアなど、いろいろな人が加わって構成することが
できます。
今回の訓練で言えば、現場での実行処理部隊、たとえば救助犬
で捜索する人や市民救助隊、避難所を運営する人などですが、そ
れを支えるのは計画情報部隊であったり、後方支援部隊であったり、
財務庶務部であったりします。
たとえば救助犬が出動する場合、後方支援の調整員がひとり加わ

【図③】中間支援組織による ICS207 に定義された組織（●は協働型訓練で稼働した部分を示す）

当者を同班することもあるでしょう。それをバックアップするのは記録
班や広報となります。後方支援の担当者が支えたり仕切ったりする

杉戸町

ことで、現場でコマンドに対応する人は、安心して活動することがで

❷

きます。
ロジスティックス関連でいいますと、たとえば携帯電話が使えない
ような状況になった場合、衛星携帯電話をはじめとする物資を手配

消防
警察

するのは、活動している本人ではなく後方支援部隊です。後方支援

総合調整所
（EOC: Emergency Operations Center）

❸

❶

東埼玉
総合病院

Ⓙ

本部

広報班

外部交渉班

部隊が調整して、実行処理部隊や災害現場にいる人に手配すること
で、実行部隊の活動がかなり楽になります。
ICS202（達成目標書）を共有する

合同指揮者会議で決めた達成目標を共有することが、ICS202 の

目的です【図④】
。その時もっとも大事なのは、メンバーの安全、
健康を第一に考えること。非常事態が発生すると、プロの人であっ
ても自ら危険に晒されるような現場に向かってしまうことがあります。
そのあたり、市民の私たちはなおさらしっかりし意識しておかなけれ
ばなりません。
そうしたことを共有したうえで、今回の訓練ではふたつの目標を立
てました。ひとつは「被災地支援活動」
。もうひとつが「後方支援
活動」です。大きな災害が発生して、首都圏から杉戸町に避難して
くる人を受け入れ、支援するための活動を想定したものです。また、
被災地宛の支援物資がを一度杉戸町で受け入れて、そこから必要
なものを必要なところに配布するということも行ないました。東日本
大震災時、
岩手県の遠野市が行なった「遠野まごころ方式」ですね。
具体的な内容は次のとおりです。
【全般】

•メンバーの安全・健康を第一とし、標準対応手順書に遵守して

活動する。

こうした流れを受けてできあがったのが【図③】の組織図です。

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

• 行政等と密接に連絡を取り、協働して活動を行なう。

【被災地支援活動】

•東京都港区・世田谷区を中心に、被害状況等の情報収集に注

力する。

• 捜索・救助活動を、関係機関と連携し行なう。

• 患者搬送支援活動を、関係機関と連携し行なう。

計画情報部隊

実行処理部隊

資源管理班
情報収集班
情報分析班

航空支援課

Ⓐ'

被災地支援課

マッピング係

Ⓒ

航空班

Ⓓ

Ⓜ支援物資
管理班

車両管理班

救助班

Ⓕ被災地物資
輸送班

救急人命救助
支援方針担当

Ⓖ被災地避難所

Ⓑ

人事補償班
資材管理班

ⒺCFR 捜索

Ⓐ

財務庶務部隊

本部支援課

救助犬捜索班

戦略策定班

後方支援方針
担当

後方支援部隊

運営支援班

被災地後方支援課

Ⓛ

広域避難所
運営班
支援物資班

本部保守課

資金調達班

経理処理班

通信隊

衛生環境班

Ⓝ

食糧隊

心のケア係

Ⓟ

専門家

Ⓘ

炊き出し係

契約調査班

Ⓗ

広域医療班

専門家処理班

専門家

計画班

文書
作成管理

【図④】ICS202（達成目標書）を決定する

• 物資・要員輸送活動を、関係機関と連携し行なう。
• 被災地域での避難所運営活動を支援する。

【後方支援活動】

•避難所を杉戸町内に設置・開設し、広域から避難 者を受け入

れ支援する。

•被災地での支援物資の需給状況を評価し、募集・ 受入れ体制

を整える。

•活動資金や支援物資調達資金を調達するため、募金・ ファンド

レイジング活動を行なう。

ると効果的な活動ができます。DMAT のメンバーに調整員がいるよ
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【写真① -1】ICS204・対応計画作成の様子（広報班 島氏撮影）

ICS204（人員配置表）・対応計画を作成する

●

【図⑤】各班の対応計画（ICS204）

今回の訓練では、約 150 名がワークショップに参加しました。支

こうして目標・方針を決めたうえで対応計画が作成され、人員配

援経験のある災害 NPO 等の役員・職員、大学教員、国・地方自

置するのが ICS204 が目的とすることです【フロー④】
。ここでは、

治体職員、GIS 専門家、医師・看護師、シンクタンク職員など 5

各専門家の専門性を活かしながら活動を展開することになります。

～ 6 名でひとつの班を構成し人員配置表を作成しながら、お互いに
気づいたことをまとめてもらいました【写真① -1 ① -2】
。

【フロー④】合同指揮の確立・対応目標の設定

災害・事案発生

と言っても多機関の連携の重要性です。ただその連携にも調整役が
必要です。たとえば、
救助犬の担当者が出動可能と判断したとします。
しかし行政の担当者が必ずしも救助犬の得手不得手を把握している

↓

かりがなくなると、救助犬であっても十全な捜索はできません。せっ

↓

結果になります。

↓

と救助犬の特性を活かすことができたかもしれません。そうした調整

↓

渉外班になります。この部署の担当者が、行政・消防・警察・支

初動対応

わけではない。東日本大震災のような大津波が発生して匂いの手が

Incident briefing（初動対応ブリーフィング）

かく消防と一緒に捜索に向かったのに成果が得られなかったという

Objective meeting（対応目標決定会議）
Tactics meeting（戦略・戦術会議）
↓

Planning meeting（計画立案会議）
↓

Operation briefing（対応活動ブリーフィング）
↓

Operational Period（責任対応期間）開始
ICS204（人員配置表）では、各班と係名を書き込んだフォーマッ
トに、具体的な対応計画や特記事項、通信手段や割り当てなどを
まとめていくのですが、そのときの状況に応じて、その活動をさらに
サブチームに割り当てる場合もあります。そして、まとめた対応計画
の段取りに問題はないかを確認していきます【図⑤ -1 図⑤ -2】
。
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この席で行政や消防、警察の方たちと話して痛感するのは、なん

↓

Unified Command meeting（目標決定会議）

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図⑤】各班の対応計画（ICS204）

目標：必要に応じ、被災地域での避難所運営活動を支援する。

活動方針：特に、港区、世田谷区の人員が不足している避難所
において、運営支援活動を 1 週間行なう。

検討すべき課題例：

• 自己完結活動の為に必要な資機材、物資の選定
• 入るべき避難所の条件とは

• 支援活動に対する注意事項

• 必要な後方支援体制の内容や要員等の見積もり

• 人員の得意分野などを考慮し、チーム編成案を作成

ワークショップで各班がまとめた ICS204 のなかから、ふたつご
紹介します。G 班は「被災地避難所運営支援班」を担当しました。

こうした場合、割り当ての段階で別の区域を捜索していたら、もっ
を行なうのは、先ほどご説明した【図③】ICS207 の組織図の外部
援団体の連携がスムースに回るよう調整していきます。
ICS204 でどのような活動が導かれたか

ICS204 作成については、皆さんがすべて ICS を理解しているわ

けではありませんので、
事前に説明資料をお配りしました。以下が
「G:
被災地避難所運営支援班」の役割をまとめた資料です。
G: 被災地避難所運営支援班

緊急フェーズ（発災から 1 週間後まで）における図上演習（DIG）
組織：実行処理部隊―被災地支援課―被災地避難所運営支援班
（○○ 班長）

役割：被災地地域の避難所に対して、運営支援を行なう。

演習：以下の目標、対応方針に従い、具体的な対応計画を立案する

G 被災地避難所運営支援班
①編成

• G 班 9 名を 2 チームに分け、4 名 1 グループ＋緊急要員 1 名
• 世田谷区、港区の区役所に支援へ向かう。

• 現地でバディ（2 人体制）を組み、1 人にならないようにする。

②支援に行く避難所の条件

【写真① -2】ICS204・対応計画作成の様子（広報班 島氏撮影）

• 次の人員確保

M 班は「支援物資管理班」を担当しました。
M 支援物資管理班

1.どのようなことができるのか 膨大な義援物資を分散処理し、

仕分けの上で情報共有を行ってマッチングをすることにより、
必要なものが必要な量だけ必要なときに届くようにする

2. 支援の妨げ

• 義援物資を送る人の意識

• 仕分け及び物資保管場所の確保

•支援要請の出し方・マッチングの難しさ ( ヒトとモノ、タイミン

グの問題 ) ・燃料やテントなど、支援物資そのものの不足

3. 平時からできること

• 物資内容表記の情報の統一、物資用タグの形式の共通化
• 緊急時に必要な物資、継続支援時に必要な物資のパタンの抽出
• 物資の仕分け・保管場所の候補の確保

• 各保管場所における物資データを共有する仕組みの整備

• 連携するセクションの仕事内容の把握 ・使用する用語の統一

4. 共有すべき情報

• 1,000 人以上が避難している、かつ、スタッフ（職員）が 20

• タグの形式、物資内容の表記法

③活動内容

•自分の地域・連携自治体の特性と災害リスクに関する情報 ・

名以下

• 基本的には、現地職員の指示にしたがう。

• 現地で足りていない業務を探して担当
（ボランティア調整など）
。
• 港区、世田谷区 4 チーム間連絡を取って調整

④必要 機材

•ヘルメット、ゴーグル、マスク、ライト、軍手袋、安全靴、水、

食料 1 週間分等

⑤課題

• 初動で必要なもの、継続時に必要なものについての情報

物資配送時における物資積載の許容量 ( ヘリに積める物資の限
界など )

災害支援対応計画 (IAP) の承認

こうした一連の流れの末、指揮官の下で対応計画決定会議が行

なわれ、
ようやく災害支援対応（IAP）が承認されることになります【フ
ロー⑤】
。
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

IAP をどのように人に伝え
どのように意識改革していくか。

討論［2］
【写真③ -1】1 日目 無人偵察機飛行訓練【写真③ -2】2 日目 実働訓練の様子（奥本氏

【フロー⑤】合同指揮の確立・対応目標の設定

災害・事案発生

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

MAPconcierge 古橋氏撮影）

され、平時の連携等につながるものになったと思います。
訓練を終えてその成果をふりかえりますと、いろいろな課題が見え
てきます。ICS は協働する際のツールとしては優れていますが、やは

IAP の概念をどう伝えるか

軸によって対応目的が変わってくるので、その活動サイクルごとに

ある方はいらっしゃいますか。

中澤幸介：なるほど。そうしますと、IAP を融資計画に使うことは

秋冨：これまでの講演を受けて討論に入ります。ご意見・ご質問の

どんどん更新されていくことになります。

中澤幸介：IAP（Incident Action Plan）は、民間の人たちには

なかなか難しそうですね。

↓

り多くの方々が具体的なイメージを捉えることができないという現状
があります。今回の訓練をとおしてもなお、その本質はまだ充分に伝

なかなか理解しづらいところだと思います。BCP で言えば、IMP

↓

わっていないと思います。今後、さらに基本的な知識共有のための

（Incident Management Plan）
、初動対応計画あるいは直前計

講座や演習をおこなう必要があります。こうしたことを踏まえ、今後

画とも言いますが、多くの企業がこの計画をつくっていまして、罹

の状況に応じてつくるものということを知りました。そこで重要な

↓

の課題をまとめると以下のようになります。

災した企業に「この IMP が IAP にあたりますね」という言い方を

のは、到達目標を必ず立てるという点です。その時間内にそれを

すると理解されるようです。こうしたことから私がいつも思うのは、

きちんと実行する。常に現実的で到達可能な目標でなければなり

企業が融資を受ける際のプランを災害対応にも応用できないかと

ません。

初動対応
Incident briefing（初動対応ブリーフィング）
Unified Command meeting（合同指揮者会議）
↓

今後の課題

上村貴広：私も IAP を学ぶ前までは、IAP というのは予め決まっ
ているプランなのかと思っていましたが、そうではなくて、その時々

Objective meeting（目標決定会議）

•協働支援活動において、どう納得できる目標・対応方針を合同

いうことなんです。いつまでに何をするか、何のために資金が必要

そのためにも計画は柔軟性のあるものでなければならず、その

指揮のもと打ち出すことができるか

なのかといった IMP の理想的なタイムラインを IAP に活用するこ

あたりが日本社会のなかにはなかったことで理解が難しいところ

Tactics meeting（戦略・戦術会議）

•行政やほかの組織（警察・消防・自衛隊）との連携において、

とはできないものでしょうか。
（新建新聞社 リスク対策 .com）

かなと思います。今ある資源を把握して、バックアップしてくれる

各対応活動について事前の情報共有・訓練の必要性

•特に班長レベル以上において、ICS についての基礎的な知識

熊丸由布治：京都大学防災研究所の林春男先生は、IAP を「当

人的・物的情報を把握しながら、実際に達成可能なプランをつく

Planning meeting（計画立案会議）

面の対策計画」と翻訳されていますね。IAP は、言ってみれば即

ることが今回の訓練の目的でもありましたが、実際の訓練を体験

の共有のための講座・演習の必要性

応型の対応で現場でつくるものです。ICS では、ひとつの活動サ

してもらってもなお伝えることは難しいと思いました。
（市民キャビ

Operation briefing（対応活動ブリーフィング）

• ICS を導入した総合訓練 (Full-scale exercise) 実施による、

イクル、つまり 8 時間から 12 時間の活動それぞれの IAP を作成

ネット 災害支援部会・スマート ICT 部会）

より実践的な場における検証

します。そこでシフトチェンジという考え方が出てくる。途中から

熊丸：私は IAP を説明するときに「スマート（SMART）な IAP」

↓
↓
↓
↓

Operational Period（責任対応期間）開始

NPO 団体同士というのは、正直申し上げてそう仲がいいわけで

違う人間が入ってきた場合でも、きちんと申し送りして活動を円滑
に進められるよう、状況認識を一致させるための方法です。

という言い方をしています。

Specific ＝具体的・詳細な対応。Measurable ＝測定可能な対

はありません。ただ支援という目的は同じですので、その目的をどう

私はよく電光掲示板を例に説明するのですが、たとえば野球の

応。Action Oriented ＝この対応計画でどのような目的を求めて

調整して円滑に進めていくか。合同指揮の下、目標対応方針をしっ

試合。電光掲示板を見れば途中から見始めても大方の状況がわ

いるのか。どういう結果に導きたいのかを考える。Realistic ＝そ

は、マッピング班が私たちの活動をマッピングしている様子。2 日目

かり決めて、それが決まったらそれぞれの方法で存分に力を発揮す

かります。これがいわゆる IAP です。そうした即応式の状況認識

の対応計画は本当に現実性があるのか。Time-Base ＝時間軸に

は、約 300 名が参加した実働訓練が行なわれ、災害救助犬のヘリ

るシステムを構築していかなければなりません。

を一瞥するためのフォーマットとして IAP がある。そうした役割が

沿った考え方ができているかどうか──こういった条件を満たし

協働型大規模災害訓練を終えて

1 日目は無人偵察機の飛行訓練を実施しています。
【写真③ -1】

コプター移送訓練などを実施しています【写真③ -2】
。救助犬をヘ

ICS に関して言えば、やはり日本式のローカライズは必要だと思い

ある計画と捉えていただければいいかと思います。そのなかで目

ながら IAP はつくられるわけですが、そこで欠かせないのが、先

リコプター移送しようとすると、なかにはヘリコプターを怖がる犬もい

ます。アメリカの方式をそのままもってきて、翻訳した概念をそのま

的によるオペレーションがきちんと打ち出されてきますので、別の

ほどの講演でもお話しした Learn と Drill と Exercise です。IAP

て、そうした特性を確認することもできました。

ま提示しても、日本国内での有効な活動にはつながりません。その

言い方をすれば、手取足取りの詳しい指示を出さなくても現場の

を理解するためには、学びと訓練、エクササイズを重ねていくほ

あたりをしっかりフォローする必要があるでしょう。ICS の精度をさら

人たちの判断で現場がスムースに動くことができるわけです。
（在

かありません。今度、内閣府で防災スペシャリストの養成講座を

にレベルアップしながら実践的なものにしていく必要があります。

日米陸軍統合消防次長・現 株式会社日本防災デザイン）

するのですが、そこでもプランニング P や IAP の作成について紹

中澤：ただ目標自体は 8 時間後だけではなく、もう少し先を目指し

介することになっています。教育の機会を少しずつ増やしていって、

今回の訓練は実質、日本国内において初となる ICS を活用した
協働型大規模災害訓練となりました。災害 NPO や大学教員、国・
自治体職員、GIS 専門家、医療職などさまざまな専門分野の方が
参加し、それぞれの立場から首都直下地震への支援についての提
案がなされ、協働しながら対応計画を立てることができました。
また、行政の補完機能として、NPO による市民レベルの救助や
応急処置、被害状況収集、避難所運営補助などの有効性が認識
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ているのではありませんか。

熊丸：確かにそうですね。活動は時間軸によって目標も対応も変

わってきます。初動は人命救助、100 時間過ぎたら事態の沈静化
のための活動、ひと月後には復興に対する目的というように時間

地道に教育し、周知し続けていくしかないのかなと。
専門機関の枠をどう超えるか

中澤：総務省消防情報管理の松崎祐介さんにおたずねしたいので
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●

すが、日本の消防では実働計画は予め決まっているのですか。部

害（2012/09/29、兵庫県姫路市網干区の日本触媒姫路製造所

隊が出動する際、災害レベルに応じて部隊が編成されるのか。そ

で爆発）のことをお話ししています。

れをどのように判断して、どのような流れで指示が出ているのかと

あの事故では、製造所のタンクの爆発で従業員 29 人が重軽

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

熊丸：私はそう考えています。

席には入ってくれませんでしたし、消防の担当者もどのようにする

池本修悟：事故調査委員会の人たちにも、ICS や IAP についての

んだこの人たちという感じで、後ろのほうで腕を組んで見ていまし

認識をもってほしいですね。そうした基本知識がないと訓練の必

た。かたや、震災でつらい思いを共にした富岡町と川内村の行政

いう質問です。

傷を負い、工場従業員 1 人が意識不明の重体、消防活動中だっ

要性も理解してもらえませんし、第一に決定することができません。

は協力的で、ビッグサイト福島に連絡を入れてくれた富岡町の総

松崎祐一：実働計画の基準はひととおり決まっています。高層ビ

た消防隊員 1 名が死亡しました。その時どのようなオペレーション

そのことを痛感したのが、今回の東日本大震災時でした。重大な

務課長も参加しています。杉戸町の地図を見ながら「この避難所

が行なわれたか、事故調査報告書を確認しました。

決断をする立場の人たちに災害対応の認識がないというのは重大

の数だったら、想定以上の避難者を受け入れられそうですね」と

事です。このことは訴え続けていかなければならないと思います。

いったこともアドバイスしてくれました。

ルの火災であればこれだけの部隊、特殊災害であればこれくらい
といった具合に、災害や経緯の変化に応じて部隊が編成されるシ

爆発が起きた時、最初に事業者がもっている自営消防隊が消

ステムになっています。
（総務省消防情報管理）

火活動にあたり冷却活動に入っています。その後、公設の常備消

中澤：そのときの状況で人員が足りないとなったら、さらに追加さ

防に要請を出し、現場に到着した消防が 15㍍先から放水するの

れていくという流れですね。つまりそうした消防の活動は、ICS で
やっていることと基本は同じということになりますね。

ですが結局はねてしまい、それで 1 名が亡くなっています。
そのときの現場指揮官がどのようなオペレーションをするか。そ

松崎：そういうことになります。熊丸さんの講演で、FEMA のイ

の方法にもいろいろあります。
「offensive operation ＝攻撃的な

ンシデントタイプに応じた対応レベルについて紹介がありました

オペレーション」なのか、それとも「defensive operation ＝防御

（P279.【図①】
）
。タイプ 1 からタイプ 5 までの事案規模のなかで、

的な攻撃」なのか、あるいは「nonintervention operation ＝不

日本の消防はどこが得意でどこが不得手なのか自分なりに考えて

干渉の攻撃」なのか。この干渉しないという攻撃も作戦のひとつ

みますと、タイプ 5・4・3 まではそれなりの水準にいっていると思

なんですね。

（ユニバーサル志縁社会創造センター）

当初は図上訓練のシナリオを、発災から 1 週間まで、1 週間か

熊丸：私は、2 名以上集まったら誰かが指揮をとると決めるように

ら半年までのふたつ用意していまして、救命と復旧の支援を学び

しています。これは市民救助隊レベルでも同様で、彼らにもそう

たかったのですが、結局シナリオ 1しかできませんでした。行政と

教えています。

もかけあいをしながら、
ICS204 の対策計画をつくりブラッシュアッ
プしていきたかったのですが、それもできませんでした。行政はぽ

常識やリテラシーを共有化するための ICS

かんと見ているだけというのが実情でしたが、実際に 2 日間訓練

関わりながら協働型の訓練を開催されましたが、ひとつ教えてい

もらっています。
（特定非営利活動法人すぎと SOHO クラブ）

梅山吾郎：豊島さんと上村さんは、町や村の行政、病院や消防と

をやってみて、消防や民間企業からも、いい活動だったと認めて

ただきたいのは、その方たちの反応や反響についてです。訓練を

います。しかしタイプ 2 とタイプ 1 はあまりうまくない。日本の住

あのときの現場指揮官が、これはさらに被害が拡大する可能性

したことで、これからこうしようといった意識の変化が生まれてき

宅事情からすると、一般住宅の災害でしたら、自分たちの消防機

があると判断し、800㍍圏内にいる関係者をすべて避難させる判

たのでしょうか。
（損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式

能、消防サイズで抑えられるものがほとんどです。そうした災害の

断をとっていたとしたら。消火活動にしても、人力放水ではない消

会社）

対応がメインで、消防の枠を越えた災害に対する言及が充分では

火態勢をとるという選択肢もありました。そうした作戦の共有化、
そして安全面の共通認識が作戦のなかで共有されていれば、建物

豊島亮介：実はそのことが、皆さんに一番お伝えしたいことでした。

のものですか。
（岩手県立大学客員教授）

ありません。あの逆三角形の図のタイプ 2、タイプ 1 の部分をど
うやって強化していくかが今後の課題だと思いながらお話を聞い

や施設に被害はあったとしても人命は助かったはずだと思います。

は積極的ではありませんでした。国土交通省も、私たちがここま

応じたチェックリストをすべてつくっておりまして、標準的行動手順

ておりました。

正直申し上げて、今回の協働型大規模災害訓練に関して、行政

安全を確保するためには、活動する人たちの安全が一番に担保

でやるとは考えていなかったと思います。あくまでも調査、報告事

されなければなりません。そのためにもやはり合議制は必要なの

業で、提案まで受けるつもりはなかったという姿勢でした。訓練

コマンドは、現場で瞬時に決まる

どう意識改革していくべきか

厚井裕司：IAP チェックシートは現在、どれくらい普及しているも
のなのでしょうか。まだ教育段階の演習として使われているレベル

熊丸：私がいるアメリカ国防総省の消防組織では、各役割分担に
（Standard Operating Procedure： SOP）の使途要項として定
めています。

です。それは現場で瞬間的に行なうもので、コマンドも瞬時に決

で ICS を導入することは本来行政がやることで、そこまで関わる

小山雄士：東日本大震災当時、岩手県の災害対策本部におりまし

まります。合議制という表現から、どうしても会議室で問題を管

のはどうかといったニュアンスのことまで言われています。

た小山です。上村さんの講演のなかで、多機関連携のために合議

理するような印象を受けるかもしれませんが、何も長い時間をか

この事業が採択されて杉戸町に提案するまでには、いろいろな

制で目標をひとつにするというお話がありましたが、たとえば消防

けて会議室でいちいち会議するわけではなくて、その現場にいる

経緯がありますので詳しくは述べませんが、トップダウンで進めら

評価項目は 30。それをさらに細かく分けた訓練評価用のチェック

の現場で、今、早急に火を消さなければならない、人命を救わな

その時に決定するものです。

ホームラウンドセキュリティ（Homeland Security）は、The
Homeland Security Exercise and Evaluation Program
（HSEEP）に基づいて評価用のチェックリストをつくっています。

れた事案ということもあって、自治体の現場としてはおもしろくない

リストもあります。とにかくリストが充実しています。こうしたチェッ

ければならない状況のなかで、いろいろな機関と打ち合わせの時

だからこそ指揮官は、今こういう状況だからこうしようと瞬間的

ところもあったかもしれません。いろいろなバックグラウンドがあっ

クリストやアクションカードを日本でも構築しなくてはいけない。

間をとるというのはなじまないようにも思ったのですが、そのあた

に判断して作戦を立て、それを通達して実行に移せる人でなけれ

てとおった案件でもあるので、行政職員の対応も後ろ向きな感が

そうしたツールをもっと充実させていけば、対応能力も上がってい

りはどのようなものでしょうか。当時の私たちは、その時その時に

ばならない。即行動が起こせるリーダーシップの強い指揮命令が

ありました。私たちとしては、行政に対して ICS を導入してほしい

くのではないかと思います。

優先すべきことに特化して判断し、対応にあたってきましたので。

ないと部隊は安全に動けませんし、部隊を守れないと私は考えて

と要求しているわけではなくて、あくまでもばらばらな常識やリテ

います。答えになっているかわかりませんが。

ラシーを共有し、束ねるためのツールとして活用してみませんかと

高松秀一：東日本大震災時、災害対策本部におりました高松です。

小山：おおいに納得しました。つまり、現場対応は有能な指揮官

いう提案だったのですが。

（岩手県オイルターミナル株式会社）
熊丸：それは大変すばらしい質問だと思います。私はいつもそうし

た質問に対して答える際、兵庫県姫路市で発生した日本触媒の災
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がいないと進まないという理解でよろしいですね。

皆で記念撮影をするときにも、首都圏サイドの行政職員は同じ

お恥ずかしい話で恐縮ですが、訓練と教育について、ぜひ皆さん

からアドバイスをいただきたい。自衛隊・消防・警察の方々は、平
時から災害対応や訓練に対する意識のある方がほとんどだと思い
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ます。命令系統もしっかりできあがっている。一方、県庁の職員

す。こうした活動に行政の意識改革につながるヒントがありそうだ

や市町村の職員、すなわち行政マンというのは、そのあたりがどう

とおっしゃっていました。

しても脆弱です。

高松：公務員は公僕です。災害が発生したときには県民や国民を

東日本大震災でもそうでしたが、こういったことをやらなくては

救う立場の人間です。平時は農林関係の仕事をしているけれども、

ならないという事態になった時、対応してほしい部署に命令を出し

いざというときに食料到達の役割を担わなくてはならないこともあ

ても、それを行なうことは予め決まっていないから頼まれても困る

ります。確かに有事では想像もしなかった業務も発生するかもし

といったリアクションがありました。命令を出しても動かないので

れません。そうした業務をやってほしいと頼まれた際、それをや

す。これは訓練をする以前の段階で、まず職員の意識改革が必

る役割にはなっていないと言って逃げにまわるようではいけない。

要なのではないかと。その意識改革のための教育として何かいい

しかし実情はこのようなことがありますので、何らかの対策を講

アイディアはないものでしょうか。
（岩手県立大学教育研究支援室）

じる必要があると思います。たとえば、公僕として役所に入所する

熊丸：まさしくおっしゃるとおりで、人間の意識を変えるのが一番

人は、自衛隊でひと月訓練を経験して指揮命令系統をしっかり学

難しいことなんです。意識改革をいかにやっていくか。それは私の

ぶとか。災害時は、有無を言わさず命令に従うというくらいの意識

チャレンジのひとつでもあります。普段から私は、消防庁をはじめ、

改革をしないと対応できません。県庁の職員である私が、ここま

内閣府官房や国土交通省など、いろいろな窓口に顔を出すように

で言っていいのかわかりませんが、今回の震災を受けてそう強く

していまして、そのことによってタテ割行政の弊害を壊したいと考

思いました。

えています。

熊丸：2015 年 12 月に消防団の議員立法ができました。そこでも

いろいろな角度から責めているのですが、私が目指すのは、国

公僕たるものは、一度消防団に入ったほうがいいとしています。総

民総ファースト・レスポンダー化計画です。一般市民レベルで、行

務消防庁が発表した『消防団を中核とした地域防災力の充実強化

政職員レベルで、助けられる側から助ける側にまわる。そのため

の在り方』には、
「国及び地方公共団体において、大規模災害時

の知識と技術、勇気をもつことで本当の意味での共助が実現でき

の職員の参集体制の確保等にも配慮しつつ、公務員の消防団へ

ると思います。これは草の根的な教育をしていくしかないと感じて

の加入の促進を図ることが必要である【資料①】
」と明文化されて

います。意識改革が本当にもっとも難しい問題で、これはチャレン

おり、公務員になった者は消防団に入所すること、県や市の役所

ジするしかありません。

がそれを認めなさいとしています。こういった動きが広がっていけ

中澤：そうした教育に関しては、京都大学防災研究所の牧紀男先

ば、少しは状況も変わるかもしれません。

生が取り組んでおられますね。そのひとつに行政で実施する訓練

Logistics
Training
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ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム
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開 催 日：2015 年 11 月 14 日 13:00-19:30
会場：東京大手町ファーストスクウェア（東京都）

【研究説明】

「ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム」の目的と概要
岩手医科大学医学部救急医学講座

秋冨 慎司
【講演 1】

奈良盆地東縁断層帯から考える震災ハザード
市立奈良病院 奈良 DMAT コーディネーター

守川 義信
【講演 2】

東日本大震災における岩手県立高田病院の活動と ISO22320 チェックリストの検証
岩手県立高田病院

前の試験があります。試験前に「地域防災計画をよく読んでおくよ

高橋 宗康

うにと」前置きしておいて、試験当日には市長が同席する。市長
を前にできないとは言えませんので、かなり予習をしてくるようで

【討論 1】
【講演 3】

重要インフラのレジリエンス構築のための課題抽出
湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科

【資料①】www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/12/271222_houdou_3.pdf 報告書より抜粋

消防団を中核とした地域防災力の充実強化の在り方
1 答申に至る経緯

梅澤 耕学

総務省消防庁

（3）公務員等の消防団への加入の促進

【講演 4】
ら各府省事務次官あてに通知を発出し、国家

○ 平成 25 年の臨時国会で議員立法により「消

公務員等の消防団への加入の促進について

公務員の消防団への加入について働きかけて

防団を中核とした地域防災力の充実強化に関

は、現在特に地方公務員や日本郵政グループ

いるところであり、地方団体あて書簡でも地

する法律」が成立したことを受け、同法を踏

職員について加入促進を図ってきているとこ

方公務員の消防団加入について働きかけがな

まえた消防団の強化の在り方及び地域防災力

ろである。そのような中で、
公務員については、

されているところである。

の強化の進め方について調査審議いただくた

消防団等充実強化法において、消防団員との

め、上記諮問を行ったもの

兼職に関する特例が設けられ（第 10 条）
、特

○ 審議会においては幅広い議論が行われてい

に消防団への加入の促進のために具体的な法

るが、消防団への加入の促進を始めとする消

制上の手当がなされたところである。

防団の基盤の強化のうち取組が特に急がれる

このような消防団等充実強化法の趣旨を踏

事項を中心として、昨年 7 月に中間答申が取

まえ、国及び地方公共団体において、大規模

りまとめられた。その後の取組の進展

災害時の職員の参集体制の確保等にも配慮し
つつ、公務員の消防団への加入の促進を図る

－中略－

ことが必要である。
このため、平成 26 年 6 月に消防庁長官か

－後略－

医療機関におけるレジリエンス
横浜市立市民病院

堀内 義仁
【講演 6】

ISO22320 の普及展開に向けた簡易チェックリストの検討
NTT セキュアプラットフォーム研究所

爰川 知宏
【講演 7】

命を守る活動と事業を守る活動 ─ RTE と RTO ─
一般社団法人レジリエンス協会

黄野 吉博
【討論 2】
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＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの

307

都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト | 都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究

7

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

［1］ESF の目的

この作業部会は今回で 7 回目になります。これまで ICS ＝イン

開催日：2014 年 11 月 14 日 13:00-19:00
会

場：大手町ファーストスクェア（東京都）

シデント コマンド システム（Incident Command System）や
BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）など、日本
の強靱化計画に精通し中核となって活動している方々のご協力を
得てきました。そうした方々からさまざまな課題を提案していただ

「ロジスティックス能力の育成の
ためのトレーニングプログラム」の
目的と概要

きましたが、課題があまりに多すぎる。これらをどうまとめるかと
なったときに重要になってくるのが ESF ＝エマージェンシー・サ
ポート・ファンクション（Emergency Support Functions：非常
事態支援機構）です。ESF はアメリカ合衆国の国家対応フレー
ムワーク（NRF：National Response Framework）における連
邦政府の連携体制の主要部分として位置づけられています。
ESF とは、災害時に必要な緊急支援とは何か。どのような機
能が必要で何をすべきかを示したものです。支援のためには ICS

［研究説明］

も当然必要ですが、それをどの部局がどのような責任の下に遂行

岩手医科大学救急医学講座

するかというシステムが重要で、アメリカではすでにしっかりと構

秋冨 慎司

築されています。輸送支援、通信支援などいろいろな支援があり

［東日本大震災で必要だったロジスティックスの問題点］

ますが、各支援の流れのデータをとると、それらのニーズに波が
あることがわかります。輸送・通信などは大きな課題として提示

えられず、大量の家畜が死にました。その処分だけでも大変なこ

いきますが、この時点では指揮がなくとも統制のとれるシステム

秋冨慎司：
「ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプロ

されてきましたが、震災から 4 年近く経った現在も、日本では具

とになる。こうした時、自家発電で環境を整えたり、水や餌を補

や交代システムが運用できるようでなくてはなりません。10000

グラム」の進行を務めます岩手医科大学の秋富です。本日のテー

体的な解決策が何も講じられていません。
「あの時は大変でした

給したりするしくみがあるだけで被害は最小限に抑えられます。そ

時間で復興活動。1 年の間に再生を目指した活動に入ります。こ

マ「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」は、文部科学省が設

ね」で終わっています。これではいけない。実際どのような支援

れだけで回避できる問題もある。このように、いま課題として解

のような時間軸の思考が重要で、災害の視覚化が重要です。最

けているスタック研究会（分科会）で、その中核機関のひとつが東

ができるかを、今の私たちは考えなければなりません。

決されていないところ、抜けているところが実は大切なんですね。

初から復興のことを考えて支援すると膨大な仕事になりますので、

京大学地震研究所。ここではいかに建造物を強固にしていくかを中

現在、アメリカでは ESF として 18 項目を挙げていますが、私

そして指揮命令と状況把握等に関する問題（ESF 19）。すなわ

心に研究が進められています。そしてもうひとつが、京都大学防災

たちはこれに、1 項目プラスして 19 項目を災害時に必要な問題点

ち ISO 22320（社会セキュリティ─危機管理─指揮調整に関す

研究所の林春男先生が中心となって独立行政法人防災科学技術

として捉えています。私たちが今回の震災を経験したうえで重要

る要求事項）にあたる部分の問題です。この指揮命令と状況把

JMAT が各避難所の診療所へ。それによって支援・指揮のプロ

研究所が進めているサブプロジェクトの研究チームで、私は、災害

だと考える項目は、ESF 16 ボランティア・義援金・寄付調整支援、

握、その調整に難儀したことは、東日本大震災のデータからも浮

グラムも変わっていきます。こうした支援のためのシステムもまっ

時のロジスティックス、いわゆる後方支援および支援準備のための

ESF 17 ペットおよび家畜ケア支援、ESF 18 経営・金融支援です。

かび上がってきます。各分野の提言（課題）にはばらつきがある

たくまとまっていません。私が災害対策本部に携わってしばしば

問題・課題解決プログラムについての研究を担当しております。

たとえば、避難所におけるペットの問題。これはいまだにまった

のですが、これはフェーズごとに状況把握システムとそれに適応

目にしたのは「確かに被災地は大変だろうけれども、我々も準備

時間軸で必要なことを考えて対応していくわけです。
医 療 対応 でも時 間 軸 があります。DMAT が JMAT になり、

ご存じのように、ロジスティックスに関わる問題は膨大で、課題

く解決されていません。獣医の間でどのような支援プログラムや

したニーズ把握の手段がばらばらなためで、それによって対応す

段階ですから」という場面でした。被災地の自治体ですら、担当

が山積みです。常々皆さんも感じていらっしゃるように、指揮命令

チームをつくり取り組むべきか誰も検討していない。東北は酪農

る人で評価も異なり支援にも違いが生じました。災害対応の状況

部署によっては何の情報を集めるかという目的がばらばらで、何
をすべきかという方針もばらばらという状況でした。

系統の問題を解決しない限り、ものごとは先に進まないのですが、

や養鶏を営む人が多いのですが、牛や鶏など被災地における家

の変化から、ニーズ（モノ・資材）支援への整理がついていない。

では現在それがどれだけ構築できているかを調べてみますと燦々た

畜の対応をどうするべきか。この問題も解決していません。養鶏

またニーズ把握のためのフォームが決まっていません。これらを

る状況です。忸怩たる思いですが、現状のままでは実際には何も

場は夏の間、扇風機を回して室内温度を調整しているのですが、

統制して支援したり指揮したりするシステムがどうしても必要です。

動かないということで、目下研究を進めております。

これが止まると大きな被害が生じます。温度調節もできず餌も与

こうしたシステムを日本に構築することが、私たちの願いです。

Emergency Support Functions
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http://vashonbeprepared.org/Partners

ESF 1 輸送支援
ESF 2 通信支援
ESF 3 公共事業（土木・営繕技術）支援
ESF 4 消火活動支援
ESF 5 緊急対策支援
ESF 6 被災者・避難所支援
ESF 7 後方支援・支援者支援
ESF 8 公衆衛生・医療支援
ESF 9 捜索救助支援
ESF 10 油など危険物対応支援
ESF 11 食料・給水支援
ESF 12 エネルギー支援
ESF 13 公衆安全・警備支援
ESF 14 長期的復興支援
ESF 15 公共広報支援
ESF 16 ボランティア・義援金・寄付調整支援
ESF 17 ペットおよび家畜ケア支援
ESF 18 経営・金融支援
ESF 19 指揮命令・状況把握等の問題←追加項目

［災害の時間軸

10n 乗］

［2］ロジスティックスの流れ

災害には 10 の n 乗という時間軸の流れがあります。発災から

揺れが収まって 1 時間は、自分たちの安全確保。それから家族
や会社、近隣の安全を確保する。しかしこれすら機能維持でき
ているとはいえず、そのためのチェックリストもできていないという
のが現状です。10 時間で救助・救援の準備が始まる。このとき
情報網を確立し、情報収集しながら次の移動手段を考えていく。
同時に、発災した場所に応じて移動時間や移動手段を考慮した
後方支援活動を確立します。受け入れる側の準備、受援力のバ

揺れが収まって

1 時間 自分たちの安全確保
10 時間

救助・救援の準備
情報収集・移動時間

100 時間 人命救助

ランスをとることも大事です。100 時間は人命救助。救援・搬送・

1000 時間 復旧活動

後方支援について検討します。そして 1000 時間、
1 カ月以内には、

10000 時間 復興活動

復旧につなげる避難所の支援、復旧活動をメインに防災を考えて

家族・会社・近隣

情報網確立・情報収集
後方支援確立
移動手段

救援・搬送・後方支援

統制システム
交代システム

元どおりではなく再生へ
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● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

要請と支援の流れ

るためにも、どのフェーズでどのような問題があるかを抽出しなけ
ればなりません。
もうひとつの課題は、現場で活動にあたる人間の評価に関わる
ことです。たとえば火山災害に対応しようという時、災害対策本
部に集結した担当者たちのそれぞれが、どれだけの知識をもっ
ているのか。あるいは現場で指揮をとった経験があるのか。そう
いった人の評価を日本の自治体はしてきませんでした。指揮経験
があったとしても、火山についての知識がなければ、専門チーム
を呼ぶ必要があります。さらに緊急事態が一段落した後、各フェー
ズでの活動がどのように有効だったか。あるいは有効ではなかっ
たか。ヒューマン評価とあわせて、大規模災害後の影響を評価
することも大事ですが、これも日本ではまったくできていません。
［5］情報のマネジメントから防災トレーニングプログラムへ

情報のマネジメントとしては、まず何を目的として情報を集める

かというミッションを明確にしなければなりません。情報を収集し
て集約化し、
それを分析して拡散しプランニングする。情報は待っ
東日本大震災時の陸前高田市の避難所生活活動状況（部分）

て得るものではなく自ら取りにいくもの。そして情報があがってこ

避難所の状況を把握するための「各避難所評価基準」シート

ないことも情報であることを認識しておくことも大切です。情報分

わる場合は、すべて資格化が義務づけられており、活動に関わ

が、被害が大きい地域ではモニターすら写りません。交通や通信

析も平時のように要請があがってきた順番に対応していると失敗

私たち災害対策本部は、自衛隊の協力を得て、発災後 3 日間の

る人は、その資格がなければ現場で指揮できないことになってい

網が生きている地域からの情報は入ってきますが、被害の大きい

します。私は、情報分析のことを「情報のトリアージ」と呼んでい

被災地の避難所をすべてマッピングしてもらいました。各避難所

ます。しかし日本では、そうした知識や経験がなくても、地位の

ところほど入ってこない。行政は基本的に情報が入ってきたところ

るのですが、これはちょっと怪しいなと思うものでも、命に関わ

の状況について情報収集していったのですが、情報手段はすべて

ある人が指揮命令を出そうとする。当時の総理大臣などもそのよ

から対応を始めます。つまり、被害の少ないところから対応を始

るような緊急度が高い情報であれば、優先して対応してきました。

寸断され、道路も寸断されている状況ですから、かなり大変な作

うなことをして現場を混乱させました。たとえ部下に任せるにして

めることになり、結果として石巻や気仙沼など、宮城三陸沖のもっ

業でした。もともと指定避難所だったところが津波で流され、山

も、その担当者が専門的なことを理解しているかどうかを上司と

とも被害の大きかったところへの対応が遅れてしまいました。

上のお寺などが避難所になっていたところもありました。こうした

して判断できなければなりません。そうしたしくみを医療の分野

情報収集をしている最中、内閣府から、厚さ数センチもあるアン

でもつくっていきたいと考えています。

上図は災害時の陸前高田市の生活活動状況を示したものです。

医療にしても、ほとんど日本赤十字に丸投げの状態でした。石

情報を得た場合は、握った瞬間に適切な人に渡さなければな
らない。どこかに貼り出しておけばいいというものではありません。
災害対応において、フィードバックとエバリュエーション（評価）

巻赤十字病院の対応は、美談で終わらせるべきものではないと捉

は重要です。2013 年 10 月、伊豆大島は台風 26 号で大きな被

ケートが送られてきて、各避難所の状況を把握するようにと指示

災害対応をシステムに落とす場合、災害対応者のことをレスポ

えている医療関係者は少なくありません。日本中の赤十字社が結

害を受けました。
あの時、
東京都は伊豆大島の自治体に 5 時間ファ

がありました。現場のことがわからないから、アンケートを回収

ンダーと呼ぶのですが、教育・訓練に対する総合的な視点による

集してなんとか対応できたというのが本当のところで、その活動に

クシミリを送信し続けていましたが、具体的な対策は何もなされ

すればいいだろうということなのでしょうが、いったい何を言って

国民総ファーストレスポンダー化を目指して、資格認定制度により

は本来行政がやるべき仕事がたくさんあったはずです。首都直下

ませんでした。情報を発信した側が、それに対してどのような反

いるのかと思いました。被災地は誰がどこにいるかもわからない。

対応にあたる人間の能力レベルを資格化する必要があります。現

型や南海トラフ巨大地震、西日本大震災といった巨大地震が発

応があったかを評価すべきだった。情報のマネジメント化ができ

さらに福島の原発も爆発という状況ですから。

在、アメリカ合衆国で行なわれている IS コースの 100 と 200 を

生すれば、それらの地域には石巻や気仙沼レベルの町が数百あ

ていなかったという意味で、あの災害は東京都のミスです。しか

そこで私たちが何をしたかといいますと、どうしても支援が必

翻訳しているところです。災害時の後方支援活動を考えるうえで

るわけで、そうしたなかで今回のようにひとつの病院ですべての

しこうしたミスも平時から訓練しておけば防ぐことができます。

要とされる情報を衣食住 10 個の項目に集約し 1 枚のシートに簡

も、アメリカ合衆国の NIMS（National Incident Management

医療対応ができるかといったらそれは不可能です。そのためにも

易化しました。どんな人でも情報収集できるようにするためです。

System：国家事態管理システム）に代表される ESF はきわめて

システマチックなしくみを整えておかなければなりません。

支援に関わる人は、これらの評価が A 判定の 10 点に近づくよう

有効です。なぜなら危機対応は ICS で機能するからです。

今回の震災をふりかえると、対応できなかった課題がいくつも
抽出されてきます。未来につなげていくべき教訓がまだ充分に検

また、今回の震災で明らかになったこととして、受け入れ側の

証できていません。そうした問題を解決する手だとして、ESF や

活動を展開していきました。今回の経験を受けて、情報網が太く

災害についての課題抽出は、ヒアリングだけでは限界がありま

スケールの問題がありました。つまり、支援する側が自分たちの

ISO 22320 といった既存のしくみがあるのですから、それらを活

なっていくに従って質問項目を増やしていくというシステムを、現

す。ヒアリングする際にも、きちんとした基準をもったチェックシー

対応可能なスケールを把握できていないのです。支援を授けるほ

用して日本独自のシステムをつくっていけばいい。ISO 22320 は、

在 NTT と一緒につくっているところです。

トを提供しなければ、課題をあぶり出すことはできません。先の

うも支援を受けるほうも、その支援が現地でどのように運用され

世界に通じる危機対応のシステムですが、同時に情報のサイクル

チェックシートについても、この答えはどちらにしたらいいか。あ

るかを考えなければなりません。日頃から災害をシステムのなか

を示すものでもありますから、これを活用しない手はないと思い

るはどれくらいのレベルで答えるべきか判断つきかねるという被

に落とし込んでいないことが問題なのですが、組織についてもそ

ます。東京オリンピック開催までに、きちんとしたかたちにして提

このように、いまだに課題把握すら充分ではなく、提言すらま

災地の声も聞かれました。そうした意見も踏まえながら内容を精

れはいえることです。災害対策においてスケーリングは重要な問

供することを目標としています。

まならない状況ですが、ESF を基準に、まずは課題把握をして

査し、また現場の方々からご意見をいただきながら、有用なもの

題で、それらの問題空間は 12 次元でまとめることができるとす

問題解決の整理をすること。項目ごとに課題を抽出して整理し、

にしていきたいと考えています。

る研究も報告されています。

［3］ICS の必要性

その解決のための訓練を提供すること。そのためのテキスト化を
目指して研究を進めています。
ICS の必要性は世界中で叫ばれていますが、その動きが見ら
れないのは先進国では日本くらいです。海外でこうしたしくみに関

310

今私たちが考えているのは、刻々変化していくスケールに応じ

今回の大震災で皆さまが行なわれたさまざまな災害対応を、
今後の教訓となるかたちで共有し、広く発信していくこと。特に防
災リテラシー、つまり災害・防災のための対応能力として提言し、

て、ICS に準じた指揮調整を整え、受援体制を強化していくしく

特に地方行政の方々を中心とした防災トレーニングプログラムとし

たとえばある県の災害対策本部では、モニターに表示される被

みです。状況に応じて活動内容を拡大していくこともできるし、状

て形づくりながら、皆さまの貴重な体験や教訓を全国へ、そして

災状況を見ながら職員が指揮するという訓練が行なわれています

況が安定してきたら縮小することもできる。こうしたシステムをつく

世界へと展開してきたいと考えています。

［4］ロジスティックス能力のための教育システム
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リスク

起こりそう
にない

可能性が
ある

起こりうる

高率に
起こる

最少

低

中

中

中

中等度

低

中

高

高

深刻

中

中

高

高

激甚

高

高

高

高

【表①】リスクの評価と確率 Emergency Planning Officer’ s Handbook より

奈良県

を念頭に計画を立てていきます。
奈良盆地

特に重要なのが背景をしっかり理解すること。2 つめの目標はだ
いたいどの自治体でも同じ内容になると思いますが、3 つめの管理
と 4 つめの支援は、地域によって内容が大きく変わってくる部分だ
ろうと思います。奈良県ではこうしたフォーマットで災害に対する危

【図②】奈良県内の活断層

機管理と計画を作成していこうと考えています。
【図①】奈良盆地東縁断層帯の被害想定。30 年以内に震度 6 強の地震が起こるとされる予測図

奈良県民のハザード意識と現実

2015 年 2 月 14 日に、近畿 DMAT ブロック訓練が開催される

奈良盆地東縁断層帯から考える
震災ハザード

ました。もっと早くに秋冨先生にお会いできていたら、具体的な方

ことになっています。この訓練を機として、奈良県に大地震が発生し、

法を論理的に教えていただけたと思いますが、なにぶん私は 2013

大きな被害を受けることを想定して、具体的な対策を立てたいと考

年 4 月からの活動スタートとなりますので、これから皆さんにいろい

えました。計画を立てる際の背景として考えなければならないことの

ろ教えていただくことになると思います。

ひとつに、住民の意識に内在する脅威があります。そして物理的な

緊急事態計画を策定する際は、①予想 ②評価 ③予防 ④準備
⑤対応 ⑥回復 を考えることが重要です。①の予想をするためには、
どういった脅威とハザードがあるかを固定しなければなりませんが、

講演［1］

市立奈良病院 奈良 DMAT コーディネーター

守川 義信

これは地方によっても考え方が異なり、その地方のなかでも地理的
な条件等によって対応が変わってきます。

こと、たとえば立地条件によって状況はまったく異なってきますので、
そのことも考慮する必要があります。
住民の意識に内在する脅威ということで言いますと、奈良に暮ら

対象地震

断層長さ（km） 想定マグニチュード

①奈良盆地東縁断層帯

35

7.5

②中央構造線断層帯

74

8.0

③生駒断層帯

38

7.5

④木津川断層帯

31

7.5

⑤あやめ池撓曲 - 松尾山断層帯

20

7.0

⑥大和川断層帯

22

7.1

⑦千股断層

22

7.1

18

6.9

⑧名張断層

【表②】奈良県内を通る断層帯

す人びとの震災に対する意識はかなり特異的です。以前、県民に
震災に対するアンケートをとったところ、その回答は私たちの想定し

そうしたハザードに対してどのような計画を立てるのか、そして実

ていたこととまったく異なるものでした。
「奈良には津波がこないか

チュード 8 クラス、奈良盆地東縁断層帯ではマグニチュード 7.5 ク

際どれくらいのことを危険として認識するかが大切で、そのホライゾ

ら地震が起きても大丈夫」「飛鳥寺や法隆寺、大仏などの遺跡も

ラスの地震が 30 年以内に０～５％の確率で発生するとされてきまし

ンスキャンニングの設定がポイントとなります。また、潜在的な脅威

残っているから奈良は災害が少ない」といった回答が多く、震災は

た【表②】
。しかしこの確率が 2011 年 2 月に変更されまして、中

を体系的に観察・分析し、長期的な変化の可能性を探索し、どの

起こらない、または災害が起こっても大丈夫だと考えている県民が

央構造線断層帯は最大 14％と確率が上がっております。阪神淡路

ような影響効果をもたらすかを分析することも求められています。さ

ほとんどでした。奈良県は日本のなかで一番安全だと信じているの

大震災では、最大８％でしたので、それ以上に発生する確率が高

らに、そうしたハザードをいかに定量化するかということを考えなけ

ですね。実に興味深い結果でしたが、これにはさすがに私も驚きま

くなったわけです。もっとも被害が大きくなるだろうと考えられている

奈良県の緊急事態計画策定

ればなりません。

した。ただ、先ほど秋冨先生からもお話がありましたが、アンケー

のが、奈良盆地東縁断層帯による内陸型地震で、この地震による

トの質問内容によって、回答の方向性が大きく変わってくることを実

死者は 5,000 人以上と想定されています（P314）
【表③】
。

守川義信：市立奈良病院の守川と申します。現在私は、奈良県の

【表①】は Emergency Planning Officer’s Handbook より引

DMAT コーディネーターとして、いろいろな計画や訓練に携わって

用した表ですが、最少から激甚までのリスクを評価し、どのような

感しましたので、今後アンケート調査を行なう際は、内容を吟味す

おりますので、本日はそうした計画の内容について、また今後大き

確率で起こるかを検討します。業種によりで確率や対応は異なって

べきと反省もしております。

な災害に対して、奈良県としてどのような計画を策定していかなけれ

きますが、この表のなかで、自分たちの施設が危険になった場合、

ばならないかといったことを中心にお話してまいります。

大きな被害を受ける可能性があるケースを考えて計画を立てるべき

ここにいらっしゃる方々は、これまでさまざまな現場を体験されて

とされています。物理的障壁の設置や手順を定め、リスクを減らし、

タの死者 5,000 名とは想定外も含めた最大数の死者数を表してい
奈良盆地東縁断層帯の被害想定

皆さんもご覧になったことがあると思いますが、312 ページ上の

きた方ばかりですが、私たちが暮らす奈良県で緊急事態計画を策

発生を阻止するための手段をすぐに使えるようにしておくことが災害

【図①】は 30 年以内に震度 6 強の地震が起こる可能性を示した

定しようとすると、訓練を計画し実行することで計画行動が終了とい

の予防につながります。そして準備・対応・回復の段階が計画策

地図です。大阪平野も色が濃くなっていますが、奈良盆地がそれ

うのが現状です。訓練のための訓練というところがあり、どのような

定の主領域となり、この段階で訓練や演習の計画を立てることにな

以上に濃い色で示されています。

災害に対して立てた訓練なのか、その計画案の有効性を具体的に

ります。

検討するといったことが、まだ理解されにくい状況にあります。
私は奈良県の DMAT コーディネーターという仕事に就いてから、
緊急事態計画をどのように策定していくべきかをずっと考え続けてき

312

ところがこの表で注目していただきたいのは、同時期に発表され
た南海トラフ大震災の想定死者４名という数値です。つまりこのデー
ない可能性もあるということです。現在は南海トラフ地震による被害
データも変更され、死者数 1,700 名、傷病者数 1 万 8,000 名、
要救助者 6,600 名が最新データとなっています。
死者４名と予測されていたものが 1,700 名になったことを鑑みれ
ば、奈良盆地東縁断層帯の地震による死者数はさらに増える可能

なぜ奈良盆地がこのように濃い色なのかといいますと、奈良盆地

性があります。しかしながら、現時点で具体的な計画は何も立てら

にはいくつもの活断層が走っていて、地震発生の可能性が高いと

れませんでした。そこで私は、奈良盆地東縁断層帯の地震を想定

（情報）②目標（意図）③管理（方法）④支援（執行・運営）

されているからです【図②】
。よく知られているのが、中央構造線

した緊急事態計画策定に取り組み、その計画案に沿った訓練の計

⑤リスク評価 ⑥コミュニケーション ⑦安全衛生という 7 つの項目

断層帯と奈良盆地東縁断層帯です。中央構造善断層帯ではマグニ

画を立案することにしました。

次に緊急事態計画策定をどのように立てるかという時、①背景
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対象地震

死者

（うち「揺れ」による死者）

想定マグニチュード

（うち「揺れ」による死者）

①奈良盆地東縁断層帯

5,153（4,498）

19,045（17,174）

②中央構造線断層帯

4,319（3,686）

18,817（17,058）

③生駒断層帯

4,257（3,646）

17,578（15,806）

④木津川断層帯

1,800（1,360）

15,864（14,620）

⑤あやめ池撓曲 - 松尾山断層帯

3,675（3,126）

16,579（14,939）

⑥大和川断層帯

3,996（3,419）

16,935（15,239）

⑦千股断層

2,673（2,144）

14,296（12,894）

⑧名張断層

2,643（2,127）

14,261（12,875）

①東南海・南海地震同時発生

4（0）

414（411）

溝

②東南海地震

3（0）

163（161）

地

③南海地震

2（0）

232（230）

④東海・東南海地震同時発生

3（0）

163（161）

⑤東海・東南海・南海地震同時発生

4（0）

414（411）

内
陸
型
地
震

海
型
震

●

【表③】奈良県「内」の
被害想定

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

赤いラインがちょうど断層にあたるところで、ここに日本最古の道・

西和医療圏では、近畿大学奈良病院・奈良県西和医療センター・

山辺の道があります。かつて沼地だったところに、現在人が暮らし

大和郡山病院・奈良友紘会病院の 4 病院（1,263 / 3,275 床）

ていることがおわかりになると思います。こうした地理的状況から奈

に対して、東和医療圏では、済生会中和病院・天理よろづ相談所

良盆地の被害が想定されているわけですが、このことを多くの奈良

病院・高井病院・宇陀市立病院・国保中央病院の 5 病院（2,028

県民は知らないというのが現状なのです。

/ 2,484 床）に対してアンケートを行なっています。

現在、東縁断層帯を震源とする地震で想定されている被害をまと

中和医療圏では、奈良県立医科大学・大和高田市立病院・平

めると【表④】のようになります。被害想定のレベルを比べると、阪

成記念病院・済生会御所病院・土庫病院の 5 病院（1,989 / 3,495

神淡路大震災のレベルと同等かそれ以上に高いことが予想されてい

床）にアンケートを実施しています。大学病院があり、医療機関の

ます。京奈和（城陽─木津）
・第 2 阪奈（水走─奈良）
・国道 24

中心とされている地域で、この医療圏にも SCU が設置されました。

号線（奈良市～宇治市）
・国道 169 号線（奈良市～桜井市）の通

南和医療圏では、奈良県立五條病院・大淀町立大淀病院の 2

行止めもありうるでしょう。このあたりは火災も起きやすいとされてい

病院（474 / 885 床）に対してアンケートを行なっています。奈良

ることから、死者 5,153 名、負傷者 19,045 名という数で済むもの

県の地理的特徴でもあるのですが、南部の広範な地域が、南和医

ではないと私は考えています。

療圏というひとつの医療圏で担われています。このあたりまで奈良

たとえば【表⑤】の市町村（大和高田市・橿原市・桜井市・五條市）
は、奈良盆地のちょうど真ん中あたりに位置する市町村で、数千人

市から行こうとすると、車で 4 時間かかるようなところです。
アンケートの内容は、CSCA と TTT に則り下記を盛り込みました。

が被害にあうだろうと想定されています。
中和 ・ 東和 ・ 南和地区のハザード

発生した場合、
奈良県は壊滅的なダメージを被ることになるでしょう。

C：指揮命令系統・マニュアル・アクションカード・訓練

奈良盆地は地理的には広くありませんが、ここに奈良市、生駒市、

【図③】【図④】で注目していただきたいのは、震度 7 クラスの地

大和郡山市、天理市、桜井市、宇陀市、橿原市、大和高田市、

震発生が予測される地帯は、液状化危険度も高い地域だというこ

香芝市、御所市、葛城市、五條市などの人口過密地帯が集中して

とです。かつて奈良盆地は沼地だったそうで、川もあって稲作がし

きます。こうした市町村の状況や二次医療圏の状況に着目した緊

いて、県民の多くが暮らしています。もしこれらの断層による地震が

やすいことから人びとが集まり、集落ができ始めました。
【図④】の

急事態計画や訓練計画を策定するため、私は 2014 年４月に、基

立地条件による組織の緊急対応

市町村の状況はその立地条件により組織の緊急対応も異なって

幹災害拠点病院（１病院）・災害拠点病院（６病院）・150 床以
【図③】奈良県全体の被害想定（奈良県公式ホームページより）

【図④】奈良県全体の被害想定（奈良県公式ホームページより）

上の病院（15 病院）を対象にアンケートをとりました。
アンケートの内容は、災害医療概論（CSCA・TTT）に基づき
構成しています。県内 24 医療機関にアンケートを送付し、22 病
院から回答を得ることができました。（アンケート発送日：2014 年

C：情報収集・EMIS

A：評価方法・DMAT 受援の必要性
T：トリアージ知識・訓練（Triage）

T：スタッフ配置・受け入れ可能人数・透析・HOT（Treatment）
T：搬送方法・広域医療搬送・SCU の理解（Transport）
T：電気・水道・医療物資・食糧の備蓄（Tools）

今回のアンケートでは、TTT の 3 項目に加えて、T：電気・水道・
医療物資・食糧・情報等の備蓄等、災害に対してどれだけの備え

4 月 7 日 アンケート回収日：2014 年 4 月 15~22 日）
二次医療圏である奈良医療圏では、奈良県総合医療センター・
市立奈良病院・奈良医療センター・済生会奈良病院・高の原中

がなされているか──を新たな項目 T（Tools）として加えました。

実はこのアンケートの目的はここにありまして、緊急計画を策定す

央病院・西奈良中央病院の 6 病院（1,740 / 3,608 床）にアンケー

るうえで最も大切だと考えます。実際、
現場にどれくらいの人がいて、

トをお願いしました。このうちの 2 病院が災害拠点病院となり、私

どれだけの物資があり、
どれくらいの対応が可能か。現状で何日間、

が所属している市立奈良病院も奈良医療圏にあります。2014 年 6

医療活動が可能か明らかにしたいと考えました。

月、奈良医療圏に SCU（広域搬送拠点臨時医療施設：Staging
care unit）が置かれ、災害時に必要な物品も装備されました。
【表④】奈良県全体の被害想定

断層の長さ
マグニチュード
死者
負傷者
住家全壊
住家半壊
避難者
断水世帯
停電世帯
ガス供給支障世帯

災害医療の目標は、人命救助（Preventable Disaster Death
を０にする）で、そのためには県全体の指揮命令系統の確立・スタッ
【表⑤】市町村別被害想定

奈良盆地東縁断層帯地震による被害予測

314

S：スタッフ・施設・患者の安全確認法

35km

7.5

5,153

19,045

119,535

83,442

435,074

阪神・淡路大震災

7.3

6,432

40,092

104,906

市町村
大和高田市
橿原市
桜井市
五條市

死者

負傷者

207

867

642

1,639

26

444

232

744

114,272

433,526
486,436
256,903

315
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フ、入院、外来通院中の人びとの保護・病院機能保持・回復の連携、

【グラフ④】は、DMAT の受援チーム数を示すグラフですが、一

通じるものですから、2015 年の近畿 DMAT ブロック訓練でも、こ

般病院での受け入れ数が少なく、1 チームを受け入れるか、あるい

のことを意識しながら進めていきたいと考えています。

は受け入れないという結果でした。これは DMAT についての知識
体制を示していると捉えています。DMAT の講習などでは、
「DMAT

断する等、今回のアンケート結果から導き出された結果を重ね合わ

が来たら災害になる」などと冗談めかして言われることがありますが、

せています。やはり情報がないところが一番怖い。そうしたところか

おそらくこうした答えを出した一般病院については、DMAT や災害

らどうやって情報（information）を仕入れ、それらを内容のある

医療についての知識も不充分ではと考えています。

情報（intelligence）として提示するかを、訓練をとおして実施す

C 病院

●

B 病院

と理解が充分でないため、来てもらっても対応できないという組織

や EMIS 入力により情報を発信、収集し、病院避難の必要性を判

る予定です。

西和 医療圏

関係が見いだせず、理由がまだ判明しておりません。

調整をする必要があります。こうした目標は、災害訓練の目標にも

具体的には、県全体の指揮命令系統を確立し・衛星携帯電話

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

●

●

SCU［訓練会場］
橿原市役所 かしはら安心パーク

●
●

●

A 病院

こうした調査分析を基に、今回はこれら東和医療圏と中和医療

病院・C 病院の 4 病院です。

れにどれだけ有意差があるかを分析してみました。

のです。SCU は橿原運道公園とかしはら安心パークに設置しまし

まず、災害が発生した場合、たとえば震度 5 強以上の地震が発

【図⑤】は、DMAT 訓練に関連する機関を地図に落とし込んだも

・奈良県西和医療センター
・大和郡山病院
・奈良友紘会病院

SCU［訓練会場］
橿原運動公園

中和 医療圏

●

・奈良県立医科大学
・大和高田市立病院

D 病院

を治療するために何を導入するべきかを計画する必要があります。

和医療圏では、マニュアルがきっちりと整備されていましたが、山

が 744 人（死者 232）と予想されています。こうした想定のなかで、

発災初日の治療は可能だが資機材が足りないということであれば、

間部や東和医療圏では、この対応力が低いことが明らかとなりまし

病院の職員だけで 1 日にどれだけの傷病者に対応できるかといいま

少なくとも初日には資機材を投入して、さらに DMAT を投入する。

た。重傷な傷病者の受け入れ数に関しても、病床の全体数は医療

すと、赤 3・黄 20・緑 30 ＝計 53 という回答結果でした。

そのとき、何チームの DMAT を送り込めばいいのかを検討する必

東和医療圏にある A 病院（324/2,484 床）は、その断層にもっ

こうした結果を受けて、病院の機能を維持し、691 人の傷病者

この病院では、電気の備えは 3 日分で、食糧は患者に対して 3

はりかなりの格差があります。奈良医療圏と中和医療圏は、相当数

日分、職員 3 日分を備えていますが、医療用の水の備蓄はありま

の傷病者を受け入れられそうですが、それ以外の医療圏で多数の

せんでした。その他の医療物資に関しては、1 日分しか備えがあり

当面の対応として、A 病院には CSAT・TTTT に応じた 8 チー

重症傷病者を受け入れることは難しいだろうという結果となりました

ません。つまり、744 から 53 を引いた 691 名は、対応不可能と

ムを投入することにしましたが、このチーム数にはまったく根拠があ

いうことになります。この地域に関しては、国道 169 号線が壊滅的

りません。この 8 チームの投入が正しいか否か（実際の訓練では、

な被害を受けますので、国道 165 号線の西方向のみにしか交通で

総参加チーム数により投入チーム数が増減します）。それが今回の

ところ、災害拠点病院と一般病院とでは大きな差は認められません

きなくなる可能性が高く、その場合は【図⑤】の地図でいう SCU

訓練で実証されるかどうか調査していきます。これらのチームによっ

でした【グラフ②】
【グラフ③】。つまり、重傷の傷病者は災害拠

のある西側の地域にしか移動できなくなります。

て、・指揮命令系統の補助・安全評価・全体の評価・治療補助

もうひとつ興味深いデータとして浮かび上がったのは、重傷傷病
者を多く受け入れる病院になればなるほど、なぜか職員用食糧の
備蓄が少ないということです。これはちょっと解せないところで相関

【グラフ①】災害拠点病院と一般病院の比較［1］
重傷受け入れ可能人数

病床数と傷病者の関連

P=0.012

【図⑥】奈良県の病院施設と医療圏の関係

この介入によって、691 名すべてを救うことはできないかもしれま

きませんから、その輸送を後方支援する必要があります（具体的に

県の平均値で、赤線が病院の達成率となります。CSCA のなかで

せんが、少なくとも 53 名以上の傷病者の対応にあたる事は可能と

どのように水を調達し、どのように搬送するか計画を立てる必要が

も特に C（指揮命令系統・マニュアル・アクションカード・訓練）

考えます。西方に向かう国道はおそらく使えるはずですので、そこに

あります）
。以上の内容を現時点で把握しており、それに基づいた

SCU を設置し傷病者を搬送する。物資、特に水がないと透析もで

訓練計画を立てています。

の項目の達成率が低く、災害医療への備蓄が充分でないことがわ

【グラフ②】災害拠点病院と一般病院の比較［2］
透析患者受け入れ可能人数

病床数と透析患者者の関連

P=0.41

【グラフ③】災害拠点病院と一般病院の比較［3］
HOT 受け入れ可能人数

病床数と HOT の関連

P=0.50

P=0.622

災害拠点

一般病院

一般病床数

【グラフ④】災害拠点病院と一般病院の比較［4］
DMAT 授援チーム数

病床数と DMAT の関連

P=0.0323

P=0.827
授援チーム数（人）

一般病床数

・大淀町立大淀病院

を支援していきます。

受け入れ可能人数（人）

316

一般病院

・奈良県立五條病院

ト結果をすべて点数化してレーダー図化したものです。青線は奈良

受け入れ可能人数（人）

受け入れ可能人数（人）
災害拠点

P=0.032
R=0.489

次ページ上の【グラフ⑤ - ⑧】は、A 病院他の病院のアンケー

（2 病院：474/885 床）

も訓練が必要となるでしょう。

一方、HOT や透析患者をどれだけ受け入れられるかを調査した

般病院でも対応可能ということです。

・済生会中和病院

要がありますが、こうしたときの基準となるモデルを策定するために

圏間で 3,000 から 2,000 とそれほど差はないはずなのですが、や

点病院で対応する必要があるけれども、HOT や透析の患者は一

東和 医療圏

（5 病院：2028/2484 床）

南和 医療圏

とも近い病院となります。病院がある桜井市は、発災で傷病者数

【グラフ①】。

・奈良医療センター
・済生会奈良病院
・高の原中央病院
・西奈良中央病院

た。赤ラインは、奈良盆地東縁断層帯を示しています。
かります。

二次医療園のなかでも、SCU が設置されている奈良医療圏や中

・奈良県総合医療センター
・市立奈良病院

【図⑤】奈良県の DMAT 訓練関連機関（Google より）

A 病院の緊急対応 【グラフ⑤】

内で大きな差がありました。

SCU

・天理よろづ相談所病院
・高井病院
・宇陀市立病院
・国保中央病院

・平成記念病院
・済生会御所病院
・土庫病院

生したとき、自動参集するようなしくみができているか。もしくは動
員できるようなマニュアルがあるかという問いに対して、二次医療圏

SCU

（5 病院：1989/3495 床）

画を立てることにしました。中心となるのは、A 病院・B 病院・B
アンケートの結果、二次医療圏において、CSCATTTT のそれぞ

・近畿大学奈良病院

奈良 医療圏

（6 病院：1740/3608 床）

奈良県立医科大学

圏と南和医療園を対象として、近畿地方 DMAT ブロック訓練の計

アンケートの結果から明らかになったこと

（4 病院：1263/3275 床）

災害拠点

一般病院

一般病床数

災害拠点

一般病院

P=0.0068
R=0.584

一般病床数
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

［凡例］

【グラフ⑤】A 病院の緊急対応

【グラフ⑥】B 病院の緊急対応

【グラフ⑦】C 病院の緊急対応

【グラフ⑧】D 病院の緊急対応

＊時 計 12 時の位置を C（指揮命令系統・マニュアル・アクションカード・訓練）
として、時計回りで C → S → C → A → T → T → T → T の項目順で表示
＊青ラインは奈良県の平均率。赤ラインが各病院の達成率（%）
C：指揮命令系統・マニュアル・アクションカード・訓練
S：スタッフ・施設・患者の安全確認法
C：情報収集・EMIS

A：評価方法・DMAT 受援の必要性

T：トリアージ知識・訓練（Triage）
T：スタッフ配置・受け入れ可能人数・透析・HOT（Treatment）
T：搬送方法・広域医療搬送・SCU の理解（Transport）
T：電気・水道・医療物資・食糧の備蓄（Tools）

B 病院の緊急対応 【グラフ⑥】

アンケート結果を分析すると、C 病院は安全確立や評価の項目

B 病院（320/3,495 床）は中和医療圏にある病院です。ここ

が低く、対策を講じることが急務です。液状化現象による遮断も考

で予想される傷病者数は 867（死者 207）。このうち、赤 0・黄

えられ、傷病者を救命するために安全を確立させることがより重要

10・緑 30 ＝計 40 名の対応を可能としています。

になってきます。治療に対応できる人数が病院の規模として少なく、

ここは災害拠点病院なのですが、残念ながら重症傷病者には対

資機材も足りません。発災時、この病院からしばらく情報が発信さ

応できないアンケート結果となりました。備蓄している食糧は、患

れてこないとすれば、CSCA のいずれかに問題があることが予想さ

者 3 日分・職員 3 日分。電力は 1 日分。水の備蓄はゼロで、稼

れます。

働日数は 1 日です。震災時に医療機関で必要とされる電気は、東

また、この病院の地理的状況上、震度７の揺れも予測されること

その訓練目的として挙げている主なことは、次のとおりです。
［1］DMAT 隊員の技能維持

［2］被災県（奈良県）の DMAT 受け入れ態勢の確認
［3］参加病院の危機管理能力向上

［4］来るべき震災への対応能力の向上（①連絡系統の確立・②
SCU の展開）

日本大震災の経験を踏まえると、これまで考えられてきた備えでは

から、病院機能の維持が困難となり、病院それ自体の避難が必要

アンケート調査の結果を基に、今後は各病院に DMAT を投入し

まったく足りないことが明らかになりました。こうしたことから、実質

となる可能性があります。これに対応するためには、
DMATを投入（6

たことによって、どれだけ医療機能が稼働するのかを評価・分析し

的に数日間の稼働は期待できません。この辺りは液状化現象の影

チーム）して安全の確認をした後、避難の必要性を決定評価する。

ていくつもりです。訓練に参加する模擬傷病者 60 名は、4 病院す

響が大きいとされている地域で、道路の遮断も予測されます。こう

そして移動手段を確保が先決となります。県内や他府県への域内、

べて同じ傷病者にする予定です。投入した DMAT が各病院でどの

したなか、1 日で治療可能な人数は全体の 4.6％、傷病者 827 の

広域搬送も考慮する必要があるでしょう。

分野に介入し、
その結果これら 60 名の傷病者どのような転帰になっ
たかを確認するためです。また、輸送法や時間経過すべてを記録し、

治療が不可能となります。
D 病院の緊急対応

今回私たちが検討した DMAT の投入方法についても検証します。

最後になりますが、D 病院（199 / 885 床）についてです。こ

訓練が終わった直後にアンケートをとり、しばらく経過してから再ア

部ではこうした案件を日頃から検討していて、指揮命令系統を確立

の病院は南和医療圏にあります。この医療圏の五條市で予想され

ンケートを行なって、以前回答した結果がどのように変化していっ

するため、毎月訓練を行なっているとのことでした。CSCA は確立

る傷病者数は 444 です。このうち病院が対応可能なのは、赤 3・

たかも調査する予定です。医療支援と介入の意義・訓練の意義を、

しているのですが、その結果が治療現場に反映されていないことか

黄 5・緑 15 ＝計 23 という回答となっています。

今後の計画策定の資料としてきたいと考えております。

この病院のアンケート結果は興味深く、CSCA の達成率はとても
高いのです。病院に CSCA の数値が高い理由を尋ねたところ、本

ら、その点が今後の計画策定のポイントになると思います。
こうした状況のなか、827 人の傷病者を 1 人でも多く救うために
はどうしたらいいか。この病院の場合、明らかに治療スタッフが足
りません。そこで災害時には、まず DMAT（TT 各２チーム）を
最低 4 チーム投入して治療補助を行ない、次に資機材や水を支援

D 病院は、食糧の備蓄は患者・職員いずれも 3 日分。電力と水

私は DMAT コーディネーターとしは、知識、経験共に不足して

も 3 日分用意されていました。稼働日数は 1 日で治療可能な人数

おりますが、皆さんのご支援・ご協力を受けながら、努力し続けた

は全体の 5％で、421 人の傷病者には対応できないことになります。

いと考えております。

D 病院のアンケート結果を見ますと、全体的に達成率が高く、
指揮命令系統もある程度確立されていることがわかります。しかし

するといった対応を考えました。CSCA が確立しているのであれば、

情報を発信していく力とそれを評価する力がやや足りません。
そこで、

情報が充分に収集され伝わるはずですから、搬送可能な DMAT

まず DMAT（CA 各２チーム）を 4 チーム投入して、全体を評価

チームを投入して SCU まで搬送させることもできます。

し情報を発信する。そして必要であればさらに DMAT を投入する
という方法を考えております。

C 病院の緊急対応 【グラフ⑦】

C 病院（199/3,495 床）は中和医療圏にある医療機関です。こ

の医療圏で予測される傷病者数は 867。このうち病院で対応可能

今後の展望

4 病院における緊急対応案をお伝えしてきましたが、死者 5,153

な患者は、赤 2・黄 2・緑 6 ＝計 10 という回答を得ています。こ

名・負傷者 19,045 名と予測される大地震が実際に発生した場合、

こは一般病院ですが、重症傷病者にも対応できるとしています。こ

いったい何人を救命できるのか。これは正直、まったく想像がつき

の病院も、食糧（患者 3 日分・職員 3 日分）、水（0 日分）、電力（1

ません。地域独自の調査やこれまで皆さんが構築してきた経験や

日分）
とハードの備えは充分ではありませんでした。稼働日数は 0.5

データを分析しながら、試行錯誤しつつブロック訓練のための計画

日。1 日で治療可能な人数は全傷病者の 1.1％です。

を策定しております。
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県立大船渡病院

県立高田病院

車で約 20 分

津波と地震で壊滅的な被害を受けた岩手県立高田病院

東日本大震災における
岩手県立高田病院の活動と
ISO22320 チェックリストの検証
講演［2］

岩手県立高田病院

高橋 宗康

岩手県立高田病院と医療圏

高田病院と大船渡病院

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した宮城県沖を震源とする

仙地区の医療圏内の人口は、約 60,000 人。陸前高田市の北に

制を国際基準の ISO22320 を示準にしながら、管理体制の適合

東北地方太平洋沖地震によって、岩手県は大きな被害を受け、多

位置する大船渡市（人口約 30,000 人）には、気仙地区の地域

性を評価しました。この調査の目的は、私たちの病院の現在の管

数の死傷者を出しました。

中核病院である大船渡病院（400 床）があります。高田病院との

理体制を知ることにあります。方法としては、NTT セキュアプラット

距離は車で 20 分ほど。DMAT もありドクターヘリもあり専門医も

フォームが作成した ISO22320 チェックリストにより、高田病院の
防災マニュアルを評価してきました。

初めに、岩手県立高田病院と医療圏についでご説明します。

沿岸にある高田病院と SCU の設置された内陸の花巻市の間に

市和賀町の出身で、2005（平成 17）年に岩手医科大学を卒業後、

高田病院は、気仙地区と呼ばれる医療圏のなかにあります。気

は北上山地があり、高田病院と花巻までは車で 1 時間半ほどかか

いる総合病院です。大船渡地区も津波の被害で 400 人ほど亡くな

ります。岩手県沿岸はリアス式海岸で、大震災の津波は、海岸線

りましたが、高台にあった病院の建物や医療資材には大きな被害

で凝縮されたエネルギーが、入江に迫るにつれて高さを増し、陸

はほぼありませんでした。

の奥深くまで流れ込んできました。陸前高田市は海抜の低い地域

この 2 つの病院には震災前から役割分担がありまして、大船渡

に町があり、そこに多くの住民が暮らしていました。震災前は約

病院では循環医や脳外科などの診療や手術などの急性期医療を、

24,000 人が住んでいましたが、震災による死者・行方不明者は

高田病院では一般内科や外傷、中毒など慢性期・回復期の医療

人口の約 7％の 1,700 名に及びました。震災後、
住民の移動もあっ

を主に担っていました。実際、震災の急性期では、高田病院が全

て人口約 20,000 人となり、
震災前から約 4,000 人減少しています。

壊し医療機能が低下したことから、陸前高田市の多くの患者を大

震災前の高田病院は、病床数 70 床、総勢 5 人の医師がおり、
高橋宗康：岩手県立高田病院の高橋宗康と申します。岩手県北上

県立高田病院の［4.1 指揮・系統一般］
（部分）

高齢者中心の医療を中心に地域医療を実践していました。4 階立
の病院を津波が襲い、職員や患者が亡くなりました。

船渡病院で診療しています。

ISO22320 による岩手高田病院の防災管理体制評価

今回、秋冨先生に声をかけていただき、高田病院の防災管理体

【期

日】2014 年（平成 26 年）8 月（再評価 11 月）

【アウトカム】レーダーチャート描出
当院の弱点を明確化

チェックリストの利便性評価
当院の特色をあげるとすれば、①震災で全壊した病院であること。
②震災から復興を果たした病院であること。②他病院より小規模、

高田病院は、2017（平成 29）年、高台の新病院に移転予定

後方支援病院（40 床）であるかと思います。過去に大きな被害を

ですが、近隣に医療機関を新しくつくることが、果たして適切かど

被ったことから、なにか改善や進展があったかどうかを測るという

県外の総合病院で 7 年学び、医師となって 10 年目。専門は救急

生き残った患者や医師、職員は屋上に避難し、震災翌日に自衛

うかが問題になりました。2 つの総合病院があることで、医師も看

意味でも、調査する意義のある病院だと思います。私としても、震

医療（北米 ER 型）
・総合医療・小児科です。震災後は緊急医療

隊のヘリコプターで救助され、避難所となった山の手の公民館に搬

護師も分散してしまう懸念があるからです。1 カ所に集約化するほう

災後にどのような改善や進展があったのか大きな関心がありました。

救護のために高田病院に 1 ヵ月間支援に入りました。高田病院に

送されました。病院の職員は、避難先の公民館で翌日から診療を

が有効ではないかという意見もありました。

入るまでは主に急性期病院で働いており、離島医療にも携わりまし

開始しています。翌々日以降、口コミで高田病院のことを知った被

大船渡病院には、中央の病院から専門医師が定期的に派遣され

た。高田病院の支援を終えてから、一度拠点の病院に戻ったので

災者が、治療や薬を求めて公民館まで訪ねてくるようになりました。

てきましたが、岩手県全体の医師不足のため、近年はその人材確

すが、震災から約 1 年後、再び高田病院に戻ってきまして、現在

その後、DMAT などの支援が徐々に入り、公民館で診療を続けな

保も充分ではありません。若い医療者はよっぽどのことがない限り

常勤医をしております。今月で 2 年 2 ヵ月となります。また社会人

がら、震災から 3 ヵ月後の 7 月から保険診療を開始しています。7

地方に来ることはありません。大学病院の各専門科も、小規模病

物的資源はあるものの、どのような権限で指揮するかはこの組織図

大学院生として長崎大学に通っており、国際保健学を学んでいます。

月には 1 階建のプレハブの仮設病院ができ、2 月には病棟も完成

院に医師を派遣するほど余裕はありません。大船渡病院も高田病

から読み取ることはできません。また、ISO22320 チェックリストに

医療者として関心をもっているのは、災害後の健康問題、災害

して（41 床）
、そこで現在も診療を続けております。高田病院は以

院も慢性的な医師不足の状況が続いています。

示されていた「長期的社会共存の関係・維持」に準じる項目の記

医療、エボラ出血熱をはじめとする国際感染症、医学教育、ベイ

前から、高齢者にやさしい医療を理念に、高齢者の急性期疾病、

ズ統計モデリング、地域の抱える医療格差の問題や地方の研修医

在宅訪問診療も展開してきました。気仙地区の後方支援病院として

育成などにも取りくんでいます。

の機能も担っています。現在は、総勢 9 人で診療を行なっています。

320

東日本大震災は、日本の医療体制における地位格差の問題を、
改めて浮き彫りにする震災でもありました。

［4.1 指揮・系統一般］

高田病院の［4.1 指揮系統］は一般的なもので、院長をトップ

に管理部が並び、各職員の任務分担が記されています。人的資源・

載はありませんでした。正直なところ「長期的社会共存の関係・
維持」の項目は、指揮系統システムのチェックとして、いささか唐
突なような印象を受けました。
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［4.1 指揮・系統システム一般］

●

いう表現がよく出てくるのですが、しばしばこれらの表現がごっちゃ

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

と時系列ごとに対策を協議する場の必要性が明示されています。

いという印象。4.2.5 の計画策定はとてもいいと思います。このよう

今回、私が高田病院の防災マニュアルを ISO22320 チェックリス

になって、正直その違いがよくわかりません。チェックリストには、
「判

決定したことのフィードバックに関しては記されていますが、ではそ

なプロセスであれば項目を列挙してチェックしやすく、改善にもつな

トで確認するにあたり、
もっとも重点的にチェックしたのは、
この［4.1

断の種類に応じて指揮レベルを分類」するとあり、
活動方針や目的・

れがどのように実施されたのか、そのフィードバックと統制策につい

がります。私たちのような小さな病院でも対応が可能かと思います。

指揮・系統システム一般］の項目です。高田病院では、これが 2

目標決定することが「戦略的役割」
。手法、資源を活用することが

ては記されていません。トリアージセンターを開設して被災患者を

一方、結果のフィードバックおよび統制策については、人的資源・

枚の用紙でまとめられています。発災から 30 分、60 分、120 分

「戦術的役割」ということかと捉えていますが、高田病院では判断

受け入れた。ではその患者をどのように保護し移送したのか。搬送・

物的資源・資金・情報などをプロセスのように項目化することは適

という時系列に従って、それぞれの部署が何をやるかということが

の種類がさまざまで、階層性の有無も判然としません。階層性とい

搬送手段はどのように確保されたのか。結果、安全な区域へ移送

切かどうかという疑問が残りました。4.3 の「被災者に配慮し、
ニー

タイムテーブルで示されています。具体的な動きとしては、活動体

う表現はおそらく、下のほうから上がってくる情報、上でやりとりす

されたか、それが確実に実施されたのかどうか。それを誰がいつ

ズや心情、文化や価値観の違いを考慮している」の項と「4 つの

制の確立・重要事項の決定・情報管理・人命救助・広報・被災

る情報といった意味だと思いますが、そういう意味では当院のマニュ

確認するのかということには言及されていませんでした。

患者の受け入れ・患者の保護・移送・搬送。活動体制の確立と

アルには記載されていませんでした。

して掲げられているのは以下のような内容で、時系列的な流れや必
要なプロセスは明示されています。これらの管理権限者は院長です。

震災時の高田病院の指揮レベルについて、自分が見聞きしたこと
をお伝えしますと、このとき全体の指揮をとったのは、院長の石木

［4.2.7 指揮・統制の資源］

幹人医師でした。震災から 40 分で津波が来て、屋上に避難しな

こに指揮命令系統の場所を設置するかが記されていませんでした。

ければならなかったわけですが、あの現場では、彼の直感と独断と

人的資源・物的資源・資金・情報などの必要な資源に関しては

リーダーシップにより、その場その場で対応してきたということにな

備蓄の必要性が記されていますが、その場所がやはり記されていな

るかと思います。たとえば、津波が来るとわかってから、院長の指

い。必要な資源としてマニュアルに記されているのは、人的資源：

• 施設の被害状況把握と本部として使用可否判断

示で屋上に上がったこと。ヘリコプターでのピックアップの順番は、

職員の確保（第 40 条）。物的資源：水・電気・燃料（第 41 条）。

彼の判断により脆弱の人から行なったことなど。これが津波の一撃

情報に関しては、
ラジオやテレビ、関係機関からの情報（第 42 条）。

• 院内患者の避難勧告・指示の要否判断

をくらって混乱したリアルな病院での指揮系統体制です。津波が来

資金に関しては記載がありませんでした。確かに資金は必要だろう

• 動員規模判断及び動員指令

る前であれば、指揮の階層性が有効なのかどうか。屋上に避難し

と思います。

• 病院周辺等の被害情報集約、第一報を医療局

られていたのではないかとも思います。

• 自主参集

• 院内電話の利用統制

• 災害対策本部の設置

［4.2.3 指揮・系統体制 戦略的役割］

このように時系列的な動きは予め明示されていますが、目的や目

［4.3 人的要因 被災者に配慮］

［4.3 人的要因 被災者に配慮］の項目について。心情・文化に
考慮すること。作業分担・安全衛生・交代要員などに考慮すること。

［4.2.5 指揮・系統プロセス］の項目については、施設の被害状

能力・精神や感情、ストレスに考慮すること。これらは災害時、と

標を決定する場の存在は記載されていませんでした。予想外の事

況把握し活動体制を確立・観察し、人名危険関係情報や津波・

ても大事な問題だと思いますが、このことに関する記載はありませ

案が起こることを予め考えておらず、行き当たりばったりになるので

地震の情報把握を収集するところまではあるのですが、それらの情

んでした。今回の震災をふりかえっても、人間の役割についての必

はないかという印象を受けました。高田病院の［4.2.3 指揮・系

報の処理と共有に関しては、当院のマニュアルには記載がありませ

要な配慮に気づくことができなかったと思います。

統体制］は、次ページ下（左）のように、医師・看護部門・事務局・

んでした。ただ岩手県には、そうした情報を共有するためのソフト

薬剤師という部門があり、その下に救急医療班・患者搬送班・広

があります。しかし、それを関係機関が知っているかどうかもわから

域搬送調整などが記載されています。別のページにも活動内容が

ない。入力の方法はもとより、存在そのものが知られていないように

示されているのですが、各部門がやることが混在しており、誰が何

も思います。

を具体的にやるのかということの明記が欠けていると感じました。
［4.2.3 指揮・系統体制］の項目には、戦略的役割と戦術的役割

［5.2.2 計画策定及び指示］

中間集約結果に基づく対策協議のうえ、現在、当院が計画策定

できていることとできていないことをまとめると以下のようになります。
できていること

［a］危機対応業務を実施するための指示及び達成目標の提示
［b］効率的な意思決定のための主要な問題の特定

［c］収集方法及び成果物に関する指針も含めた情報収集計画

てからは、戦略を立てることはできるかもしれませんが、戦術は限

［4.2.5 指揮・系統プロセス］

は入れ替えたほうがいいのではないかという印象をもちました。

また、これは致命的な問題だと思いましたが、発災した際、ど

• 幹部職員との連絡・協議・意思決定

活動体制の確立

人的要因（作業分担、安全・衛生、要因交代、人・機械・シス
テム間のインタフェース）に対して適切な処置をとっている」の項目

ISO22320 チェックリスト 第 4 章の考察

ISO22320 チェックリストの第 4 章を防災マニュアルと照らし合

わせながら、私の感想をまとめてみました。たとえば、4.1 の項目は、

の策定

［d］関係組織がもつ情報ニーズの確認

［e］発信に関する要求事項及び手順の決定（技術的及び非技
術的）

［f］活動情報の処理に関わる人材配置計画の策定
できていないこと

［g］情報の保管、利用、アクセス権、及び制限に関する計画
策定

［h］必要とされる情報に関する時間的制約の確認

［i］情報処理装置及びその操作管理に関する計画の策定

計画策定に関しては、先ほどもお話ししましたように、応援要請

まとめすぎなのではないかという印象。4.2.3 の項目は、戦略と戦

［c］の情報収集の方法に関しては、当院ではパソコンに記入して

の要否判断、ヘリコプター搬送用製の適否判断など、30 〜 60 分

術を分けたほうがいいのではないか。また言葉の意味が浸透しにく

いくべきこともあるのですが、おそらくそのこと自体を知らない職員も
います。現在、当院の現場でどのように対処しているかといいますと

県立高田病院の［4.1 指揮・系統システム一般］その 1

県立高田病院の［4.1 指揮・系統システム一般］その 2

県立高田病院の［4.2.3 指揮・系統体制 戦略的役割］
（部分）

「ホワイトボードに記録し、デジカメで撮影する」とはあります。し
かし、情報源・入手時刻の特定や誰がどのような資材を使って行
なうのかなど情報登録の記載はありません。この方法ですと、情報
が共有できませんし情報を残すことができません。
［5.2.4 情報の処理及び利用 5.2.5 情報の分析及び作成］

［5.2.4 情報の処理及び利用］の項目に関していえば、
［a］様式［b］
妥当・信頼性の評価［c］不正確［d］発信レベル［d］信ぴょう
性 のすべての項目に関して、対象となる情報評価項目が存在せず、
情報評価がまったくできません。いろいろな情報を集めにいくことは
できますが、ではその情報が正しいのか間違っているのかを判断す
る評価がありません。
［5.2.5 情報の分析及び作成］も同じです。
［a］情報の改定［b］
優先順位付け［c］照合［d］リスク特定［d］結果の推定［f］ア
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提案！一般に社会との共存？
まとめすぎたのでは？

提案！戦略と戦術は分けてもいいのでは？
また言葉の意味が浸透しにくいのでは？

Good ！このようにプロセスであれば項目
をチェックしやすく、改善につながる

質問！人的資源、物的資源、資金、情報など

質問！

プロセスのように項目化することは適切？

発信レベルとは何を意味するのか？

提案！入れ替えたらどうか？

質問！信頼性と信ぴょう性の違いは何か？

配慮、文化を最初に持ってきても
第 4 章の考察

ウトプット のすべての項目に関しての言及はありませんでした「情報

第 5 章の考察

予測 (prediction)・即応性 (agility)・協働 (collaboration)・融

いうことになると、まずは情報だということで皆の意見が一致してい

［6.3 連携一般］

高田病院は岩手県立ということもあり、国や県など自治体間の、

の集約」という表現が記載されており、受け入れるための努力はし

合 (fusion) といったことが問われるわけですが、先ほども申し上げ

ます。電話も交通手段もないなか、ではどうやって情報を集めるか。

ていますが、それを評価し精査することまで言及している項目はあり

ましたように、当院の防災マニュアルには適時に何をするかといった

実際に被災にあった現場レベルというのは、こうした状況です。

協力関係・相互連携については記載がありますが、それ以外のこと。

ません。

ことは記載されていますけれども、下記のように活動プロセスの評
価や品質の評価に関しては、軒並み × がつく結果となっています。

ISO22320 チェックリスト 第 5 章の考察

ん。公立病院間、県庁と協力協定は結ばれていますが、民間レベ

高田病院の防災マニュアルの活動プロセス評価と品質

ところ、使いにくかったところなどをまとめると次のようなことが言え

［5.2.6 情報発信及び統合］

［5.2.6 情報発信及び統合］は、要求条件によって手段の情報発
信し、情報として価値をみいだし、状況認識に活用することを問う
項目です。この項目については、情報発信手段として『広報』を使

うという表現が記載されておりますし、マスコミに対する院内一斉
放送について記されています。しかし、それらの情報をどのように発
信すればいいか、その方法については記載されていません。情報
は機密度分類に基づいて提供され、意思決定者やその他の利用者
によって利用されるように分類されるべきですが、その機密度は高
くなく分類もされていません。利用者のニーズや情報の性質・重要
を考慮した発信は考慮されていないと判断されます。

以上、ISO22320 第 5 章の項目をチェックして、使いやすかった

［a］予測性 (anticipatory)		

×

ます。

［c］正確性 (accurate)		

×

頼性と信ぴょう性の違いがよくわかりませんでした。こうしたことば

［b］時宜性 (timely)

［d］使いやすさ (usable)		

［e］包括性 (complete) 		
［f］関連性 (relevant)		

［g］客観性 (objective)		
［h］利用可能性 (available)

○
×

する充分な評価について言及しておりませんでした。つまり、発信

• 民間法的義務のない民間との協力 ×
県庁との協力関係は明確に記載されており、NBC テロ対処関連
（専門家）はできています。情報共有に関しても然り。しかし、こ

×

促されると思います。［B.4 活動プロセス評価：計画活動の同期］

うした協定が、どのように評価されているかというと不安なものがあ

に記されている「要求に間に合うように」という日本語の意味が捉

りますし、これらの協定規約をある一定期間ごとに評価・改定して

えかねました。

いるようには見えませんでした。いざというときに、協定があった事

んど評価がなされておりません。
第 5 章の考察

［B.4,5,6 活動プロセス評価・品質］

情報の集約に関しては、発災から 30 分で中間集約という目標あ

加工の危うさや操作（B.5）
、充分・不充分性（B.6）は認識され

のシステムをつくっているようですが、被災地となった高田病院の職

ていません。これでは先入観などによって、いろいろな情報が玉石

員の多くが、その存在を認識しておりません。いまでも従来どおり、

混交となる可能性があります。
大船渡医師会は、東日本大震災の発災から 1 年後に、震災時
の状況をふりかえる場を設けており、私も聴講しておりましたが、
混乱する被災地でいかに情報を集め、それらを精査するかが大変
だったと関係者の誰もが感じています。震災時、離れた病院であ

［B.2 活 動プロセス評 価・ 品 質 ］ では、 品 質（quality） を

れば、どこに誰がいるかもよくわからない。連絡手段もないので、

はじめ、 全 体 的 な 見 通し（perspective）・ 計 画 活 動との 同

足を使って探すしかありません。大船渡医師会は、薬剤のある場

期（synchronization）・完全性（integrity）・連携および協力

所も把握できていませんでした。情報をいかに集めるかが、きわめ

（coordination and cooperation）・優先付け (prioritization)・

て難しいことを痛感します。次にまた震災が起きたときにどうすると
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×

×

不明確で、判断がつきかねました。何か具体性があれば、理解が

り、初段階での判断に関わる情報活動は行なっていますが（B.4）、

［B.2 評価及びフィードバック］

• 政府と民間企業			

• NGO				

きません。［5.2.6 情報の処理及び統合］に記載されている意味も

があるということです。岩手県では、フィードバックに対処するため

なものにとどまっているという印象を受けております。

○

×

×

した情報のフィードバックはなされず、そのまま丸投げになる可能性

ホワイトボードに記してそれを医療局に伝えて終わりといった一時的

を突然投げられると、よくわかりません。また「情報の発信レベル」

• 国、自治体などの相互応援

というときの発信レベルとは何を意味するのかも、明確な判断がつ

発信された指令や情報が実行されているかを確認するため、あ

らゆる階層で評価する必要がありますが、高田病院ではこれに対

たとえば［5.2.4 情報の処理及び利用］のチェック項目では、信

ルの協力体制は不充分でした。

×

［情報の適正な配布に勤める］というチェック項目に関しては、ほと
［5.2.7 評価及びフィードバック］

たとえば政府と民間企業、NGO などについては記載されていませ

意見！

日本語が不明確
意見！

意味が不明。具体性があればいい。
Good ！大変良いです。
質問！人的資源、物的資源、資金、情報など
プロセスのように項目化することは適切？

質問！何の要求に間に合うようにとい
う意味なのか不明？
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質問 !

特殊資源、重要ニーズは何を指すか？
質問！

協力協定の試験とは何か？

第 6 章の考察

自体、忘れている可能性もあります。定期的な試験や訓練が必要
と思われます。プロセス寄与・経営上の意志決定・繰り返しといっ
た項目に関しては、おそらく相互で参画もしていないだろし、一度
決められたことを再考する機会も設けられていません。そのときに思
い立ち、時がすぎれば忘れる可能性もあります。
6.3.2 既存を尊重

6.3.2 他組織を評価し、意思決定に参加

第 6 章の考察

もあり情報の集約はしていますが、それらの処理と共有の明示がな

のようなことを考えているかアンケートをとりましたので、そのことを

［a］指揮・調整体制の確立
［f］物流支援ネットワークの構築および実施

できていること

く、フィードバックが充分ではありませんでした。目的目標を決定す

少しご紹介します。訓練といいましても、
これを当病院で仕切るのは、

［e］活動の任務分担

る場がなく、部門ごとの活動内容が混在していることから、行き当

私ひとりしかいないのですが。

たりばったりの対処になるおそれがあります。また、資金の問題に

気仙地域災害医療訓練は、2014（平成 26）年 11 月 8 日（土）

［h］特殊資源の管理

ついての記載がなく、人材に対しての配慮も認められませんでした。

に実施されました。参加したのは松原苑（介護老人保健施設）
・

チェックリストを照合して、私はこうしたことを感じたのですが、そ

陸前高田市・消防・警察・大船渡保健所・自衛隊・高田病院で

れを示すグラフと比べますと、その評価が若干ずれているかなとい

す。想定としては、
〈前日 22:00 に余震があり、すでに災害対策本

できていないこと

う印象があります。指揮・統制一般の部分は、もう少し評価の値

部が立ち上がっている。→ 8:00 陸前高田市で震度 6 弱の地震発

が高くてもいいように思います。また、人的資源はあるのに、なぜ

生→高田病院は被害なし。近隣施設の松原苑で建物一部損壊に

［c］情報共有および状況認識に関する方針の実施

人的要因の部分がゼロになるのかも解せないところでした。

て傷病者多数→高田病院から医療救護班出動→松原苑でトリアー

［b］重要ニーズの確認

6.3.2 決定事項を伝える

［b］共有可能で透明性のある意思決定手続きの明確化

6.3.2 連携プロセス

［d］コミュニケーションの流れに関する計画および通信ガイ

6.3.2 複数階層性を持つプロセス

非常時、第 1 報者は直ちに総務係職員連絡することになってい
ます。関係者決定の参画、機会等の尊重はありません。
震災時、政府や病院などが手の回らないところに NPO や NGO
が入っていったことで、非常に有用な活動が展開されました。NPO
の活動に期待されることとしては、以下のようなことが挙げられます。
• 生きるための食品の教習システムを全国的に確保すること

• NPO なら判断が早く小回りがきくこと、そして、顔が見え

信頼関係のある相手がいること。支援の双方向性があること

（3 月 31 日に最初のメンバーが現地入）。

• 行政にしか担えない部分、民間にしか担えない部分がある。
こうしたことも、ふだんから顔の見える信頼関係があることが大切
で、それは東日本大震災の経験からも実感しているところです。
［6.3 計画策定及び指示］

5 章と比べると 6 章のチェック項目の内容は、ずいぶんわかりや

その情報の精度を高めたり、評価したりするための対応が示されて

設定

の体制がとられていません。これはアウトプット先へのイメージが欠

［i］通 信網，地理的ネットワーク，情報管理ネットワークの

けていることが背景にあるように思います。

［k］ス タッフの交替を考慮した連携プロセスの継続性情報・

民間との協力がありません。ネットワークの相互性、情報の共有と

アージに関わったので、高田病院の様子はわかりませんが、訓練

統合のしくみが弱く、安全への継続性が脆弱ということもわかります。

を終えて病院のホワイトボードを見て、
ずいぶんきれいにホワイトボー

これは私たち、現場の職員に階層性の概念が気迫なことが、背景

ドに記録できるものだと思いました。実際の災害現場では、情報

にあるように捉えております。これらの評価を総合したものが下記の

が混乱していてあそこまできれいに書けないだろうと思います。

相互運用性

組織連携が弱点。安全、継続性に難点があります。

［6.3.4 情報の共有］

［a］連絡会			

グラフです。

×

気仙地域災害医療訓練のアンケートからわかること

［b］取り組みの統一（分析）

×

［d］情報処理計画		

×

［c］高い階層で組織を超えた調整
［e］補完的な危機対応		
［f］共通記号			

[ 第 6 章 ]。県立病院として、県医療局との協力はできている一方、

×

高田病院ではホワイトボード、こういったゾーンをつくろうとか、
患者の搬送状況などの情報を共有し、受け入れ患者の状況などを
記していきます。当院には青患者が搬送されてきて、その治療を行
ないました。連絡通信は衛星電話を用いました。私は松原苑でトリ

次ページ上図が災害医療訓練に参加した関係者にとったアン
ケート結果です。アンケートでは ISO22320 のチェック項目 [ 第 4

先日、高田病院で訓練を行なった際、参加者に情報についてど

章・第 5 章・第 6 章 ] に準じる問いを設けました。アンケートの精
度は低いと思いますが、今回、秋冨先生から宿題を与えられおり、

×
×

高田病院 [ 第 4 章 ] 検証の結果

高田病院 [ 第 5 章 ] 検証の結果

高田病院 [ 第 6 章 ] 検証の結果

[ISO22320 チェックリスト ] 検証の結果

ISO22320 チェックリスト 結果のまとめ

ISO22320 の第 4 〜第 6 章の項目を、当院の状況と照らし合わ

せてしますと、以下のようなことがわかってきます。それをまとめた
のが次ページ下のレーダーチャートです。
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院へ搬送〉というものです。

いません。また、情報を共有したり、フィードバックしたりするため

できていること。できていないことをまとめると、以下のようになりま
のちほど私の加えた部分を見ていただければと思います。

ジ（赤 2・黄 2・緑 10）→ 広域搬送（大船渡病院）と高田病

［g］異なる組織の間の責任分担（地理的および責務範囲）の

すいものでした。当院が 6 章［連携の目的］に該当する項目で、
す。時間も限られていますので、
ここでは詳細の説明をはぶきますが、

[ 第 5 章 ] に関しては、情報を収集しようとする姿勢はありますが、

ドラインの実施

[ 第 4 章 ]。リーダーや組織はしっかりしており、タイムテーブルも
決められています。人的資源・物質資源・情報を得るための記載
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陸前高田市防災訓練アンケートの結果

ISO22320 に対する現状を把握したいという思いから、急いでつくっ
て皆さんに回答してもらいました。
たとえば「情報の不確かについて認識していますか」という問い

●

陸前高田市防災訓練の様子

ISO22320 チェックリスト検証と訓練を終えて

当院の防災マニュアルの検証は、ISO22320 に対応する項目の

記載あるなしを答え探ししていくような作業でした。現存の防災マ

があります。私たちが得る情報はすべてが正確ではなく、特に被災

ニュアルは、ISO のような枠組みが先にあってつくられたわけではな

現場では、入ってくる情報を正しいものと信じて行動する傾向が大

く、もともと文化としてあった必要要因を並べていったものですから、

きいように思います。このように、おそらくこれまで参加者の皆さん

ISO と照合するときは、あっちに行ったりこっちに行ったりしなけれ

があまり考えてこなかったような項目も加えて、アンケートを作成し

ばならず、かなり苦労しました。つまり、防災マニュアルがそもそも

ました。「自分の安全を認識していましたか」という問いに対しては、

ISO が親しみやすい構成になっていないということです。

皆さん東日本大震災を経験していますので、おおかた自分の安全

照合をやり終えて、医療機関として抜けている部分が明確になり、

については認識しておられます。ただ防災マニュアルと現場の人た

これはいけないと思ったと同時に、こうしたマニュアルを新たに構築

ちの意識は、ずいぶんかけ離れているという印象を受けております。

するとしたら、細部の手直しではなくISO に合わせた抜本的な改革

自分たちではわかっているつもりでも、マニュアルを参照するとズレ

になるだろうと思いました。多くの機関に言えることですが、防災マ

が大きい。実際、情報のブラッシュアップまでには手が回っていな

ニュアル自体も組織の文化でできたもので、これまで慣れ親しんだ

いということもわかりました。

ものを改良するには相当の覚悟が必要です。ISO による現状把握

アンケートの回答には「松原苑（介護老人保健施設）本部が
医療場所から隔絶され、連絡を取りにくかった」というものがあり

を終えたあとには、従来の組織の改変や規格適応化も必要で、現
場の人たちを説得するために相当なエネルギーが求められます。

ました。被災者がいる松原苑と医療活動しているところとが離れて

[ 第 4 章 ] の分析で、私が実感した高田病院の対応評価と視覚化

いて連絡が取りにくく、それぞれの状況を把握することが難しかっ

された ISO のレーダーチャートの評価とに差異があることをお伝え

たのです。どこに本部があり、どこに医療現場があり、誰がどこに

しましたが、この差異は重要なポイントで、そこが現場のもっともあ

いるのかがわかりにくかったという回答もありました。「情報が交錯

やういところだろうと認識しています。つまり、自分たちはわかって

し、よくわからなかった」という回答もありました。消防・自衛隊・

いるつもり、実際には行動できないという可能性が潜在的にあるこ

警察が入って、トリアージしている現場でこの患者を搬送しようと

とを示しているからです。ISO22320 のチェックリスト検証後に災害

いうことになるわけですが、いったいその判断の責任がどこにあり、

訓練を行ないましたが、現場では、大項目や問題点を認識すること

誰に話をとおせば状況が把握できるのかがよくわからない。さらに、

はできても、細かいポイントまで目が回りません。また ISO 評価の

どの情報がとおっているのかもわからない。そういう現場の混乱に

視覚化は、慎重に考えなければならないとも思いました。

ついては、参加者の誰もが訴えていました。
「責任者がどこにいるか、誰に伝えたらいいかわからず混乱した」

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

湘南鎌倉総合病院 屋上ヘリポート（同病院ホームページより ）

当院の概要を簡単にご説明します。鎌倉総合病院は 15 階建の

重要インフラの
レジリエンス構築のための
課題抽出

病院で、2014 年 11 月に 50 増床されまして、現在は 619 床とな
りました。救急搬送数が 1 万 3,000 台を超える救命センターをも
つ総合病院です。
湘南鎌倉総合病院（2013 年度実績）
救急受診患者数

講演［3］

湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科

梅澤 耕学

総数

45,214

ウォークイン数

31,975

救急車搬送数

13,239

ER 医（救急科専門医 4 名・指導医 1 名）
スタッフ

後期研修医

5名
6名

湘南鎌倉総合病院は神奈川県鎌倉市にあります。「三浦半島地
区」という 2 次医療圏に属しておりまして、その中でも西の端、藤
湘南鎌倉総合病院の概要

梅澤耕学：湘南鎌倉照合病院の梅澤です。私は北海道出身で、

沢市・横浜市と接するほぼ境界線に位置しています。
県内の 2 次保健医療圏における災害医療拠点病院としては、川

2005 年に旭川医科大学を卒業後、北海道厚生農業協同組合連

崎市北部の聖マリアンナ医科大学と川崎市立多摩病院。川崎南部

合会（JA 北海道厚生連）で初期研修、帯広厚生病院で後期研

に川崎市立川崎病院。横浜市に横浜市立市民病院。横須賀に国

震災時、高田病院の医師・看護師たちは、破壊された組織をい

修を終えてから、特定医療法人沖縄徳洲会に入りました。2010

家公務員共済組合連合会横須賀共済病院。湘南に藤沢市民病院。

かに立て直し、リーダーシップをとるべきかに苦労しました。そうし

年 4 月から、現在の湘南鎌倉総合病院に務めております。私が沖

厚木市に東名厚木病院。伊勢市の東海大学医学部付属病院など
があります。

たなかでなんとかやっていこうときに、この ISO が一助となってくれ

縄徳洲会に入った 2007 年では、まだ徳州会という名称ではなく、

ることは考えていない内容だった」といった回答が寄せられました。

ればと思います。ただ、私たちのような小さな病院には、もっとプリ

医療法人愛心会という名称でした。当時は、愛心会グループや徳

これ以外には、今回は、災害医療活動を屋外で行なったのですが、

ミティブな問題が潜んでいるようにも感じておりまして、ISO 評価は、

州会グループについては、正直、よく理解しておりませんでした。

それ自体が安全かどうかという疑問も提示されました。また今回は

それを指摘にするには不充分かもしれません。もちろんマニュアル

徳洲会グループは現在、全国に 67 病院、280 以上の医療施設

ことになります。当院の屋上にはヘリポートがありますので、陸路・

すでにストーリーが決まっている訓練ですので、想定外のことをやっ

「安全が明確でない部分があった」「規定の訓練で想定外が起こ

当院は神奈川県災害協力病院として認定されていますので、災
害が起こった際は、周辺の災害拠点病院と連携して対応にあたる

や組織力も必要ですが、今回のような未曾有の状況下では、当院

を展開し、民間では日本最大規模を誇る病院です。67 病院を運

空路の経由地となる可能性もあります。また湘南鎌倉総合病院は、

てはいけないという制約がありましたが、実際の震災ではそうしたも

院長のような強力なリーダーシップや即決定し行動に移せる判断力

営するほかに、有床・無床診療所、老人保健施設、訪問介護、

神奈川県のメディカルコントロール体制のなかで、横須賀・三浦地

のではありませんので、想定外のことが起きた場合にはどうするの

がやはり重要になってきます。リーダーがそうした情報選択に迫ら

介護事業、ケアハウスなど展開している日本最大の医療グループと

区メディカルコントロールに所属していますので、そのための対応も

かという疑問も提示されました。

れた場面で、それをサポートする示唆役も必要だと思います。

なります。（2014 年 11 月現在）

求められています。
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地

区

川崎地区

川崎市

横浜地区

横浜市

横須賀・三浦地区
県北・県央地区

湘南地区

市町名

●

救急隊数
31

83

横須賀市 鎌倉市
逗子市 葉山町

三浦市

相模原市
綾瀬市

座間市

大和市

藤沢市 平塚市 小田原市
茅ヶ崎市 秦野市 厚木市
伊勢原市 海老名市 愛川町
寒川町 大磯町 二宮町 箱根町
湯河原町 南足柄市 山北町
松田町 開成町大井町 中井町

28

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

かで処理して、看護師や薬剤師に処置の指示を出すというところで
終わってしまう。それが正しいかどうかを確認・判断したり、フィー
ドバックしたりという機会はありません。
［4.2.3

指揮・統制体制］

•下記に列挙した活動を合理的な方法で繰り返し実行していく
仕組みや手順を予め定め、全ての関係者に適用している。

68

― 観察					

→○

― 計画策定					

→×

― 情報の収集、処理及び共有			
― 意思決定及び決定事項の伝達			

神奈川県のメディカルコントロール体制
（湘南地区メディカルコントロール協議会 HP より）

― 決定事項の実施				

― 結果のフィードバック及び統制策		

→○
→×

1

施設名

亀田メディカルセンター

所在地

千葉県

2

NTT 東日本関東病院

2011.3.12

東京都

3

老健リハビリ横浜

2012.3.29

神奈川県

4

聖路加国際病院

2012.7.14

東京都

5

湘南鎌倉総合病院

2012.10.27

神奈川県

6

聖隷浜松病院

2012.11.16

静岡県

7

相澤病院

2013.2.16

8

メディポリスがん粒子線治療研究センター 2013.10.1

9

済生会熊本病院

2013.11.22

葉山ハートセンター

2014.03.6

10

長野県
鹿児島県
熊本県
神奈川県

JIC 認定医療施設一覧（日本）
（2014 年 10 月現在）

→×
→×

認定日

2009.8.8

諮問委員会による細々とした評価基準があります。たとえば問診す

本日、ここにいらっしゃる方は公立病院の先生が多いと思います

対応が行き当たりばったりなところはどうしても否めません。ここが

が、私たちの病院の一番の特徴は、完全な民間病院だということ

徳州会グループの強みでもあり、同時に弱みでもあると思うのです

グループ病院の強みがありますので、そのあたりはいろいろなバック

を確認することになっている。また、カルテの書式がすべて JCI の

です。過去のいろいろな事情から、いまだ医師会にも所属しており

が、なにせグループ全体の防災マニュアルが明文化されておらず、

アップが可能だろうと思います。普段の医療でも、伊東市に応援に

規定する国際基準となっておりまして、このカルテを見れば、どの

ませんし、災害時に近隣の病院とどのような連携をとるのかといっ

具体的案はなにも決まっておりません。私個人としては、京都大学

行ったり、各病院から当院に応援に来てもらったりなど、日頃から

国の医師が見ても同じ方法で内容を確認することができます。当院

指揮・統制の資源に関しては、先ほども申し上げましたように、

るときの評価としては、ドクターが患者さんの出身や信仰する宗教

たことは、充分に検討されていません。災害時対応は、医師会と

防災研究所の林春男先生のところで勉強させていただいて以降、な

人の行き来は行なわれていますので、そういうところはプラスになる

でも、循環器のカルテも、皮膚科のカルテも、すべて同じフォーマッ

の関係抜きに考えることは難しい。いろいろ複雑な状況にある当院

りゆきの対応ではいけないと、院内の防災委員会でも繰り返し防災

かと思います。しかし、指揮・統制に関しては、大きいグループと

トで統一されています。これは非常にいいシステムだと思いますが、

ですが、最近は体制もずいぶん変わりつつあり、医師会との対立も

マニュアルをつくりましょうと提案しているのですが、上層部がなか

いうこともあって、病院の上層部に本部決を求めなければならない

当然、現場にはそれなりの負担がかかります。

過去ほどではなくなってきているようです。医師会に入る・入らない

なか首を縦にふらないというのが実情です。

ことも多く、いろいろ難しいところがあります。

このように一般診療については、国際的にも評価されるまでのレ

といった話もちらほら聞かれるようになりました。
自院防災マニュアルの実情

ベルに達しているのですが、防災に関しては完全に抜け落ちている
［4 章］指揮・統制に関する要求事項の検証

災害対策本部の防災マニュアルとアクションカードは、私たち湘

今回の課題です。チェックリストを用いて当院の体制のなかで

南鎌倉病医救命救急センターが、目的達成を鑑みながらすべてつ

ISO22320 がどれだけ実現しているかを検討しました。チェックリス

くりましたので、ある程度はしっかりしたものにはなっていると思いま

トを検討しようとなって明らかになったことは、実は当院にはきちん

す。検討した結果は以下とおりです。

とした防災マニュアルが存在しないということでした。東日本大震
災が発生して、防災マニュアルがないのはどう考えてもおかしいとい
うことで、私たち救急 ER から声を出しまして、とりあえず防災対策
本部のマニュアルとアクションカードを作成しました。いまある防災
マニュアルはそれのみとなりますので、今回の検証もそのマニュアル
に対しての ISO チェックというかたちになります。
徳州会というのはかなり特殊なグループで、運営が多岐にわたっ
ています。病院の運営だけではなく、民間医療施設や医療資機材
メーカーの下請けをしているようなところもありますし、NPO 法人と
して TMAT（特定非営利活動法人）という災害医療に対応するた
めのグループもあります。ちなみに TMAT とは、医療・災害支援・
教育などの総合的な医療支援を各国政府や NGO、地域団体と協
力しながら活動している NPO 団体です。1995 年 1 月の阪神淡路
大震災で徳洲会グループの医師たちが救護活動を始めたことをきっ
かけに TDMAT（徳洲会災害医療救援隊）ができ、2005 年 7 月
に特定非営利法人 TMAT として NPO 法人が創立されました。

［4.1

指揮統制一般］

ている。					

→×

る。						

→×

•長期的に地域社会との共存・共栄の関係を構築・維持してい

指揮・統制システム一般］

•危機事象が発生した際には速やかに体制を立上げ（対策本部
を設置し）
、必要なプロセスを開始し、リーダを明確にしてい
る。						

→○

						

→○

• 初期の行動を迷わず迅速に行なうために、文書化している。

ところで、明文化もまったくなされていません。そうしたこともあり、

指揮・統制の資源］

•対策本部を適切な場所に設置し、必要な資源（人的資源、物

的資源、資金、情報）を必要なときに利用できるようにして
いる。 						

［4.3

•危機対応にあたる組織・要員には必要な権限や資源を用意し

［4.2.1

［4.2.7

→○

人的要因］

•被災者に配慮し、ニーズや心情、文化や価値観の違いを考慮
している。					

→×

•4 つの人的要因（作業分担、安全・衛生、要員交替、人・機械・
システム間のインタフェース）に対して適切な処置をとって

段のような結果になります。災害対策本部にしか防災マニュアルが
ありませんので、指揮・統制の資源、指揮・統制システム一般以
外は、壊滅的な状況です。
［5 章］活動情報に関する要求事項についての検証

続いて 5 章の「活動状況に関する要求事項」についてですが、

このチェック項目は、問われる文面の日本語の理解が難しく、判断
がつきかねてかなり迷いました。どのようにでも解釈ができてしまう

いる。						

→×

という問いが多かったように思います。しかし、防災対策本部にし

						

→×

がついているのが、C と E のみ。それ以外は × としております。い

な対策をとっている。				

→×

•能力や文化的背景などの利用者間の相違に配慮している。

•精神的，感情的，及び心理的ストレスに対応するため，適切

このように当院は、災害時の防災マニュアルというかたちでは明
文化されておりませんが、災害時ではない通常の業務に限ってい
いますと、国際的医療評価機関による JCI（Joint Commission

情報の管理は、ER をやっておりますと自ずと身についてくるもの

International）認定施設となっています。JCI は病院認定専門の

ですが、それを正しいものかどうかを評価するということは当院では

非営利機関で、本部は米国のシカゴにあります。現在、認定され

このように全国にネットワークをもち、これまでのバックグラウンド

できていません。このチェックリストを確認しながら、私も大きな気

ているのは下記の 10 病院。当院が認定されたのは、国内で 4 院

もありますので、有事の際には、資金においても人材においても、

づきがあったのですが、情報は集めても、ひとりで抱えていてはだ

目でした。

グループ全体で助け合おうということは可能だと思います。それが

めで、それを拡散することがきわめて大切です。そのことがあまり知

JCI の施設に認定されるためのハードルはとても高く、国際基準

当院創始者の目指すところだろうとも思います。しかしその一方で、

られていない。医師の立場でしたら、自分で集めた情報を自分のな

を策定するための厳格なプロセスがあります。認定までには、基準
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4 章のチェック結果をレーダーチャートに落としますと、次ページ上

かマニュアルがないということから、かなり厳しく判断しました。○
ずれにせよ、どの項目も早急に対応していかなければならないこと
ばかりだと思いました。
［5.2.2

計画策定及び指示］

•計画策定および指示は以下を含んでいる。

a) 危機対応業務を実施するための指示及び達成目標の提示
						

b) 効率的な意思決定のための，主要な問題の特定

→×
→×

c) 収集方法及び成果物に関する指針も含めた情報収集計画の
策定					

→○

策定					

→×

d) 情 報の保管，利用，アクセス権，及び制限に関する計画
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

•先入観や望ましい結果等と合致させるために、 活動情報を
加工 ・ 操作していない。 				

［B.8

→×

活動プロセス評価：予測］

•予測に必要な情報の充分性、不充分性を認識させている。

湘南鎌倉総合病院
「ISO22320 第 4 章」検証結果

湘南鎌倉総合病院
「ISO22320 第 5 章」検証結果

湘南鎌倉総合病院
「ISO22320 第 6 章」検証結果

湘南鎌倉総合病院
「ISO22320 チェックリス路」総合評価

						

→×

これらの結果をグラフにしますと、前ページのようなレーダー

チャートになります。かなり偏った結果となりました。

―必
 要に応じて，専門家の相互派遣をすることによって，自
組織の指揮・統制プロセスに協力する組織を参画させるこ
とを可能にしている。 				

→×

訂している。 					

→×

―組
 織が指定した期間ごとに，協力協定を試験，評価及び改
しかし、今回のチェックリストの評価に基づいてこれらの業者と協
定を締結していたかといえばそうではありませんし、また時経過で微
調整されているかといえば、それも今のところありませんので、
「6.3.1
連携一般 情報共有のプロセスの繰り返し」
に関しては × としました。

e) 関係組織がもつ情報ニーズの確認		

f) 必要とされる情報に関する時間的制約の確認

→○
→×

g) 発 信に関する要求事項及び手順の決定（技術的及び非技
術的）					

h) 活動情報の処理に関わる人材配置計画の策定

→×

→×

i) 情報処理装置及びその操作管理に関する計画の策定 →×
情報収集に関しては、本部のマニュアルとしてしっかりしたものが
あるので、かなりできていると思いますが、それを確認したり評価し
たり、拡散したりということに関しては、まったく検討されていません。

うかを確認する」という文書を記していますので、それがここの問

ISO22320［6 章］の検証です。東日本大震災の発生以降、近

いに当てはまるかと判断し○としました。

隣との協力や連携は、少しずつではありますが進んできているように
［5.2.6

いということから、特別な協力体制をとってきませんでしたが、よう

― 利用者のニーズ、活動情報の影響及び重要性などの要求条件に

• 情報収集は以下を含んでいる。

a) 入手可能な情報源の確認			
b) 情報の取得					

→×

ました。この協定は、災害の発生に伴い、当院が市内 12 か所の

利用者の状況認識に活用されている。		

→○

3 月 28 日現在、神奈川県内の災害協力病院は、当院を含めて 27

― 発信された情報がその後も有効な情報として価値を持ち、
評価とフィードバックは、まったく対応できていません。

［5.2.7

［5.2.4

→○
→○

→○

情報の処理及び利用］

• 情報の処理及び利用は以下を含んでいる。

［5.2.5

a) 先行性：関係するスタッフが達成目標と活動の全体像を認
識、理解した上で、ニーズを先取りできるよう活
動情報を提供している。		

→×

					

→×

					

→×

→×

→×

e) 包括性：疑問に対し答えを導く、もしくは何が未知かを示
している。				

→×

f) 関連性：計 画策定及び目の前にある業務の実施に関連し、

f) 提案，推奨事項，報告，及びその他の情報処理アウトプッ
トの作成					

→×

「情報の発信及び統合」の回答は難しいところです。アクションカー
ドなかに「利用者の情報が末端に伝わり、それが役に立ったかど
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［B.4

→×
→×

NGO との間での協力（例 警報及び情報の放送に関するラジ
オ放送局との協定，NGO との包括協定）		

→○

（例 食糧，避難所，医療業務，輸送，通信）		

→○

民間企業との間の協力（例 医薬品の配送，ワクチン，緊急
用電力供給能力，飲料水の配給）
			

→○

―危
 機対応関連製品の生産の継続及び配送を確実にするため
の相互支援を提供する民間企業間の協力		

→×

公的病院と違って、民間病院の場合は自ら動いていかないと、

は、せめて医療無線くらいは配備してほしいと要望を出しているので
すが、ここがまた医師会に入っていないということがネックになりま
して、遅々として進まない状況があります。
［6.3.2

連携プロセス］

•既存の協力・協定を尊重している。			

→○

うにしている。					

→×

•他組織を評価し、かつ必要に応じて意思決定に参加できるよ
•他組織に影響を与える決定事項を伝える。		

→×

•複数階層を持つ指揮・統制プロセスを作り、以下を満たして
いる。

a) 初動対応者は現場での連携を早期に実施し、その後計画お
よび持続された連携に引き継いでいる。		

→○

b) 全ての組織は自身に影響する各種決定に参画している。

「6.3.3 連携の目的」の項目についても、病院の管理下においては
明文化されていないので回答が難しいところです。とりあえず、明文

→×

→×

活動プロセス評価：計画活動の同期］

•危機対応活動及び計画において、要求に間に合うように活動
情報を集めている。				

［B.5

→×

― 必要とされる限りのこのプロセスの繰り返し

思います。

h) 利用可能性：指揮・統制者が容易に利用できている。

→×

― 緊急事態における経営上の意志決定事項の実施

→×

と契約を結んでいます。このあたりはかなり強力が得られるはずだと

→×
→×

→×

― 計画策定及び意思決定のプロセスへの寄与		

右されない。			

c) 情報の照合，組立及び合成			
e) 予想される結果の推定及び傾向の推論		

― 情報の共有					

有事の際にバックアップを得ることができません。そのため当院は、

g) 客観性：偏 りがなく，ゆが（歪）められず，先入観に左

→×

るために、以下の実務的な関係を関係組織と結んでいる。

指揮・統制者の達成目標を支援している。 →×

→×

d) リスクの特定及びリスク分析			

→○

d) 使いやすさ：具 体的なニーズに合わせて作成され、即座

a) 情報の改訂					
b) 情報の優先順位付け及び分類			

大規模災害時の相互応援				

― 危機対応に必要な資源の提供に関した様々な階層の政府と

→×

に理解できる形式で提供している。

•危機への備えの一環として，必要不可欠な協力関係を確立す

ていませんし、情報の共有も考慮されていません。鎌倉市に対して

•次のような相互間での協力を実現している。

―国
 ，自治体，又は公共機関が行なう公共サービスに関する

• 活動情報は以下を備えている。

連携一般］

したが、この協定においても、双方の連絡方法はまったく確立され

協力および連携一般］

―法
 的義務がない場合の，災害レジリエンスに関する政府と

情報の分析及び作成］

• 情報の分析及び作成は以下を含んでいる。

活動プロセス評価：品質］

［6.1

c) 正確性：事実及び実際の状況の正しい認識を伝達している。

→×

分析・作成に関しても文書化はなされておりません。

［B.2

→×

［6.3.1

先ほど、2013 年 6 月に鎌倉市と防災協定を結んだとお伝えしま

→×

c) 不正確な情報を排除している。			
e) 情報の信ぴょう性を評価している。		

するため、あらゆる階層で評価を行っている。

けということになりかねません。

•必要に応じ専門家を相互に派遣している。		

―危
 機対応支援活動に関する政府と民間企業との間での協力

→×

d) 情報の発信レベルを明示している。		

あります。当院にはすでに TMAT もありますし、鎌倉市との協定が

b) 時宜性：必要なときに利用できるように提供している。

a) 情報発信の際に適切な様式を用意している。

b) 情報の妥当性、情報源の信頼性を評価している。

救護施設と連携し、救護活動を支援するというものです。2014 年

期待しています。

評価及びフィードバック］

•活動情報を生み出す各活動がうまく実行されているかを確認

c) 情 報源及び入手時刻の特定も含め，入手した情報の登録
及び記録					

やく2013 年 6 月、鎌倉市と医師会、防災協定とで調印を交わし

よって決定される・手段を用いた情報発信がされている。

結ばれたことを機に、クオリティ的なものもより高まっていくだろうと

情報収集］

一切ありません。そういう意味からいえば、現在の協定もかたちだ

思います。民間病院である当院は、これまで医師会に所属していな

情報の発信及び統合］

• 情報の発信及び統合は以下を含んでいる。

このあたりは早急に対応する必要があります。
［5.2.3

現実、協定を結んだ業者とともに防災訓練をしたことも、これまで

［6 章］協力および連携に関する要求事項についての検証

活動プロセス評価：完全性］

→○

個々に医薬品会社やガソリンメーカーをはめじとするインフラ事業者

						

c) 全関係者の力量、機会均等を尊重している。

→×
→×

化されているところは○。そうでないところは × としました。
［6.2

協力］

•組織は以下を行っている。

―効
 果的な危機対応を準備するため，他の組織，関係者及び
関係組織との協力の必要性を評価している。

― その評価に基づき，協力協定を締結している。

→○
→×

［6.3.3

連携の目的］

•連携の目的および優先順位付けを明確にしている。
•以下の連携目的やその適用可能性を評価している。
a) 指揮・統制体制の確立				

→×
→○
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b) 共通で透明性のある意思決定手続きの確認		

c) 情報共有及び状況認識に関する方針の実施		

→×
→×

●

アップ体制や連携はとれるだろうと期待はしております。
2013 年 6 月に、ようやく当院も神奈川県の災害協力病院に認

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

医療機関におけるレジリエンス

近くなると思いますが、病院を取り巻く環境が現状どのようなもので
あるかをといった内容でお話を進めていきます。
まず、今の日本の病院の特性。病院の立ち位置について。病院

d) 情 報伝達の流れに関する計画及び情報伝達に関する指針

定されました。2014 年 11 月 1 日・2 日には、神奈川県の消防
学校で開催された神奈川 DMAT-L 養成講習会に私も参加し、つ

というのはとにかく不特定多数の人が大勢いるところです。見舞客

e) 活動任務の分担				

い先日、神奈川 DMAT-L 指定病院としても認定を受けることがで

や付き添いの家族、介護の人、食堂や清掃業務に携わる業者も出

→○

きました。DMAT-L というのは、神奈川 DMAT 指定病院のうち、

入りしています。見学者や実習生などもいる。病院の職員と入院患

県内の被災地に限り医療救護活動を行なうことのできる病院のこと

者だけでしたらある程度計算できますが、外来患者となると、時間

→○

です。神奈川県内のほとんどの災害派遣病院には統括 DMAT と

の実施					

f) 物流支援ネットワークの準備及び実施		

→×

→○

g) 異なる組織間での責任分担 （地理的範囲及び責務範囲）
の設定					

h) 特殊資源の管理の実施				

→×

クの相互運用性				

→○

TMAT、DMAT-L がありますが、災害協力病院としては当院が初

i) 通
 信網， 地理的ネットワーク， 及び情報管理ネットワー

めて DMAT として対応することができるようになりました。これを機

j) 重要ニーズの確認				

です。

k) スタッフの交替を考慮した連携プロセスの継続性

→×
→×

に、まずは災害医療の勉強を病院一体となって始めてというところ

講演［4］

横浜市立市民病院

可能だったり介助が必要だったり。入院患者にしても、独歩が可

堀内 義仁

ちが混在しています。

医療現場で普段からやっていないことは、有事の際にもできませ
秋冨：講演［4］として、横浜市立市民病院の堀内義仁先生に発

し込むかが大事になってきます。当院は、救急車の対応が年間で

方法で情報を共有しましょうといったかたちでは記されているのです

1 万 3,000 台を超えていますので、普段から現場がごったがえして

が、どのような関係者間で、どのような手段で行なうのか、具体低

いるような病院です。こうした普段の経験や対応のしくみを、有事

ターの災害対応システム研究室にいらっしゃいました。現在、日本

な方策は示されていません。かなりあいまいな表現になっています。

の流れとして医療に落とし込めれば、そこから少しずつ公用のシス

全国の病院でつくられている災害対応マニュアルは、災害医療セン

テムとして構築できるのではないかと考えています。まずは普段の医

ターの災害対応マニュアルを基にして、各自の病院に合うよう微調

療の底上げが求められます。

整しているものがほとんどです。このマニュアルの基本をつくられた

情報共有］

•インシデントや組織に応じて情報共有できる手段を確立して

湘南鎌倉総合病院の一番の問題点は、しっかりとしたマニュアル

能な人、護送や担送を必要とする人など、まさに多種多様な人た

病院にはどのような人がいるか

ん。つまり有事でやろうとしていることを、いかに普段の医療に落と

「6.4 情報共有」に関して、本部の防災マニュアルでは、こうした

［6.4

帯によって数百人単位で数が変わってきます。外来患者も、歩行

表をお願いします。堀内先生は以前、国立病院機構 災害医療セン

のが堀内先生です。

職員・スタッフ
見学者・実習生

出入り業者・食堂・清掃・医療関係
入院患者（独歩・護送・担送）
家族・見舞い（病棟）

外来患者・歩行可能・介助
家族（外来）

がないこと。インフラへの対策も他機関との連携も考慮されていま

災害医療センターの災害対応マニュアルは、院内の全職員を対

せん。まずは病院全体を統括する防災マニュアルを作成し、文書・

象とし、すべての大震災・大事故災害に対応すべく作成されました。

ります。国立病院もあれば自治体病院もある。民間、半官半民の

a) 情報共有環境：関係者間で調整所や連絡会議を設定してい

明文化していくことが大事になってくると思います。口約束ではなく、

災害訓練の反省や病院施設の増設に伴い、その都度、検証と改

病院もあります。これはすなわち、病院によって上位組織が異なる。

PDCA（plan-do-check-act）サイクルにのせた現実的なものとし、

善が重ねられてきました。最新版は 2008 年に改訂されたもので、

上位の指揮系統が一定していないことを意味します。日本赤十字病

b) 取組みの統一：組織間で統一的な取り組みの観点で情報

それを文書明文化して訓練などにもつなげていく必要があります。

いる。						

• 以下の情報共有の必要性を認識している。

→○

る。						

→×

を分析している。 				

→×

c) 顕著な相違を解消するための調整：高い階層で組織を超え
た調整を行っている。				

→×

d) 情報処理計画：共有すべき情報を事前に洗い出し、処理

また、病院というのは経営母体が異なるさまざまな集合体でもあ

災害対応の基本をはじめとして、日常からの備え、災害発生直後

院はこの指揮系統がしっかりしているのですが、そのほかの病院は

防災・減災に関しては、私はまだ研究をし始めたばかりなので考

の初動体制、新設部門、インシデント コマンド システム（Incident

まったくないと言ってもいい。

えが及びませんが、個人的に思っていることとしては、情報の把握

Management System：以下 ICS）を基とした各部門の役割と個

と分析力、そこから応用できる力を平時の医療で実践すること。そ

人の役割、災害時に必要な連絡体制などが盛り込まれています。

院は、厚生労働省がそのトップということになりますが、大学病院

病院の特性を知る

す。さらに、患者を搬送するときは自治体の管理となりますが、そ
り、ここを動かさなければ、現状を変えることはできません。

は文部科学省の所属となります。病院だけでこれだけ母体が違いま

のためにも情報を処理して共有し、評価し拡散するかということが、

計画を定めている。 				

→×

まずは一番の鍵になるだろと捉えています。ハード面でのレジリエン

有している。 					

→×

る。 						

→×

行政レベルのことになりますと、国立病院をはじめとする多くの病

堀内義仁：現在、横浜市立市民病院で勤務しております堀内と申

の大本は総務省です。システムを変えるとなれば総務省の管轄とな

e) 補完的な危機対応業務：広報等補完的な業務も組織間で共

スばかりがとりあげられている印象ですが、ソフト面も同時にあげて
いかないといけません。そこでもやはり、情報共有の方法がひとつ

します。秋冨先生から講師を依頼されまして、これまで自分が関

f) 言語又は記号：標準や規格を共通の記号として用いてい

のキーになるだろうと思います。こうした能力をレベルアップしながら

わってきたことを中心に私の知見をお話しいたします。先日、秋冨

病院の機能もさまざまで、急性期病院もあれば慢性期病院もあ

まずは、自分の病院についての情報処理から始め、湘南鎌倉総合

先生から、医療機関の機能を評価すチェックシートの試案を ISO

ります。精神病院や小児麻痺などの患者を受け入れている特殊な

病院の防災対策を考えていきたいと思います。

22320 をベースに作案しているので見てほしいと依頼されました。

病院では、何かことが起きたとき、病院単独で独自の体制をとるこ

6 章の評価結果をまとめたグラフも、やはりかなり偏ったグラフと

拝見したところ、その内容は病院の現状とはだいぶかけ離れている

とが非常に難しい。地域周辺にある組織とのしがらみはさほど多く

なというのが正直な感想です。では現状の病院でできることは何か

ないのですが、その分、関係は疎遠で協定や調停を結びにくいと

ISO22320 チェックリストの評価を終えて

となりますと、レジリエンス（減災措置）に関して言えば、病院で

いう傾向があります。そしてもっとも大きな問題は、企業と異なり危

できることはそう多くありません。多くはないのですが、そのなかで

機管理に投資をしようという体質が極めて薄いということです。

のシステムと資源はもっているものの、計画をたてたり評価をしたり

何かできるかというところを中心にお伝えしてまいります。

なっています。

ISO22320 チェックリストでの評価を終えて、当院では指揮統制

することが、今のところできていないことが明らかになりました。情

これまで私は、文部科学省プログラムのプロジェクトのひとつ「緊

報処理に関しても同様で、集めようという努力はしていますし、その

急地震速報システム」を中心に、情報システムによる減災と病院機

能力もあるはずですが、それらを評価したり分析したり、また拡散・

能の維持について 5 年間研究をしてきました。日本にこのシステム

ける BCP（Business Continuity Plan：以下 BCP）
、事業継続

応用したりといったことが考えられていません。

を普及させたいと、今も活動を続けているのですが、私ひとりきり

計画です。阪神・淡路大震災での反省を受けて、災害拠点病院

病院の BCP（Business Continuity Plan）

こうした現状のなか、今私が主に取り組んでいるのが、病院にお

連携に関しても、かたちだけのところがあり、現実的な対応は今

の研究ということもありまして、なかなか現実的なところに結びつけ

を中心とする施設が災害対応マニュアルをつくり整備を進めてきま

のところ難しいと思います。しかし、徳州会グループは日本最大の

ることができずにおります。こうした研究テーマのこれまでの経緯に

した。その基本とされてきたのが、私たちが国立病院機構災害医

医療グループという強みがありますので、さまざまな場面でバック

ついてと、ICS を取り巻く環境について。最後に、これはぼやきに

療センターで作成した災害対応マニュアルでした。しかし今回の東
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日本大震災で、実効性の伴わない局面が明らかになった。要するに、
被災した際に取るべきプロセスは示されているのですが、その前段
階におけるレジリエンスの部分が抜け落ちている。不測の事態に対

●

このあたりがレジリエンスということばで示されます。

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図①】BCP の進め方と PDCA サイクル

この事業計画と継続計画を混ぜ合わせたものが、事業継続計画、

【図②】病院における BCP

方針の決定

BCP となります。以下は事例として示したものです。

方針

する具体策に不足があるということで、厚生労働省から BCP に基
づいて再検証するようにと指導がありました。
『BCP の考え方に基づいた病院災害対応計画 作成の手引き』と
して作成した冊子は、全国の病院で見ることができるように厚生労
働省のホームページの中に挙げられています（http://www.mhlw.
go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saigai_
iryou/dl/saigai_iryou04.pdf）。この手引きに強制力はありません。
本当でしたら、これを基に策定した新マニュアルが 2013 年度末に
はできていなければならないのですが、上がってきたところはまだあ
りません。私はこの『BCP の考え方に基づいた病院災害対応計画
作成の手引き』のなかで、医療機関における BCP マニュアル作成
のための基本、いわゆるガイドラインをつくりました。インターネット
などを検索すると出てくるのですが、まだまだ未完成。改良中です。
BCP（Business Continuity Plan）事業継続計画とは、主に
次のように説明できるかと思います。

［富士登山における BCP（事前）
］

•金銭対策：そのために倹約して捻出

•参加者：体力づくり、禁煙、勤務の調整

•震災などの緊急時に低下する業務遂行能力を補う非常時優先

業務を開始するための計画。遂行のための指揮命令系統を確

立し、業務遂行に必要な人材・資源、その配分を準備・計画し、
タイムラインに乗せて確実に遂行するためのもの

•事 業をできるだけダメージを少なく継続、復旧するために、
リスク管理の立場から日常から「不測の事態」を分析して、
自らの施設の脆弱な点を洗い出し、補うべく備えておくこと

•言い換えれば、業務遂行のための機能維持あるいは早期回復
のための準備体制、方策をまとめた総合的な計画

経営層による見直し

是正・改善

•雨対応：雨傘、レインコートもいるか、長靴は？
•寒さ対応：厚着、ただし限界はある

点検および是正措置

P

計画

BCP

•体調管理対応：栄養をつけて、風邪予防、前日の睡眠

C

D

チェック・見直し 実施・訓練

•暗さ対応：懐中電灯（ヘッドランプか LED か…）

計画

対応策の改善

教育訓練の実施

実施・訓練の検証

病院

マニュアル策定

教育・訓練・訓練

•飢え、乾き対応：チョコレートとペットボトル、水筒を持って行く
•トイレ対応：携帯型のトイレ、ビニール袋
•靴擦れ対応：少し履きならしておく

実施および運用

•遭難対応：入山申請、目立つ色の服、呼び笛、携帯電源
•病気や怪我対応：応急的な医薬品の携行、どの程度？

こうした事前のチェック項目が、今回皆さんが検証しているチェッ
BCP（事業継続計画）とは何か

A

•情報収集・分析：富士山はどこ？ アクセスは？ 気候は？

実施

際の計画はある程度計算ができますが、災害に対する BCP は、い
つ来るかわからないところが、一般の事業と大きく異なる点です。

ク項目に該当します。事業の遂行にあたり、事前に想定されるなす

だから事業計画に組み込みづらい。そうしたこともあって、運用サイ

べきことがあるということを示しています。

ドが本気で準備しにくいですし、また自分が当事者になりうるという

［富士登山における BCP（遂行）
］

が、BCP の究極の目的となります。
従来のマニュアルと BCP マニュアル

これまでの災害対応マニュアルは、平常時の病院機能を使って

意識が低い。ほとんどの人に欠けていると言ってもいい。こうしたこ

急性期の災害に対処しようとしてきました。次ページ上図の黒点枠

とが、医療分野で BCP が実現されにくい背景となっています。

で囲っている部分が、その従来のマニュアル部分にあたります。こ

こうしたことを PDCA サイクル（plan-do-check-act cycle）に

れに BCP による事前準備を増分する。不足部分を追加し、足りな

•途中、冷たい雨に見舞われる

重ねると【図①】のようになります。このサイクルを回すのが BCM。

くなったところは情報を補うことによって、より実行価値の高いマニュ

病院にあてはめれば、方針を立ててマニュアルを策定し、そのため

アルを構築していくわけです。

•計画より 30 分遅れで、家族全員無事登頂！

の教育・研修・訓練を実施する【図②】。それが実践されたら、
検証し対応策を改善する。当たり前のことなのですが、これをやっ

ますから、その時間軸に合わせた時間ごとの対策を講じなければな

これが病院でいえば診療。災害が起きた後に傷病者を受け入れ

ていくことが、病院における BCP ということになります。
【図③】は

りません。本来、これが BCP に求められていることです。各時間、

•計画どおりに登山口から登山開始

•お腹が空き、喉も乾いたので、食糧・水分を補給

災害は、超急性期、急性期、亜急性期、慢性期と長期間続き

て治療をするところです。従来、私たちが作成していたマニュアルで

縦軸に病院の機能、横軸に時間経過をあてはめた図です。災害が

各ケースに応じて、それぞれに工夫を加えながら、これまでのマニュ

カバーしている本体部分にあたります。BCP で大事なことは、事業

発生すれば、病院の機能は当然落ちる。しかし早期対応するよう

アルを充実させていかなければなりません。BCP による事前準備

普段、病院でやっていることとは内容が異なりますし、具体的にど

継続計画を事後にふりかえることです。そして何か問題があった場

予め準備していれば、立ち上がりが早くなります。再起するのにも

を増分する。不足部分を追加すると説明しましたが、この追加部

んなことを考えればいいか、どのようなものを作成すればいいのか

合、どうすればよかったかを検証・評価することにあります。

時間が短くて済みます。BCP を働かせ、レジリエンスを強くするこ

分はいずれも、平常時の視点から捉えたものではなく、常に災害時

とで、落ち込みを下げることができ、機能を維持できるわけです。

における BCP の視点から捉えているところがポイントになります。こ

そもそも多くの医療関係者は BCP が何であるかを知りません。

をイメージできない医療関係者が多いことから、私は、富士登山を
例にとって説明しています。
たとえば 1 年後に家族で富士山に登山するとなった場合、これ
を事業として置き換えて考える。何かをするとき、その何かを事業と
して考えればいいわけです。ここではその事業が「1 年後に家族で
富士山に登る」ということになります。事業を予定したら、まず事
業計画をつくります。

•皆、無事に登頂成功！

•無事に下山、帰宅もできた！

この部分が「ふりかえり」「反省」になります。そしてさらに・次

改善計画を盛り込み直し、さらに実行性の高いものに改善してゆ
く体制を BCM といいます。そのために必要なのが、目的とする事

具体的な BCP マニュアルは、どのような点が異なるのでしょうか。
従来のマニュアルは、第 I 章から第 IV 章で構成されていました。
BCP マニュアルは全部で VII 章あります。第 I 章の災害対応基本

早期対応

方針の項目は従来と同じですが、新たに加えられたところがブルー
の部分。患者が来たらどうするかといった実践に関わることが具体
的に示されています。
BCP マニュアルの第 II 章には「BCP に基づいた災害対応のた
めのチェック項目」が加わりました。第 III 章「災害対応のための

業の弱点を見越した計画と準備です。しかしながら実際のところ、
医療分野で BCP がなかなか広がりません。企業が事業を起こす

ここまでは BCP の概念的なことをお話ししてきましたが、では
323 ページにその比較を示します。災害医療センターで用いていた

機能維持
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【図③】病院における BCP のイメージ

低下軽減措置

に旅行に行くときにはこうしようね→これを基に、改善計画を立てる

から備えておかなければならないことがある。これが継続計画です。

イクルが、真の意味でまわることになります。

•○○も持って行けばよかったね

ということになります。これを繰り返すことが BCM になります。

［継続計画］……その計画を実行、継続、維持するために、事前

この部分を高めていくことにつながります。この青い線を求めること

•だけど、あのときは大変だったね

かということを決めれば、事業計画がつくりやすい。これをやること
が、いわばマニュアルということになり、これが従来、病院でもやっ

ていく。その維持管理体制こそが BCM です。こうすると PDCA サ

•良かったね！

どのように・どこへ）する。どこでお昼を食べて、いつ予約をする

てきたことです。

れを既存のマニュアルを活用しながら、検証・変更・改善を重ね

経過の後半部分にあたりますが、
病院の機能維持を継続するところ。

病院機能

［事業計画］……まず具体的な旅程・行程の決定（いつ・誰が・

［富士登山における BCP（事後）
］

もうひとつ、事業の事業を継続性ということで、図でいえば時間

時間軸経過

事前準備（平常時の対応）
」
、ここが BCP のために強化されるべ
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病院機能（災害時）
外部供給（平常時）
人・モノ・情報

従来のマニュアル

病院機能（平常時）

（急性期）

外部供給（災害時）

BCP による増分

災害対応

BCP による増分（事前準備）
・方針
・計画
・教育・研修・訓練
・点検
・検証
・是正

（亜急性期）

業と費用をかけて診療体制を整備しています。その評価のなかには、

ニーズの変化に応じて、どう対応していくかということが盛り込まれ

災害対応についての項目も設けられています。そこにはまだ BCP は

ています。これまで I 章〜 II 章でざっくりとくくっていたところを 5 つ

含まれていないのですが、BCP 的な考え方でいえば、もっと高い

の章に拡大し、必要なところをカバーしています。これが完成すれ

次元での医療が実現できるものと思います。

ば、一応 BCP マニュアルと呼べるものになるのではないかと思いま

病院 BCP を今後展開するためには、まず病院 BCP のミニマムリ

す。しかし、現実にこれ実行しようという段になったら、いったい誰

クワイアメント（最小要求性）の策定と義務化が求められます。最

がやるか。概要を理解したからといって、即、実行に移せるもので

低限の項目を含みつつ、骨組みをしっかりつくらなければいけない。

はありません。誰が主体性をもって、あるいは権限をもって、こうし

今、皆さんが検証中の ISO 22320 チェクリストの項目も、このあ

たこと実行できるのかというのが、取り残された課題です。

たりが検討対象になると思います。それがあまりに膨大であっても
いけないし、現場の状況とかけ離れ過ぎてもていけない。適宜な内

病院 BCP の問題点

容でなければ、評価がしにくいしイメージがわきません。こうした事

の理解が不足しています。BCP を医療の現場に取り入れていくこ

管理者と専属の義務化、立場の保証が必然的に求められる。そし

とが、どのようなアウトカムにつながるか、そのイメージが不足して

て、こういうことを考えるのは、忙しい医者よりももっと手前、大学

います。普及者も不足している……というよりむしろ、ほとんどいな

の前、高校あたりから認識をもてるような教育体制を整え、基礎を

医療機関の運営陣には、BCP そのものの認知度、内容（考え方）

学ぶ環境をつくる。そうした背景を整えればこうした対策もスムース

秋冨先生はじめ、この席にいらっしゃる方は、皆さんそうした思い

にいくだろうと思います。

を抱いていると思いますが、こういった活動をしている人は、数える
結局、運営陣の多くが、こうしたことは無駄な労力と捉えている

まだ未完成ですが、右に BCP マニュアルのチェク項目をいくつか

な項目「災害対策本部となる場所は決められているか」の問いの

継続性をもって BCP を管理する人材がいない。その部署がないと

意味合いには、場所だけでなく、場所が周知されているか。多くの

いう現実。このあたりが非常に難しい。私も午前中は病院で診療

人数が長時間滞在でき、必要な通信連絡がとれ多大な情報を視

にあたり、諸々の業務を終えてからこちらに駆けつけてきましたが、

覚的に管理できる情報ボードなどを充分に備えているか、といった

関わろうとするとどうしても併任・兼職ということになってしまいます。

ことが含まれます。それを段階別で評価する。改善のプロセスとし

BCP をもっと周知させていけば、現状の無駄な労力も苦労も削減

ては非常時の電話回線・専用回線の集約・必要な白板等を常設し

され、被災者にとってもメリットがあるはずです。経済的な効果もむ

ておくこと。こうしたことが BCP を高めることにつながります。

しろ期待できる。平時から備えておくことで、いい病院だと評価さ
れ PR にもつながります。日本医療機能評価機構という公益財団で
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追加分

第 III 章 報告書・帳票類・リスト
第 Ⅳ 章 報告書・帳票類・リスト
付
録（緊急地震速報・エマレジスター・ミニ用語集）

大分類

小分類

ここで ISO 22301 と ISO 22320 を整理してみましょう。

•ISO 22301：BCM の国際規格（平常時）

チェック項目

指揮命令系統 災害対策本部

災害対策本部となる場所
は決められているか？

設備

通信・連絡

衛星携帯電話等の通信連
絡手段を備えているか？
またそれらは常時使用で
きる状態にあるか？

インフラ

電気

自家発電機は常に長時
間使用できる状態にあ
るか？

ISO22301 と ISO22320

医療機能評価機構の認定を取得している病院は、全国の病院数の
約 3 割。この認定証を取得するために、各病院では膨大な準備作

第 II 章 多数傷病者受入れ時の諸運用
II-1 災害レベル別の運用
II-2 トリアージ
II-3 被災患者受付
II-4 被災患者の流れ
II-5 緊急度の変更と対応
II-6 白板の運用
II-7 災害ベッドの運用
II-8 血液検査
II-9 輸血オーダー
II-10 放射線検査
II-11 増床体制
II-12 看護学生・ボランティアの活動
II-13 部門間の連絡体制
II-14 部門連絡先一覧
II-15 エレベータの運用

示します【表①】
。皆さんが検証中の ISO 22320 のチェックシート
ともこれと似通っていると思います。たとえば指揮命令系統の大き

から予算もつきませんし、組織もつくられない。高い意識と責任感、

は、日本の医療機関に対して第三者評価を行なっています。日本

追加分

業を進めるためには、やはりそのための公的補助が必要になります。

いと言ったほうがいい。私も努力しているのですが力が足りません。

くらいしかおらず、珍しい存在というレベルです。

第 I 章 災害対応基本方針
I-1
想定される災害と当院の役割
I-2
平常時の対応→ III 章へ
I-3
災害対策本部の機能
I-4
災害時対策本部の情報収集および連絡体制
I-5
災害レベルの設定とレベル別対応の概要
I-6
職員招集方法の基本方針
I-7
職員登録
I-8
DMAT・NHO 医療班・その他の医療チームの受入れ
災害時に対応する部門・責任者・主な活動内容（レベル 2,3）
I-9

（慢性期）

きところです。また第 V 章として、亜急性期・慢性期とフェーズや

BCP マニュアル

従来のマニュアル

BCP

BCP と従来の災害対応マニュアル

人・モノ・情報

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

診療

病棟

人工呼吸器患者数は把
握されているか？

第 I 章 災害対応基本方針
I-1
想定される災害と当院の役割
I-2
平常時の対応の基本
I-3
災害対策本部の機能
I-4
災害対策本部の情報収集および連絡体制
I-5
災害レベルの設定とレベル別対応の概要
I-6
職員招集方法の基本方針
I-7
職員登録
I-8
DMAT・NHO 医療班・その他の医療チームの受入れ
I-9
災害時に対応する部門・責任者・主な活動内容（レベル 2，3）
第 II 章 BCP に基づいた災害対応のためのチェック項目
第 III 章 災害対応のための事前準備（平常時の対応）
III-1 災害対応のための組織
III-2 職員の研修・訓練
III-3 災害時必要物品（設備 / 備蓄・点検・保管・供給体制）
III-4 災害時情報伝達手段（専用 / 優先回線・衛星機器・EMIS）
III-5 災害時連携体制（医療コーディネーター・防基連・三師会・医療連携）
第 IV 章 急性期災害対応
IV-1 災害レベル別の運用
IV-2 トリアージ
IV-3 被災患者受付
IV-4 被災患者の流れ
IV-5 緊急度の変更と対応
IV-6 白板の運用
IV-7 災害ベッド・階段搬送の運用
IV-8 血液検査
IV-9 輸血オーダー
IV-10 放射線検査
IV-11 増床体制
IV-12 看護学生の活動（急性期）
IV-13 部門間の連絡体制
IV-14 部門連絡先一覧
IV-15 エレベータの運用
第 V 章 フェーズ、ニーズの動向への対応（亜急性期・慢性期対応）
V-1
支援者対応（学生、ボランティア）
V-2
物流対応
V-3
臨時勤務態勢の確立（職員・応援者）
V-4
災害時要援護者への対応（酸素、透析、妊婦・新生児、慢性疾患・在宅）
V-5
災害モードの収束・終了
V-6
病院避難
第 VI 章 各部門対応の概要
第 VII 章 報告書・帳票類・リスト
付
録（レベル 3C マニュアル・緊急地震速報・エマレジスター・ミニ用語集など）

【表①】BCP チェック項目の例
意味合い

場所だけではなく，場所が周知されているこ
と，多くの人数が長時間滞在でき，必要な通
信連絡がとれ，多大な情報を視覚的に管理で
きる情報ボードなどを充分に備えていること
が求められる。

適否

手段があるだけでは意味がない。常に使用で
きるように，使用方法を知る人が常にいる，
段階別評価
あるいは駆付ける体制であることが必要
/○△×/
無停電装置（UPS）との連動などが確認でき， はい・いい
自家発での電力でどの機能を補うのかが決め え，など
られていて，その上での対応計画をたてる必
要がある。
医療ガスの供給が途絶したことを想定し，実
数を把握することは必須であり，院内に代用
できる酸素ボンベの数の把握やそれらによっ
て持ちこたえられる時間の計算，外部からの
供給体制を確保していることも含まれる。

改善へのプロセス
・非常時の電話回線
・専用回線の集約
・必要な白板等の常設
・管理者を決める
・使用方法の講習を受ける
・自 家発電機作動訓練（停電実験）
の実施
・燃料の点検・補充体制の確認
・人 工呼吸器患者数は看護部の毎
日の報告事項に含める
・使用可能な酸素ボンベ数
・容量の掌握と発災時の報告体制
・委託会社との有事の酸素供給の協定
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•ISO 22320：発災後対応の国際規格
•両者はいづれ JIS に統合される

●

病院のレジエンス

何と言っても、マニュアルをしっかり整備すること。BCP に基づく

•ISO 22320 の構成：1．適応範囲

マニュアルを完璧なものにしておけば、当然レジリエンスは発揮さ

3．用語定義

中にレジリエンスを発揮するためのすべてが網羅されているはずで

2．引用規格

4．指揮・調整に関する要求事項
5．活動情報に関する要求事項

6．協力・連携に関する要求事項
今回皆さんが検証している ISO チェックシートは主に、この 4・5・
6 に反映された部分になるかと思います。これを BCP と照らし合わ
せるとどうなるかというと、【表②】が内閣府の掲げる BCP の一般
向け手引きの内容ですが、具体的な分析に関しては、BCP のほう

検討対象とする災害の特定

1

影響度の評価

1,2

停止期間と対応力の見積もり

1,2

重要業務の決定

1,2

目標復旧時間の設定

1.2

重要業務が受ける被害の設定

1.2

重要な要素の抽出

4,5,6

事業継続計画の策定

4

指揮命令系統の明確化

4

本社等重要拠点の機能の維持

5

対外的な情報発信および情報共有

5

情報システムのバックアップ

6

製品・サービスの供給関係
事業継続とともに求められるもの
生命の安全確保と安否確認
事務所・事業所および設備の災害被害軽減
二次災害の防止

6

地域との協調・地域貢献
共助、相互扶助
その他の考慮項目

実施および運用
事業継続計画に従った対応の実施
文書の作成
計画書およびマニュアルの作成
チェックリストの作成
財務手当て
計画が本当に機能するかの確認
災害時の経営判断の重要性
教育・訓練の実施
点検および是正措置
経営層による見直し
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設備 / 管理

• 訓練・研修（現実的なもの）

• スタッフ（技能・知識・啓発）

• 減災システム（耐震化・緊急地震速報）

• 情報管理（対外的・人的情報・連絡体系）

計画の対象は、大きく分けて、人とモノにわけられます。人、す

1

建物

• マニュアル／プラン（本部機能・連携）

【表②】BCP 構成

基本方針

項目

す。それが BCP マニュアルというものになると、私は認識しており
ます。そこに含まれるものとしては、以下のものが含まれます。

• 備蓄／物流（日頃の備え・チェック・供給体制）

画

分類

れ、活動内容を高めていくことに直結します。本来的には、BCP の

が若干、対象事項が包括的な印象があります。

計

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

行動

【表③】BCP 的観点からみた病院設備と効果
減災

◎

建物の耐震強度
ヘリポートの設置
広域災害・救急医療情報システム
LAN を利用したスタッフ・患者情報システム
医療資器材
在庫・流通管理（SPD）
患者搬送手段
緊急地震速報システム
・エレベーターの停止・開扉
・自動ドアの開扉
・院内放送（警報音）
・一斉通報（緊急呼出・安否確認）
・ライフライン制御・保全
・コンピューターの保全
対応マニュアル
教育・研修・訓練

◎
◎
○
◎
◎
◎

えているわけですね。しかし、東日本大震災を見てもわかるとおり、
大きな災害が起きれば、1 週間物流が止まるのは確実です。南海

善は望めません。これは資金的な問題です。しかし小さなものなら

トラフ巨大地震や東海地震が起き、流通が止まったときのことを真

何とかなる。情報通信手段のことになりますと、EMIS、衛星携帯、

剣に考えなければ。下表は、院内設備と点検内容・対応というこ

MCA 無線、緊急地震速報システムは各自治体や関連医療機関に

とで地震に備えるために考えられることを一覧にしたものです。

システムを変え、従来のマニュアルから BCP マニュアルに変える

こうした項目をあげて、災害時に故障などがあっては困るもの、
なくてはいけないもの、できることにチェックをかけることは可能です
し、これらは事前から考えて対応できることです。これらのチェック

こと。そして、平常時からの災害対策モードの組織に改編すること

項目が、ISO 22320 のチェックポイントの必要事項になろうかと思

が、病院機能を高めることは間違いないと思うのですが、ここで言

います【表④】。

いたいことは、病院のなかに、平常時の組織から、災害対策モー
ドの組織に移行するためのしくみというのが実はないということなの
です。このことは、のちほど ICS の説明でも少し触れます。

◎
○

病院を新築したり既存建物を耐震補強したりする以外、大きな改

レジリエンスを高めていくことができます。

○

○

なわちスタッフは教育できますが、モノ、すなわちハード面では、

配布されていますので、これらの使い方を徹底することで、病院の

情報管理

病院機能維持

◎
○
○
○
◎
○
○
○
○
○
○
◎
◎
◎
◎

備考

公的補助の獲得

都道府県が負担
電子カルテシステムへの組込み
ランニングストック
災害備蓄とは相反
保管場所の問題
導入が進まない現実
閉じ込め事故防止
閉じ込め事故防止
身の安全確保
専用回線使用料
個別工事を伴い高価
データの保全と再起動
メインテナンスが必要

タとして公開しています。
地震における減災効果の試算（目黒公郎ら）

［人的被害・想定：東海地震の場合］

設定：正午に M8.0、揺れるまでの時間 12 秒
死者：軽減率 81％

重傷者：軽減率 73％
中等傷：軽減率 72％

無傷の増加：軽減率 69,000 人
［人的被害・想定：宮城沖地震の場合］

緊急地震速報の活用

次に緊急地震速報の活用についてご説明します。私は、この分

BCP 的観点からみた病院設備と評価について、実際の病院の実

野で 8 年間、研究を続けてきました。メディアなどにも出演して普

情ではどのようになっているかを一覧にしてみました【表③】
。具体

及活動してきたのですが、こうした減災活動は、なかなか現実のも

的に何をしたら効果があるのかということが「病院機能維持」とい

のとして実を結ばない。東京大学工学部都市震災軽減工学の目黒

う項目にあたります。こうして一覧にしてみますと、◎が付くところは

公郎先生は、地震における減災効果をロジックな方法で試算しデー

設定：正午に M7.5、揺れるまでの時間 17 秒
死者：軽減率 94％

重傷者：軽減率 94％
中等傷：軽減率 93％

無傷の増加：軽減率 1,600 人

実はあまり多くないことがわかります。建物の耐震補強、エレベー
ターの停止・開扉を設備すれば減災につながります。情報管理に
ついては、緊急地震速報システムを活用することで改善が図れる。
大規模できなくとも、こうした細かい部分を改善するだけで減災を
図れるのですが、これだけのことすら、なかなか実行できないとい

分類
消防関係

うのが、今の日本の病院の実情です。
設備 / 管理の項に在庫・流通管理（SPD：Supply Processing
and Distribution）がありますが、現在、ある程度の規模の病院
では、
必ずといっていいほどこの SPD を導入しています。持論として、

ライフライン関係

SPD はレジリエンスを下げるものだと思っています。病院に医薬資
材の在庫がほとんどない。すべて流通まかせです。それ以外の必
要なものでも在庫を置かず、流通に依存するかたちで運営している
というのが、私は大変気がかりです。これは本当にマイナスの要因
になると思います。
必要な物資は流通するだろうということを前提にすべてのことを考

医薬品・医療機器
その他

【表④】地震に備えるための院内設備と点検内容・対応
点検項目

消防設備
スプリンクラー
避難経路
配管の老朽化
給水タンク
自家発電装置
無停電装置
コンセント
医療ガス
酸素ボンベ
医薬品
医療機器
コンピュータ
災害マニュアル
食糧・飲料水

点検内容・対応

消防による定期的な点検
不要な場合の止め方の周知
障害物が置かれていないか
設置時期の確認と点検
タンクの転倒防止
切り替わりの点検・確認
使用可能期限の確認・入れ替え
緊急用途別に使い分けられているか
ボンベの固定の確認
数量確認（ボンベ、流量計、酸素マスク）
衝撃で破損しない措置
固定状況、被災時の点検項目
転倒防止措置、データのバックアップ
スタッフは存在と内容を知っているか
必要充分な備蓄はあるか
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揺れが発生するまでの 12 秒の間に緊急地震速報を活用すれば
これくらい被害が軽減されるという計算です。東海地震では、傷つ
かないで済む人が 69,000 人になる。17 秒の猶予時間があれば、

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

なくなる可能性がある。30 センチでも 50 センチでも開いた状態で

なり、その下にサポートする部隊がいて、各部門それぞれを統括す

地震がくれば、少なくとも閉じ込めを防ぐことができます。

る人間がいます。いわゆる内閣のような組織図になります。災害対

院内放送としては、既存の放送設備に通常放送装置と非常放送

策本部の下に、それぞれの部署が配置され、こうしたなかで指揮

装置を接続しています。緊急地震速報を受診すると非常放送設備

命令を動かそうというものです。これが災害医療センターの考える

もうひとつ目黒先生の研究では、エレベーターの停止についても

が稼動し、
警戒音とともに
「地震が来ます。揺れに備えてください」
「あ

組織図です（328 ページ【図⑧】）。

軽減率はさらに高くなり 90％台。かなりの人が救われます。
検証しています。2005 年 7 月 23 日に発生した千葉県北西部地震

と 10 秒で揺れます」
「すぐに揺れます（5 秒前）
」といった内容の

ICS の基本としては、指揮調整するコマンドは院長にありますが、

では、首都圏のエレベーターが 64,000 台止まりました。たしか土

放送が流れます。病院のスタッフ用には、予測される震度によって

院長がすべて自分で動くというのではなく、そのコマンドを受けて、

曜日の午後だったと思います。このとき閉じ込め事故が 78 件あり、

パトライトが赤黄緑の色別に回転し、視覚的に認知できるような表

事務処理、情報作戦・資源管理・庶務財務の活動を、各部門の

救出にも時間がかかっています。これだけでも相当なパニックになり

示システムを設置しています。見ただけで瞬時に対応すべき行動が

事務部長や管理部長が指示します。院長のやることと看護師、事

ます。緊急地震速報を働かせて、エレベーターを最寄り階に停止

わかるようにしておくことが大切です。こうした装置を、本部・防災

務でやることはそれぞれ異りますが、いずれにしても同じコマンドで

させ、安全な状態で揺れを迎えることができれば、破損や閉じ込

センター・エネルギーセンター・当直室・手術室・救命病棟・各

つながっている。平常時の病院でいえば、オペレーションが診療

めの事故は抑えられます。これは病院に限るものではありませんが、

病棟ナースステーション・看護学校教務室などに設置しておくこと

にあたります【図⑤】。プラニングにあたるのが事務をはじめとする

かなりの減災効果が期待できると思います。

が望ましいと思います。

管理課や総務課。ロジスティックス、ファイナンスに対応するのが

病院でどのような対応が可能かといいますと、緊急地震速報をシ

揺れが発生するまでの間に何ができるか。
【表⑤】
は診療にあたっ

事務方になります。我々医師や看護師などはすべて、オペレーショ

ステムで受信し、エレベーターの停止、自動ドアの開扉、自動院

ている医師や看護師がとるべき行動をまとめたものです。たとえば

ンに含まれます。災害時の組織も基本は変わりません。災害への

内放送、視覚報知設備につなげることができます。病院の手術室

手術室で手術中の手術医や看護師、麻酔医師にできる項目をモデ

意識が高い病院ですと、平時から災害対策本部が設けられており、

のドアというのは鉄の厚い扉が何枚もあって、これが開かなくなると

ルとして提唱しました。放射線科でしたら、まず検査中の機械を停

そこでプランニングが行なわれています【図⑥】。本来、これが当

大パニックになります。手術している患者さん、中で手術している医

止する。患者さんへの声かけや転倒防止もしなければなりません。

然の組織体制なのですが、これすら現在の病院にはほとんどありま

師・スタッフの生命も危ぶまれます。外科系の医師は手術をしてい

透析室でしたら、透析ポンプの停止、抜管防止など。管が外れた

せん。災害対策委員会はあっても名前だけで実動的ではない。実

ることが多いですから、その医師たちが閉じ込められたりケガをした

状態のままだと、治療中の患者の動脈に泡などが入って死亡してし

際に委員会を開いているところはそうありません。その実は機能して

りすると、病院の機能へのダメージも大きい。

まいます。

いないのがほとんどです。

【図④】は国立病院機構災害医療センターの救急救命センター
で導入した例です。エレベーターの場合は、受信装置で緊急地震

こうした診療中の対応のほか、身の安全を確保できたスタッフは、

【図⑤】病院の平常時組図

【図 6】病院の災害対応組織
（平常時 ･ 準備）

【図 7】望まれる病院の
災害対応組織
（平常時 ･ 準備）

平常時の病院の組織図は、
【図⑦】のようなでなければなりませ

患者への呼びかけや身の安全を守れない人を補助する。発災時は

ん。トップである院長の横について、危機管理・災害対策本部とし

速報を感知すると、揺れが起こる前に、院内 4 基（中央エレベー

おそらくこれくらいしかできないと思います。その後、病院のスタッ

て全体を動かせるようにしなければならない。こうした組織と体制を

ター・手術室用）が最寄り階に自動停止するよう独自で計算するソ

フを招集し、安否確認をしたのち、状況に応じて災害対策本部を

つくらなければ、あまたの委員会にコマンドを出すことができません。

フトとシステムが組まれています。この緊急地震速報は、皆さんの

立ち上げるといった流れになります。

本来であれば、危機管理・災害対策本部と、そのほかの部門は分
けて考えてもらわなければならないのですが、この本来がなかなか

携帯電話に入る地震速報の通知とはまた違います。
当院には計 31 カ所に自動ドアがありました。建物の入り口や手
術室、透析室、放射線検査室、CPU 検査室の自動ドアなどは、
手動でも開けることはできますが、建物がかしいで変形すれば開か

理解してもらえません。これを動かすためには、組織を変革しなくて

病院の ICS

ICS の話になります。国立病院機構災害医療センター・災害対

はなりませんから、容易ではありません。

一番下の図が病院の災害対応のための本来の組織図です。災
害時は、このように災害対策本部が各部門を取り込み、そのトップ
も取り込み大きなコントロールをする。これが ICS の最終形になり

応マニュアルでは、災害対策本部を立ち上げた際、院長がトップと

ます。これはアメリカでとられているかたちです。
【表⑤】緊急地震速報簡易行動マニュアル

【図④】緊急地震速報の活用例（システム）
受信装置
緊
急
地
震
速
報

ADSL 回線

コンピュータ
・予測計算ソフト
・作動させる閾設定
ディスプレイ

部署

リレーボックス
（ON/OFF）

院内装置

エレベータ制御盤

エレベータ自動停止・開扉（閉じ込め防止）

自動ドア制御盤
放送設備

震源地・規模・
到達予測時間

P 波センサー（院内 3 カ所）
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視覚報知設備

自動ドア開扉（閉じ込め防止）
自動警報院内放送
マニュアルに従った行動（安全確保）

フラッシュライト電光掲示（外来ホール）
（報知）

とるべき行動

①手術の安全な中断・創の保護
②患者の転落防止
①手術危惧を遠ざける
看護師（直接介助）
手術室
②手術器具台の転倒防止
看護師（間接介助） ①手術用ライトを遠ざける
①抜管防止（管の接続を外す）
麻酔医
②患者の頭部を支える
①検査中の機器の停止
放射線科
②患者への声かけ・転倒防止
①透析ポンプの停止
透析室
②患者への声かけ・抜管防止
①身の安全の確保
その他の部署
②患者への声かけ
③身の安全の守れない人の補助
手術医

＊とるべき行動の番号は優先度
＊患者への声掛け：
「落ち着いて下さい！」「慌てないで下さい！」
「病院は安全です！」「しゃがんで下さい！」
など

病院を取り巻く環境

病院でこうした組織体制を組むことが難しい理由は、病院本部

にさまざまな関連機関が関わっているためです。その関連組織にも
上位組織とそして下位組織とがある。そういうところとも本部が連絡
をとれるようにしなければならない。ここにさら行政が関わってきま
す。自院が所属する自治体医療圏、自治体レベル、それから国の
DMAT、EMIS 等々。災害時には、これらすべての関連機関が対
応に関係してきます。
たとえば横浜市立市民病院は災害拠点病院になっていますので、
病院の災害対策本部からすれば、保土ヶ谷区の災害対策本部（医
療調整班）の福祉保健センター長が直近ということになります。横
浜市立の病院ですから、横浜市の災害対策本部とも関連してきま
す。災害時には、市の総務局危機管理室長がトップになり医療調
整チームがつくられるのですが、それを仕切るのが横浜病院局（病
院局長）です。平時、その関係者は病院の中で動いています。こ
の病院局が、災害時にほかの危機管理部門とどう関連して動くの
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●

【図⑧】本部機能と役割（インシデントコマンドシステム：ICS による）国立病院機構災害医療センター災害対応マニュアルより

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

ISO22320 と BCP を
どう使い分けるべきか。

対して指揮命令権もあるのですが、事実上、それがうまく機能して
いません。その間をつなぐ体制や連携が整っていないためです。
秋冨：そもそも、どのような指揮命令系統があるのかさえはっきりし

ていない。指揮をするためには何が必要か。そのことさえ明らかに

なっていない。まったく抜け落ちているというのが日本の現状です。
今回の震災を受け各部局でいろいろなマニュアルがつくられていま
すが、そういう意味からすれば、実は現実的なものではありません。
なぜなら各部局ごとに、ICS 22301 を考慮した許可をまた別に出
さなければならないから。堀内先生がお話しになったように、具体

［質疑］

的な評価を下すためには、病院の専門的な分野をきちんと把握して
いないとできない。そうしたことも踏まえてのガイドラインつくろうと
いうのが、私たちの目指していることです。
黄野：東日本大震災のときに、JR が運行を止めて乗客をすべて
施設外に出しましたね。あれは JR の BCP のためには有効なんで
す。しかし乗客からすれば困った話。事が起きたとき、各企業が

ICS の基本構造

秋冨：堀内先生ありがとうございます。今の講演について、何かご

自社だけの機能維持を図ろうとするとき、BCP は効率的です。そ

質問はありますか。

れらを包括的に対応しようというのが ICS 22320 です。つまり ICS

黄野吉博：以前、私はある国立大学で BCP を構築しようといろい

22320 の中に BCP が浮かぶかたちが望ましい。県などの事業でも

ろ試みたのですが、結局つくることができませんでした。その事案

ICS 22320 の方針の中に、BCP で構築した市町村の事業が浮か

をもちかけたとき、先方で新たに危機管理委員会をつくることにか

ぶようになればいい。それを連携という名で呼んでもいいのですが。

なり抵抗があるようでしたので、既存の安全衛生委員会の権限を

高橋宗康：岩手県の一病院である私たち高田病院としては、その

拡充するかたちで動こうということになりました。しかしうまくいかな
かった。国立大学で BCP が機能しないのは、ガバナンスが効かな
いからです。学長がこうしろと指示を出しても動かないくらいですか

事業を ICS 22320 でチェックしつつ、自分たちの BCP をつくれば
いいということですね。（岩手県立高田病院）
黄野：そういうことです。ICS 22320 で自治体や消防署などと連携

ら。動くのは事務方だけ。その事務方にとっては、学生も大学の先

をとり、個別の組織として病院を BCP で構築する。プラットフォー

生もお客さんなんです。お客さんがたくさんいて身動きがとれない。

ムとして ICS 22320 を考えるということです。東日本大震災のとき

こういう背景から、大学で BCP をやろうとしても事実上無理がある。

は、このプラットフォームがなくて多くの関係者がうろうろする結果と

かはまだ決まっていません。このあたりも調整していく必要があると

への理解も必要になってきます。こういったことに投資することの意

そうしたことがありました。（一般社団法人 レジリエンス協会）

なってしまいました。災害のイメージは、
BCP だけだとつかみづらい。

考えています。神奈川県の病院として、また横浜市の病院として、

義を国民にも周知していかなければなりません。

高橋宗康：基本的な質問なのですが、今回、私たちが病院の機

どうしてもエゴが出てしまうから。ICS 22320 にしないと全体が把

能をチェックした ISO 22320 と BCP との棲み分けはどのようになっ

握しづらいということもあります。

ているのでしょうか。（岩手県立高田病院）

秋冨：いろいろな企業が BCP で事業の再構築を行なってきました

求められる活動、やっていかなければならない活動があると思いま

究極の意見としては、災害時の病院の位置づけを大変革するこ

すが、調べていきますと、横浜市は横浜市で動き、県は県で動い

と。従来の病院ではなく、災害時の病院というイメージで位置づけ

ている。有事の際はお互い情報共有しようということが地域防災計

ることにあるかと思います。ご存じのように、病院は今、とても弱い

画にも盛り込まれているようです。しかし場合によっては、後方支援

立場にあります。それを回復しなければなりません。売り上げ主義、

病院として他地域から患者を受け入れることもあるわけですし、や

秋冨：ISO 22320 については黄野先生からもお話があると思いま

が、実際にはそれがうまく機能しなかったのが、東日本大震災でし

すのでここでは簡単な説明にとどめますが、いわゆる突発的に何か

た。全体を見渡せるしくみを整えておかなければなりません。
どうやっ

棲み分けといろいろやって、資金なんかないという状態になっている。

起きたとき、事前準備も含めてどう対応するか、その指揮命令系統

て指揮統制するか。決まっているようで実は決まっていないのです。

はり各レベルとどのように連絡をやりとりするのか、平時から整えて

公的な病院でも簡単につぶれてしまう。こうしたなかで直接の利益

に関わる事案が ISO 22320 の対象となります。それをどのように受

それを連携調整し、ちゃんとつなげるようにしようというのが、この

おかなければなりません。横浜市は 370 万人、神奈川県は 1,000

にならない災害対応の予算を補填・捻出することはまず不可能です。

け、どう続けていくかということが BCP の位置づけと考えています。

分科会の大きな目的です。

万人の人口をかかえています。これらの人びとを守ることが、医療
人として求められていることであり役割だと思います。
理想とする組織をつくるにあたっては、さまざまな障壁があります。

結局は、国・行政が考え方を転換して、国民・地域住民の意

黄野先生や林春男先生（レジリエンス協会会長・京都大学防災研

識の変革が必須。国や自治体のトップが大号令をかけて、こうした

究所）からは、両方同時に考えなければ意味がないと指摘されて

動き認められるようにしなければならない。以前、石原都知事が、

います。私もそのとおりだと思います。

これまでお伝えしてきたように、病院防災計画（BCP）をつくるま

大号令をかけて東京 DMAT をつくり、東京都の防災体制をいろい

黄野：わかりやすく言えば、たとえば今私たちがいるこのビルには、

でも至っていない。病院防災計画は地域防災計画と整合性をとら

ろつくりました。そういう人がいないと事態は動きません。医療費や

なければならないのですが、そこまでやっているところはありません。

福祉の問題は、常に国民に問われる問題ですが、ここに病院の災

理するのは ISO 22320。一方、このビル内で NTT、みずほ銀行

病院と関連団体間で協定を結んではいるのですが、これが任意・

害対策に関わる問題をあげなくてはなりません。予算をつけて制度

それぞれの部隊を管理するのが BCP となります。ところが、BCP

安易すぎる。世間体がいいから、安心だからと協定を結んでも、そ

化することを、きちんと理解してもらわないと動けない。これが暗い

だけですと各部隊同士、ビル全体を管理する立場と連携がとれな

の協定にはなんら実行性がありません。病院の災害対応能力の向

現状です。こういうわけで私の論調は暗い話で終わりとなります。

NTT とみずほ銀行などの企業が入っています。このビル全体を管

い。そこで、ビル全体の危機管理を ISO 22320 ベース、プラット

上のために求められることは、やはりなんとしても上位組織の意識

フォームとして捉え、各企業の BCP とどうどうつながるかということ

改革。災害対策関連活動を具体的に組織化し、こうした計画を予

を考えていく必要があります。それが大切です。このビルにも指揮

算化し組織化すること。またその上位にあたる省レベル、国、国民

管理者や統括防災管理者がいて、各テナントの防災管理責任者に
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ISO22320 の普及展開に向けた
簡易チェックリストの検討

●

ここで簡単に ISO 22320 / JIS Q 22320（社会セキュリティ緊
急事態管理─危機対応に関する要求事項）についてご説明します。
ISO 22320 は、危機対応を効果的に実現するために最低限考慮
すべき事項をまとめた国際標準です。その基本となるのは 4 章「指
揮・統制」
、5 章「活動情報」
、6 章「協力および連携」の部分です。
ISO 22320 は、2011 年 11 月 2 日に発 行されました。 国 内
では、2013 年 10 月に日本でも工 業 規 格 化されています（JIS

講演［5］

Q22320）
。さまざまな分野に適応させなければならないという制約

NTT セキュアプラットフォーム研究所

から、効果的な危機対応を実現するための必要最小限、最大公

爰川 知宏

また、危機対応のレベルの規定のほか、情報規格の統一として情

約数的な要求事項として、
上記 3つの要求事項が規定されています。

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

災害対策標準化ガイドラインの構成イメージ（災害対策標準化検討会議 - 内閣府 - 内閣府防災情報より）
Ⅰ 災害時等における業務実施・継続に関する事項
災害リスクシナリ
オ、 リ ソ ー ス 制 約
の設定

災害リスク
分析、評価

業 務 実 施・ 継 続 事
業についての優先
度分析、計画策定

①異常な自然現象
等の特定

①災害対応業務の実施

②異常な自然現象
等に対する脆弱性
の把握

②一般業務に係る非
常時優先業務の継続、
早期復旧

③災害（異常な自
然現象等により生
じる被害）の発生
頻度、影響度分析

結果事象型
リソース制約設定

報源の信頼性、情報の信ぴょう性も規定しています。

Ⅱ 災害対応業務に関する事項
１ 災害対応業務プログラム
・役割分担等を踏まえ、タイムラインに従って整理、設定
・オールハザードアプローチ
２ 災害対応要領
（1）組織、運営（適時に業務に即した組織構築、拡張可能性、
責任者等の明確化）
（2）情 報処理（迅速・有用情報収集・管理、状況認識統一、
作戦立案）
（3）資 源管理（必要な資源を必要なときに必要な量を必要な
所へ供給）

３ 組織連携（行政関係機関間、行政関係機関と民間間）
・連携発動システム、指揮調整
・相互運用性確保

ISO 22320 の規格を理解するための解説書としては、林春男先
生の
『世界に通じる危機対応 ISO 22320:2011』
という書籍が、
もっ
生にお話をしていただきます。爰川さんは、今回皆様が病院機能の
課題を抽出するために用いた ISO 22320 チェックリスト簡易版の
試作案をつくられた方です。

と申します。本日は、皆様に検証していただいた ISO 22320 簡易
チェックリストを作成するに至った背景と、その具体的な内容につ
いてご紹介いたします。

NTT にはいろいろな研究所があるのですが、私はそのなかのセ
キュアプラットフォーム研究所というところで、主に社会セキュリティ
の観点から防災・危機管理関係の業務に携わっております。それ
以前にどのようなことをやってきたかといいますと、元々はグループ
ウェアやネットワークサービス、発想支援システムなどの情報共有
系の研究開発をしていました。また、公共系システムのための情報
基盤をつくる研究開発、具体的には医療・健康情報のための基盤、
IC カードを使ったセキュリティ基盤などに携わってきました。現在
の危機管理の分野では、これまでの経験を生かし、危機対応にお
ける情報マネジメントを中心に取り組んでいます。

ISO 22320 の基本となる 3 つの要求事項

指揮・統制（4 章）
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ためのものとして、簡易版のチェックリストを作成したというのが今
回の経緯です。国の動きとしては、内閣府で「災害対策標準化ガ
黒点枠で囲っている部分が、ISO 22320 の部分がベースになって

爰川知宏：NTT セキュアプラットフォーム研究所の爰川（ここがわ）

協力および連携
（6 章）

読み解くのが難しいという声もあり、さらに実践的に使いやすくする

イドライン」をつくろうという動きがあります。次ページ上図のうち、

ISO 22320 とは何か

協力
連携
情報共有

ともわかりやすいかと思います。ただ、こちらの書籍でもまだ充分に

ISO22320

つくられる予定です。
［指揮・統制」プロセス］
（4 章）

ISO 22320 の概要を簡単に説明します。
［指揮・統制］プロセ

Ⅲ マネジメントに関する事項
トップ関与の下、担当組織が平時から管理、評価、改善
1 災害リスク分析評価、シナリオ、事業実施・継続計画等の見直し、業務実施・継続に係る脆弱性対策の実施
2（1）災害対応業務プログラムの見直し、改善
（2）

① 災害対応体制等の見直し
② 用語、表記、データ、システム等の標準化推進
③ 要員確保策の改善、装備、資機材、備蓄物資等の整備充実、標準化推進

３ 研修・教育・訓練その他標準化の推進に必要な事項の実施
※標準化推進のため、防災に関する研修・訓練・教育、資格制度、規格普及等の制度、あり方等についても別途検討推進

スというのは、いわゆる危機対応の PDCA を回すためのプロセス
に関することで、連携のニーズが低い、ある単一階層の構造組織
における指揮・統制プロセスの例が示されています。
具 体 的 なプロセスは、
（ 米 国の 危 機 対 応 標 準 である）ICS

情報が明確になり、具体的な計画を策定しやすくなり、各ステッ
プがスムーズに巡回するようになります。

Planning “P” をベースにした内容になっています。アルファベッ
トの P の縦棒部分は、危機が発生してからの初動活動を示します。

［協力および連携］プロセス（6 章）

活動を展開するときは、単一の組織だけでなく、いろいろな組

その後指揮調整ミーティングを行ない戦略方針を決定し、実施

織との連携が必要になってきます。ほかの組織とどのように協力・

計画を立てる。災害対策本部で計画を実行するという一連の活

連携し、コミュニケーションをとるか。複数の組織の間で、階層

動サイクルを P の丸い部分をくるくる回していくというイメージで

構造をもって指揮・調整がうまく回せるようなプロセスをどのよう

す。言い換えれば、危機対応にはさまざまな会議を継続的に運

につくるかが ISO 22320 のなかでもっとも重要な部分だと私は

営していくこと。各種の会議の運営を効率よく支援するしくみが

捉えております。

迅速・正確な方針を判断するために、トップレベルの会議では
危機のおおよその全体像を把握できていることが必要です。また、

計画
情報収集
情報処理
情報分析
情報発信

活動情報
（5 章）

実施計画
調整会議

対応計画
了承

（Incident Command System） に 規 定 さ れ た Operational

必要で、その継続的なプロセスを P の文字で表現しています。
システム体制
プロセス
リソース
人的要因

対応計画の準備

ISO 22320 で規定される危機対応のレベル

格付けしています。これも基本は ICS がベースになっています。

な情報を集約・整理し、効率よく会議資料を作成できるかという

たとえば、危機のレベル 1 は「予め規定された初動対応方式に

ことも重要です。さらに、会議で決定した方針を全員で共有し、

従って投入された資源で対応できる事案」。それに対する指揮調

計画に落とし込み、確実に実行できるかということも重要です。

整レベルは「戦略的指揮。任務レベルの指揮。時に戦術的連携
による監視および支援を受ける」とあります。レベル 5 であれば

活動情報プロセスにおいて大切なことは、まず活動目的を明確

災対本部会議
（新活動サイクル開始）

指揮調整スタッフ
ミーティング

計画実行
進捗評価

責任者による
目標設定

現場の対応案入手

ISO 22320 では、危機対応のレベルを次ページ上表のように

各部局レベルでは、会議までにさまざまな情報のなかから必要

［活動情報］プロセス（5 章）

戦略方針
決定会議

「提供されるあらゆる救援を用いて危機対応がなされる事案。こ
の場合は、被災地をもつ中央政府が、2 国間条約および国際機

にするということ。扱うべき情報をどのように扱うか。切り口をど

関で規定する既存の手順を使って支援する」と説明されています。

のようにするか。そうした活動目的をはっきりさせることで必要な

これに対する指揮調整レベルは「管轄区の内部および近接区域

第 1 回本部会議
災害対策本部開設
緊急対応状況評価
通報

Initial Response

秋冨：続いて、NTT セキュアプラットフォーム研究所の爰川知宏先

The
planning
"P"

危機発生
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ISO22320 で規定される格付け
危機レベル
レベル

1

危機対応のレベル
危機レベルの説明

指揮調整レベル

予め規定された初動対応方式に従って投入された資源で対応
できる事案

戦術的指揮 任務レベルでの指揮、
時に戦術的連携による監視及び支援を受ける。

レベル

2

被災した組織がもつ資源を投入すれば対応できる事案

戦術的指揮調整及び連携

レベル

3

被災した組織がもつ資源に加えて、事前の相互応援の取り決
めによる近隣組織からの支援を受け対応できる事案

管轄区内での活動に関する戦略的指揮調整及び連携

レベル

レベル

4

被災した組織が持つ資源に加えて、被災した地理的管轄区内
管轄区の内部、及び近隣区域の戦略的指揮調整
にある全ての組織からの支援を受け対応できる。この支援は、
時に戦略レベルによる監視を受ける。
活動調整センターの利用を通して、提供されることもある。

5

提供されるあらゆる救援を用いて危機対応がなされる事案。 管轄区の内部、及び近接区域の戦略的指揮調整
この場合には、被災地をもつ中央政府が、二国間条約及び国 戦略レベルによる支援、そして直接介入さえも必要となる
際機関で規定する既存の手順を使って支援する。
場合がある。

の戦術的指揮調整。戦略レベルによる支援、そして直接介入さえ
も必要となる場合がある」といった内容が記されています。
ISO 22320 の情報源の信頼性と情報の信憑性

今回の皆様の発表のなかでも、チェックリスト中にある用語、

たとえば「情報源の信頼性」
「情報の信憑性」についての設問
が理解しづらい。意味が捉えにくいというご指摘がありましたが、
ISO 22320 でいう「情報源」の信頼性というのは、その情報の
ソース自体が信用できるかどうかということです。その個々の情報
に対して信憑性があるかどうかを問う際には「信憑性」という定
義でことばを使い分けています。
たとえば、格付け A であれば、その情報源は「完全に信頼で
きる」もの。つまり、これまでにも利用し、その有効性が証明さ
れた情報源で、信用して頼ることができるものということになりま
す。ISO 22320 の格付けでも、こうした情報源はきわめて稀に
しかないとしています。
ISO 22320 簡易版チェックリストについて

こうした ISO 22320 の概要を基に、チェックリストをつくろう

としているわけですが、現在のところ、ISO 22320 は充分認知
されているとはまだ言い難く、危機管理に関わっている人でも知
らない方がいますし、慣れ親しんでいない人が多いのが現状だと
思います。そうした人でも、ある程度簡単にチェックできるところ
を目指して、今回の簡易版チェックリストを試作しました。
企業・自治体等を問わず、広くかつ迅速に ISO 22320 を理解
してもらうこと。広く使えること。普及させることを目指して試作を
進めました。そのためにはまず、ISO 22320 の概略を理解しても
らわなくてはなりません。理解したうえで、ではあなたの組織で
はこれらの内容をどの程度、実現できているかといったところを
簡易に可視化することを目的としています。つまり、危機対応に
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●

ISO22320 で規定される格付け
格付け

説

情報源の信頼性

明

A

“完全に信頼できる” ──これまでにも利用し、その有
効性が証明された情報源で、信用して頼ることができ
るもの。極めて稀にしかない。

B

“通常は信頼できる” ──今までは有効であったが、依
然として幾ばくかの疑義が残る情報源。国連機関、軍（又
は軍に近い機関）、いくつかの主要な NGO など、誠実
と考えられている情報源が当てはまる。

C

“ある程度信頼できる” ──今まで何度か使われてきた
情報源で、その結果からある程度信用をおけるもの。
一部報道及び NGO の一部が該当する。

D

“基本的に信頼できない” －今まで使われてきた中で、
信頼できないことがしばしばあった情報源。一部報道
及び NGO の一部が該当する。

E
F

“信頼できない” －今までの利用実績から信用に値しな
いことが証明された情報源
“信頼できるかどうか判断できない” －まだ使ったこと
のない情報源

ISO22320 で規定される格付け
格付け

1
2
3
4
5
6

情報の信ぴょう性

説 明
“他の情報源によって正しさが確認されている” －その
情報を元来報告したところとは別の情報源がその情報
は間違いないと確認した場合
“かなり正しい” －報告された情報の核心部分について、
別の情報源が間違いないと確認する場合。通常、航空
画像はこの分類に含まれる。
“たぶん正しい” －報告された事実又は行為に関する調
査からは追加情報は得られなかったが、その情報が過
去の行為又は入手している背景情報と矛盾しない場合
“疑わしい” －情報が、過去に報告され、妥当性が確認
された情報と一致しない傾向を示す場合
“ありえない” －情報が、過去に報告され、妥当性が確
認された情報と明らかに矛盾する場合

“判断不能” －新たに報告された情報が、比較すべき情
報を持たない場合。1 〜 5 に当てはまらない場合に、
無理をして 1 〜 5 の格付けをするよりも、6 と分類す
るほうがよい。

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

携わっている担当者や管理者で、ISO 22320 の内容に充分に精

ている部分のみを抽出しました。探してみますと全部で 63 件あり

通していない方の利用を想定しています。

ました。少なくともこの 63 件の部分を満たせば、ISO 22320 の

このチェックリストを用いることで導きたいことは、特定の業界

基本を満たせるのではないかと考えました。とはいえ、その 63

によらず、どの組織でもある程度、客観的にレジリエンス（防災力）

件をそのまま並べても、なかなかチェックしようということにはな

を確認できるかたちにしたいということ。なにかしら数値化してほ

らないでしょう。数も多いですし、いろいろな設問が相互に補完

かの組織と比較できるようにして、それに基づいて自分たちの組

関係があったり、階層関係にあったりと内容は複雑です。

織の強みや弱みを把握し、それを踏まえて今後どうするのか。レ

そこで、それら 63 件を論理的に簡略化できないかということ

ジリエンスの向上に向けた具体的な対策の検討に活用してもらい

で、それぞれの要求事項の関係を精査しました。たとえば、階層

たいということでした。

関係にある要求事項でしたら、下位で詳細化したり、上位で絞り
込みしたりする。他の要求事項と補完関係にある要求事項には、

解決すべき課題

一方を満たせば自動的に満たされる内容がありましたので、可能

りました。

ルに依存する事項、精神論に関わるような内容は、ドキュメント

チェックリストをつくるにあたり、大きく分けて 3 つの課題があ

なものはそれを統合する。また、心得的なものとか担当者のスキ
化や実施レベルの客観的な評価が難しいということでチェック項

•要求事項の抽出

•用語・説明の理解
•対応レベルの把握
『世界に通じる危機対応 ISO 22320:2011』を読まれた方で、

目から外しました。こうした精査の結果、63 件の要求事項を 33
件に集約・統合することができました。
• 表現の見直し……次に行なったのは文章 表現の見直しです。
チェックリストとしての利用を考慮し、文末を「～している。
」とい

おそらくひっかかる方もいたかと思うのですが、何が要求事項な

う表記にできる限り統一しました。英語版は質問文に変更してい

のかが直感的に把握しづらい部分があるかと思います。ISO の文

ます。さらに、ISO 22320 解説本の解説文を参考に、なるべく

脈としては、原文で “shall” ということばで始まる文章は要求事

平易な表現に修正しました。このあたりはもう少ししっかり時間を

項で、“should” ということばで始まる設問は推奨事項という捉え

とってやりたかったのですが、単純な箇条書きは原文をそのまま

方ができると思いますが、これが文章として書かれているため、

踏襲しているなど、まだ不充分なところがいくつも残っていると思

どこまでが要求事項になるのかが直感的にわかりづらいのです。

います。

これがまずひとつめの問題です。

この作業が難しい点は、ISO 22320 にはいろいろなバックグラ

もうひとつは、用語・説明についての問題です。ISO22320 に

ウンドがあって、それを廃してまとめようとすると、どうしても無理

限らず、ISO の文書全般には最大公約数を目指してつくられてい

が出てくるところです。自分がこれだったら理解できるかなと思う

ることもあり、表現が抽象的で、読み慣れてない方にとっては読

ことでも、ほかの担当者に照会すると、意味合いがわからないと

み解くことが非常に難しく、要求事項の抽出や対応状況の確認が

いうことも多々ありました。それぞれの専門分野でことばの受け止

容易ではありません。ISO 文書独自の言い回しや業界ごとに異な

め方が違ってくると思います。さらに、5 章・6 章は箇条書きが多

る用語があるため、慣れていない自治体職員等が読み解くことは

く、かなり苦労しております。

難しいと思われます。
さらにもうひとつ。要求項目を何とか読み解いたとしても、それ
で自分たちの組織はどこまで対応できているのかが客観的に把

• 確認結果の可視化……チェックした対応状況結果をスコア化し

て全体をレーダーチャートで表現することで、ISO 22320 への対

握しづらく、自組織の対応の弱点や他組織との比較を行なうこと

応レベルを可視化しました。具体的には、すべての設問のうち、

が難しく、他と比較できるデータがないというのも問題です。こう

何項目が該当したかをカウントして、レーダーチャートに落とし込

したことを解決しなければならないと考えました。

めるようにしました。各章の判定結果の合計を 10 点満点に補正
して表示し、それぞれどこまで対応できているかを視覚的に確認

理解しやすいチェックリストとは何か

できるようになっています。

ローチをとりました。

チェックリストの構成

理解しやすいチェックリストをつくるために、以下 3 点のアプ
チェックリストの構成は、以下のようになっています。冒頭に、

•要求事項の精査

各章記載内容の簡単な解説を設け、その下に ISO 22320 の表

•確認結果の可視化

チェックできるようなかたちとし、それぞれに対してスコアをつけ

•表現の見直し

• 要求事項の精査……まず ISO 22320 原文で “shall” が含ま

題の単位、たとえば、4.1.1、4.1.2 といった表題で項目を整理して、
られるようにしました。その判定欄を設け、集計結果が表示でき
るようにしました。
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確認結果の構成

チェックリストサマリ

判定欄の集計結果を

各章記載内容の

各章のチェックリスト

表示

簡単な解説

ISO22320 における

判定欄は自動付与

表題

各チェック項目の

利用者が直接記載する

説明文

欄 ( チェックおよび根
拠資料）

各章の判定欄の合計を 10 点満点に補正して表示
→各章の要求事項をどこまで対応できているかを確認

判定欄に単に○ × をつけるだけでは、なぜそうした評価をしたの
か、後々わからなくなりますので、その根拠となることを利用者

チェック結果の合計を表題ごとに集計し、1 点満点に
補正して表示→どの項目の考慮が充分でないかを確認

チェック結果が表題単
位 に 集 計・ 補 正 さ れ、
レーダーチャートとし
て表示

チェックリストの
シート (4 章～ 6 章 )

チェックリストの評価

試作したチェックリストをいろいろな組織に配布し、評価を依

が直接書き込みできる欄を設けています。たとえば「自院の防災

頼しました。評価の目的には 2 つあります。ひとつは、このチェッ

マニュアルの※ページに記載されているから○」といったことを判

クリスト自体をきちんと使えるものにしなくてはなりませんので、

断材料として書き込んでいきます。これらの結果を自動集計して、

試作チェックリストを使ってみての不満や不明点、意見をどんどん

レーダーチャートに表示できるようになっています。こうしたシー

指摘してもらい、問題点を見つけてより使いやすい・理解しやす

トを 4・5・6 章それぞれにつくりまして、すべてのデータをまとめ

いシートにしていくこと。もうひとつは、この試作チェックリストの

たサマリになるよう設計しています。

回答を通して、現状の日本の組織におけるレジリエンスの傾向が、

と、下図のようになります。赤い点線のアベレージという部分に

一方、人的要因に関するスコア（Human factors）はかなり低

ISO 22320 の視点から若干でも見えるのではないかなという期

注目いただきたいのですが、この部分が、これら 12 組 織全体

い結果となりました。文化的な要素、メンタルを考慮するといっ

チェックリストの使い方

待です。

の平均 値となります。全 体の 傾向としては、4 章の［指揮・統

た部分のスコアは全体的に数値が低くなっています。印象として

リストの使い方としては、手元に用意したマニュアル等に要求

その評価対象として、実際にデータが集まったのは 12 組織で

制］のスコア（Command and control）が比較的高いことが

は、システムはつくったけれども、それを実行する人的要因は精

事項に該当する内容が記されていたら○。なかったら × とチェッ

した。実際はもう少し多くの組織から集まったのですが、
一部デー

わかります。当初は、5 章プロセス「活動情報」
（Operational

神論任せ的なところがあるのではないかと考えています。また、

クしていきます。

タ的に充分な確認がとれないところがありましたので、そうした

information）のほうが、6 章［協力および連携］
（Cooperation

人的要因に関して ISO22320 の原本で記されているのは、文化

組織は外しています。

and coordination）よりも高くなるのではないかと予想していた

とか宗教的なこととか社会的背景など、日本ではあまり大きな問

のですが、実際には 6 章［協力および連携］のほうが若干高いと

題として取り上げられない分野であることも関係していると考えら

いう結果になりました。

れます。日本は多民族国家ではありませんから、そうしたことに

① チェックに先立ち、自組織の防災・危機管理に関する資料

実際に集まった 12 組織は下記のとおりです。一般企業 4 組織

類（マニュアル・防災計画など）を手元に用意する。

は、一般社団法人レジリエンス協会の協力を得て参加してくださっ

る記載が①で用意した資料類に含まれているかを確認。含

害対策室。病院 4 組織は、ここに集まっていただいた皆様にご

料名と章番号程度で可）。

計画を読み込んでいただいて実施したデータとなります。

② 各項目を読みチェックを進めながら、該当する内容に関す

た企業です。ライフライン企業 3 組織は、弊社グループ企業の災

まれていた場合は具体的な個所を根拠資料欄に記載する（資

協力いただきました。そして自治体の 1 組織は、学生に地域防災

③ 根拠資料欄に記載できるものがあった場合はチェック欄に

○、そうでない場合は×を入力する。判定欄の○×は自動付

与される。ただし、箇条書き項目の場合はすべてのチェッ

1
2
3
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ISO 項番
4.1
4.1
4.2.1

表題

•一

般

企

業 : 4 組織 (C1-C4)

•ライフライン企業 : 3 組織 (L1-L3)

項目

チェック
○

長期的に地域社会との共存・共栄の関係を構築・維
持している。

○

危機事象が発生した際には速やかに体制を立上げ
指揮・統制システム一般 （対策本部を設置し）、必要なプロセスを開始し、リー
ダを明確にしている。

×

指揮・統制一般

チェックリストの結果評価

これら 12 組 織の評 価結果をひとつのチャートに落とし込む

根拠資料等
防火・防災マニュ
ア ル 2-1 セ ン タ
の体制
防火・防災マニュ
ア ル 2-3 行 動 フ
ロー

• 評価傾向……12 組織のデータを見比べて傾向を分析しますと、

○
×

で災害対応マニュアルや防災計画などが、一定のレベルで構築さ
れていることを意味していると思われます。リソース（Command
and control resources）に関しても、多くの組織ではそれなり
にできているという結果となっています。

み取れました。

たとえばもっとも大きな三角形を描いている L3 のデータは、6 章

• 指揮・統制の評価傾向……［活動状況］については、下図のよ

うな結果となりました。このデータからもある傾向を読み取ること

本当にそうなのかどうか、現実的に体制が整っていて自信がある

ができます。まずひとつ言えるのは、情報収集（Collection）に

のか、もしくは過信・過大な自己評価なのか。それぞれの組織に

関してはポジティブな結果となり、比較的スコアが高い。どこの

充分なヒアリングができているわけではないので、これから調査

組織も、情報収集に関しては力を入れていることがうかがえます。

していく必要がありますが、こうした結果の差異は、今後しっかり

実際に情報が集まってくるかどうかは別として、集めようとする姿

と検証していく必要があると思いました。

勢はあるということです。

• 指揮・統制の評価傾向……［指揮・統制］に関するスコアに注

報の分析および作成（Analysis and production）や評 価およ

目してみますと、各組織によって大きく傾向が分かれました。下図

びフィードバック（Evaluation and feedback）あたりになります

のピンク色で囲っている部分（Command and control system:

が、それらのスコアが低くなっています。つまり、せっかく集めた

general）
（Command and control resources）がポジティブ

情報を分析や評価に生かし切れていないというのが、現状ではな

なところ。一方、紫色で囲っている部分（Human factors）の部

いかと思われます。それは実際の行動だけではなく、マニュアル

分がネガティブなところとなります。

や計画上にも充分に反映されていないことが予想されます。

そうした情報を集めて以降、それをどうするかというところが情

判定
○

織が満点に近い点数をつけてきたということです。これは各組織

対する問題意識が低い。こうしたことが、全体的な傾向として読

［協力および連携］が満点の部分を示していますが、
［協力および

［対象となった 12 組織］

危機対応にあたる組織・要員には必要な権限や資源
を用意している。

指揮・統制一般

院 : 4 組織 (H1-H4)

• 自治体 :1 組織 (G1)

連携］に関しては自信満々だということです。しかしこれが実際

クが○にならないと判定欄は○にならない。

ID

•病

興味深いのは、指揮統制のシステムに関しては、ほとんどの組
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評価結果（全体）

評価結果（指揮・統制）

評価結果（活動情報）

・協力および連携の評価傾向……［協力および連携］の評価の

が、個人依存としての結果が現れることになれば、組織のレジリ

したうえで運用を続けるというのもひとつの方針ですが、低かった

エンス評価を行なう上で信頼性に大きな問題となります。

ときに何が問題か。点数を上げるメリットにどのようなことがある

傾向ですが、これは組織間の差異が大きすぎて、特定の傾向を
見て取ることはできませんでした。ライフライン企業の分は著しく

今回検証に協力してくださったのは、災害対策室がある組織で、

か。点数が低いことのメリットは何かを具体的に示す必要があり、

点数が高いのですが、そうでないところは極端に点数が低いと両

そこに所属している主要メンバーに回答いただいたケースがほとん

これをうまく伝える方法を見つけられればとも考えています。こう

極端です。チェックする組織や担当者の捉え方、レベル感のばら

どです。別の部署の担当者が回答してくれた組織でも、傾向とし

した提案がないと、点数をアップするためのモチベーションも上

つきが大きく、充分な評価の対象にはなりませんでした。これが

ては危機管理に対する意識の高い方が窓口となっています。
チェッ

がりませんし、上げるとしてもそれに対応する効果が、どれだけ

ライフライン企業とそうでないところの差異なのか、それともチェッ

クリストの検証は、そのポジションにある人の立場や考え方に強

あるのか、もう少し具体的に示せるような観点でのブラッシュアッ

クした人の意識や位置づけの差異なのか、今回の調査では分析

く依存するところあると思われます。人によって結果にばらつきが

プが必要だろうと考えています。

しきれていません。また、
［協力および連携］といっても、対象と

出るのを極力減らし、再現性をできるだけとれるようなかたちにし

なる組織がたくさんありますので、ある組織とは連携できている

ていく必要があると考えています。

このたびは皆様のご協力、本当にありがとうございました。ま
ず今回は、チェックしてもらえるレベルの試案を作成して、皆様に
お願いすることになりました。ただ、これを一般に広めていくため

けれども、他の組織とはできていないということもあり、そうした

3. の指摘にも通じるのですが、チェックする人が、災害をどの

場合、どこまでやれば連携できていると判断することが難しいと

ようなイメージで捉えているかも考えなければなりません。たとえ

いう意見もありました。

ば自治体であれば、自然災害をもっとも懸念するでしょうし、企

危機管理に対して高い意識をもっている皆様のような方々でし

業であればテロであるとか大事故であるとか、また別の災害をイ

たらともかく、そうでない一般の人たちに広くあまねく使ってもら

まとめ

メージするかもしれません。

えるレベルにはまだなっていないと思います。しかし今回の試作

4. の指摘ですが、今回レーダーチャートで視覚化できるよう

チェックリストを作成して実際に評価していただいたところ、ばら

たコメントとしては、次のようなものがありました。

したのですが、そもそも満点を取るためのチェックリストなのか

つきはあるものの、現状の日本の組織のレジリエンスの傾向とい

という誤解を生じさせる可能性について指摘がありました。ISO

うものが、ある程度見えてきたようにも感じています。

今回の試作チェックリストで検証していただいた際、いただい

には、まだまだ精査が必要です。

22320 自体は、自分たちの組織で不足しているもの、必要なも

ここまでの分析結果と、皆様からのご指摘、この分科会で提

ないとチェックが難しい。サンプルや具体例がほしい。

のを採用すればいいというのが基本的な考え方で、それを理解

案されたことなどを踏まえて、実際に使えるレベルまでのものにブ

2. チェック結果の再現性が疑問。チェックする人の立場や主観

したうえで運用している限りは、満点でなくても問題ないと捉えて

ラッシュアップしていきます。レジリエンス協会の黄野吉博さんら

が入ってしまうため、人によって結果が異なってくる。

います。ただ、こうしたチャートにしてしまうと、満点を目指さな

とも定期的にディスカッションしながら、整備を進めているところ

3.（本来はマルチハザードを意図しているが）

自然災害をイメー

ければならないと思う組織も出てくるかもしれません。そのことで、

です。できれば年度内にはそれなりのかたちに整えた簡易版チェッ

ジするか、テロ等をイメージするかでもチェック結果が違っ

本質ではないところに余計な労力を注ぐということにもなりかねま

クリストの改良版を提案し、普及後の認証制度整備も見据えた

てくるのではないか。

せん。弱みは弱みとして認識したうえで、どこに注力すべきか考

詳細版チェックリストも検討していきたいと考えております。

4. 点数を上げるモチベーションが必要。現状 0 点だったとして

えながら運用していくのは問題ないと思いますが、単に満点をと

もそれが悪いのか、満点を目指すべきなのかもわからない。

るための活動になってしまうと本末転倒となります。

1. の指摘については、こうした課題を解決していけば、広く活

当に良かったのかどうか。ここは検討の余地があります。結果を

1. 用語が非常に抽象的（ISO 色が強く残っている）で、解説が

そういう意味では、レーダーチャートで視覚化することが、本

用できるチェックリストをつくっていくことができるのではないかと

受けて私たちも議論を重ねてきましたが、そのなかの意見として、

思います。チェックリストそのものは、全体の傾向を把握するため

要求項目のあるなしでなく、理想（自組織のありたい姿）と現実

にも共通のものをつくっておく必要がありますが、各専門分野に

の相対評価する方法がないかというものがありました。確かに、

ついては、それを基本としてそれぞれサンプルをつくり、業界ごと

そうしたほうがモチベーションもわきやすいかもしれません。自分

のチェックリストを整えていけばいいと思っています。

の組織としては、ここまでのレベルに達したいが、現実としてここ

2. の指摘は大きな問題で、チェックする人によって点数が高く
なったり低くなったりという結果が出てくるのではないかという懸
念です。組織依存としての傾向が現れるものであればいいのです
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評価結果（協力および連携）

までしかできていない。そのためには何が必要かを引き出せるし
くみをつくることができれば理想です。
また、スコアが低かった場合の問題点として、低いことを理解

『世界に通じる危機対応―
ISO22320:2011(JIS Q22320:2013) 社会
セキュリティ ‐ 緊急事態管理 ‐ 危機対応に
関する要求事項解説』
著者：林 春男 ・ 危機対応標準化研究会
出版 : 日本規格協会 (2014/05)
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命を守る活動と事業を守る活動
── RTE と RTO ──

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

所有と経営の分離化が図られ、医療運営に集中できることがメリッ

した経緯があり、おそらく今後も読みやすい日本語にすることは難し

トだと政府は謳っています。リート化によって資金を調達し、病院

いかと思われます。
日本の法律は、明治以降の法律と整合性をとるというのが大前

独で被災地に入っても、自分たちだけでは安全管理ができないので

関のリート化導入は、政府で閣議決定され、国土交通省、厚生

提になっている。過去の法律のしばりがある。アメリカやイギリスは、

すが、とりあえず現場に行けということになっている。東日本大震災

労働省、金融庁の合同検討会を経て、2015 年 3 月末にガイドラ

新しい法律を優先するという一言があります。もしバッティングする

でも、病院機能が失われ、医療従事者自らが被災者となりながら

インが策定されることになっています。資金の調達先としては、年

ような事案が出た場合は、新しい法律が優先されるのですが。

診療を続けていました。医療者自身が被災者になることもありうる

金基金や社会保険ファンド、また海外からの融資も考えているよう

秋冨：原本の内容と大きくぶれない範囲であれば、ISO を解釈す

のに、そのための準備が何もなされていない。医療関係者はきわめ

です。
厚生労働省の前の大臣、田村憲久氏は、DPC（包括医療費支

ついて制約はない。だからまず、私たちで ISO 22320 の解説本を

黄野 吉博

払い制度）に関して、医療機関群、機能評価の方法を調査・検証し、

まず出して、それがスタンダードとして認められる流れをつくるしか

診療報酬の算定方法や病院の療養に必要な費用額の算定方法を

方法はないように思います。

るためのガイドブックをつくることは可能ではないですか。解説本に

の機能評価のガイドラインはある程度かたちになりつつあるのです
が、経営評価の示準が実はありません。そこで医療機関の経営評

て弱い立場にあります。
命を守る活動と事業を守る活動

黄野：
［BCP の目的］には、命を守る活動と事業を守る活動のふ

たつがあります。下記は企業を対象としたものです。

改正し、2013 年 4 月から適用されました。こうした経緯で、病院
RTE（復旧推定時間）と RTO（復旧標準時間）

黄野：ISO 22320 の本題に入ります。ISO 22320 について、本

価のガイドラインをつくろうということになり、ハード面に関してはファ

日はふたつのことをご理解いただければと思い、レジュメを用意して

講演をお願いします。黄野先生はレジリエンス協会の理事として、

シリティマネジメント協会が動き、ソフト面に関しては私たちレジリエ

きました。それは RTE（復旧推定時間）と RTO（復旧目標時間）

地域社会と組織のレジリエンスの状況を総合的に評価する手法の

ンス協会が、ISO をふまえた病院経営について情報を提供すること

というものです。RTO は広く知られておりますが、RTE のことはあ

開発や普及活動を展開しています。民間企業の経営者に対して

になっているのですが、内閣改造で大臣が変わってしまい、先行き

まり知られていません。しかし、経営資源の RTE がそろわなけれ

秋冨：続いて、一般社団法人レジリエンス協会の黄野吉博先生に

秋冨：そのことがまさに問題になっています。たとえば DMAT が単

の建て替えや免震などの費用にあてようという考え方です。医療機

講演［6］

一般社団法人レジリエンス協会

院にあるのかどうか。それがよくわかりません。

［災害のパターン］

① ベクトルが重なる場合：地震、水害、火災、土砂災害など

② まったく関係がない場合：ICT 障害、情報漏洩、サプライ
チェーン中断など

③ 相反する場合：感染症、一部の事故・事件関係など

ISO 22320 と BCP をふまえた危機管理のレクチャーなども行なっ

が不透明になっております。この事案もまた、
きれいさっぱりなくなっ

ば、企業なり拠点なりの RTO は設定できませんし、実現もしません。

ていますので、本日は、いま企業で進められている危機対応の評価

てしまうのでしょうか。いずれにしても、今現在、医療関係ではこう

すべての災害について、ひとつの RTO を設定するケースもあります

①は、地震・水害・火災・土砂災害・火山噴火・竜巻などに

と併せて、医療事業に求められる体制について説明していただきま

した動きがあります。

けれども、ここでは災害とレベルごとに RTO を設定することを前提

対する事案。②は、テロ・役員誘拐・窃盗・社内暴力・粉飾決算・

に、お話を進めてまいります。

ICT 障害、情報漏洩、サイバーテロ・サプライチェーン（港湾・空港・

す。専門的な話題も出てくると思いますので、途中、質問や提案な
どがありましたら、随時ご発言ください。

そしてもうひとつの資料が、私たちレジリエンス協会が進めている
ワーキンググループの構成案です。建造物・災害・物流といったグ

私は、電子器機メーカーに務めておりましたが、目下、中堅以

倉庫・輸送等も含む）障害に対する事案。①と②が複合する場合

ループがあるなかで、
【4】としてレジリエンスと企業評価するため

上の民間企業に BCP（Business Continuity Plan）を普及させ

現在、病院が抱えている問題

のワーキンググループがあります。私たちは、一般企業を対象に、

ることを目指してセミナーを開設しています。初級・中級・上級と

BCP を担当する防災や総務関係者が対応に悩むのが、②の命

ISO 22320 と BCP について説明しながら、初級・中級・上級と

クラス分けしているのは、学ぶべき内容が多岐にわたり一度にレク

を守る活動と事業を守る活動にまったく関係がないケースと、③の

ず始めに、皆さんのお手元にお配りしている資料についてご説明し

クラスを分けて、レジリエンスと企業評価についてレクチャーを行

チャーすることが難しいから。初級クラスでは主に、命を守る関係

相反するケースです。一般の民間企業であれば、① の災害は「命

ます。3 種類の資料がありますが、ひとつめはレジリエンスジャパン

なっています。

を扱う。要するに安全基準や安否確認に関わること。中級クラスで

を守ること＝事業を守ること」となる。しかし、②のように事業に影

は事業を守ることに関して。上級クラスでは主に、他組織との連携

響する ICT 障害や情報漏洩、サプライチェーン中断などが起こりう

やサプライチェーンについて取り扱います。RTE については中級ク

る。また、③のように感染症やテロなど、相反する災害が起きた場

ラスで説明しますが、RTO については上級クラスで説明します。上

合、どのように対処するかを考えておかなければなりません。

黄野吉博：一般社団法人レジリエンス協会の黄野と申します。ま

推進協議会の資料です。レジリエンスに関する国民運動を推進する
という名目で 2014 年 7 月に設立した協議会です。資料はその協
議会の役員と幹事団体のリストですが、その役員のなかには医療関

必要なガイドラインとは何か

ガイドラインをつくるためには、あらゆる業種に適用可能な普遍

係の方がほとんどいらっしゃいません。幹事団体には、私たちレジ

的な内容にしなくてはならないわけですが、本日、発表された皆さ

級になりますと個別事例になりますから、全体でのセミナーは行な

リエンス協会も加わっておりますけれども、このなかにも保健・医

んからもご指摘があったように、ISO 22320 の原本の内容をガイド

いません。

療関係の団体は含まれておりません。2013 年、内閣府の国土強

ラインに落とし込もうとすると、これが非常に難解でわかりづらい。

靱化基本法成立を受けて、国土強靱化委員会が設置されました

これを読みやすくしようと、レジリエンス協会の会長・林春男先

が、レジリエンスジャパン推進協議会はそれを母体とした民間側の

生を中心に皆で試みています。ただ、ここにひとつ問題がある。政

グループです。これが今後どのように発展していくのか。かけ声だ

府や経済産業省は、ISO 22320 を読みやすくすることには大賛成

けで終わってしまうのか。発足したばかりですのでまだよくわかりま

と言うのですが、そこで用いる用語については、明治以降の日本の

せんが、盛会になることを願っています。
ふたつめの資料について。東日本大震災では、被災 3 県 33 病
院のうち 10 の災害拠点病院で、耐震化の不十分性が指摘されま
した。医療提供に支障をきたしたことから、病院の建て替えや免震

法律で用いられている用語に抵触しないようにすること。もしこれま
での用語と異なる翻訳を採用する場合は、その理由を示すようにと
言ってきています。
しかし実際のところ、過去の法律をすべてチェックするというのは

もあります。

たとえば感染症の場合、企業であれば従業員全員を休ませるこ
とが拡大を防ぐもっとも最適な方法ですが、これをすべての企業が
やってしまいますと、インフラは止まり、交通機関も動かなくなって

［BCP の目的］

① 災害・事故・事件から従業員と関係者の命を守る
② 災害・事故・事件から企業の事業を守る

［BCP のクラス分け］

BCP の初級：主に①の命を守る関係を取り扱う。

BCP の中級：主に②の事業を守る関係の概要を取り扱う。

BCP の上級：主に RTO（目標復旧時間）、サプライチェーンと、

しまいます。ことが起きても、ビジネスを続けなければならない場合
があります。極端な話、命の危険を冒しても、機能を維持するとい
うケースもありえます。では、病院の場合はどうなのかという問題。
エボラ出血熱もそうですね。院内感染を防ぐためには、その源に近
づかないのが一番いいのですが、しかしそれだと病院の機能を維
持できません。
このあたりの判断が、
どのようにされているのか。私は、
いまだよく把握できずにおります。

化など、施設面の改善が急がれているわけですが、皆さんもご存じ

容易ではありません。林先生も途中で諦めました。法律に抵触しな

のとおり、これがうまく進んでおりません。これに対して安倍政権は、

いようにするためには、レジリエンスとか BCP とか、新しいカタカ

医療機関のリート化を打ち出しています。つまり、病院の資産を東

ナ用語を用いるほかない。そういうこともあって、相変わらず読みに

これらの内容はメーカーを対象としたものですが、病院の場合、

京証券取引所リート市場に上場するということ。そこには病院資産

くいということになっています。政府としては、法律に抵触していな

現状がどのようになっているのでしょうか。［BCP の目的］の ①は、

のふたつが必要になってきます。命を守る対策本部の活動は、地

を既存の上場リートに売却することも含まれます。

ければ、にこにこしていますけれど、読む側としてはカタカナばかり

病院の関係者の命を守るということになります。目的②は、病院機

震や火災の発災直後から始まりますが、事業を守る対策本部の活

でさっぱりわかりません。ISO 22320 原本の翻訳に関しては、こう

能を維持するということになるわけですが、こういう概念が、今の病

動は、前者がある程度めどが立ってから始まります。ただ、大規模

リート化することで、低いリスクで大きな資金を調達できる。また

354

他社・他組織との連携を取り扱う。

命を守る対策本部と事業を守る対策本部

命を災害から守る活動と、事業を守る活動があるということから、

災害対策本部にも「命を守る対策本部」と「事業を守る対策本部」
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な組織で活動拠点が複数ある場合は、被災した拠点とは別な拠点
で、事業を守る対策本部の活動をスタートすることもあるでしょう。
一般企業の場合、震度 5 強の地震が発生したら、命を守る対
策本部は発災から約 6 時間までは、自社のことだけに専念すれば
いい。自社の従業員を守るための活動だけをやるということです。
命を守る活動ができたら、本部の活動を立ち上げ、その次に事業
に関わる活動が始まります。たとえば震度 6 強の地震であれば、3
〜 4 日はビジネスをストップして、従業員の命を守ることに対応すれ
ばいい。しかし、病院ではこうはいきません。このあたり、病院の
運営者はどのように認識しているのでしょうか。

命を守る対策本部
事業を守る対策本部

震度 5 強

発災〜約 6 時間

震度 6 弱

発災〜約 24 時間

震度 6 強

発災〜約 72 時間

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

黄野：今は消防署も、二次災害のおそれがある場合は救助には向

かないと、本来の医療活動は実現できないと思うのです。

を維持するのか。そのこともあいまいになっている。おそらくあいま

秋冨：医療従事者は、患者を救護すること、助けを求めに来た人

いなまま、さまざまな犠牲のうえに医療活動を行なっている可能性

救援しなければならないことになっています。このことについて、こ

たちを救うという思いが強いので、たとえ事象のモノサシが決まっ

があります。しかしこれが普通だと思っているとしたら、それは大変

れまできちんと議論されてきたことがない。真剣に考えなくてはいけ

たからといって、そのとおりにするかどうかはわかりませんけれども、

まずい状況だと思います。そういう意味でも、企業は今、こういう

ません。

少なくとも事前にこうしたことを示すことは一案だと思います。

かたちで災害に対応しているから、病院も同じような対応を考えて

かわないでしょう。ところが医療だけは、どんな事態になろうと救護

金融機関では、レベル 5（震度 7）で業務が停止したとしてもク
レームはきません。レベル 4（震度 6）以上の事象は免責。不可

いると示す必要があるのではないかと思います。
命の活動と事業の活動の比較

ると、レベル 3（震度 5）までは、損害賠償対象になります。病院

とお話ししました。企業で必要となるであろうそれぞれの活動をまと

黄野：BCP には命を守る活動と事業を守る活動とのふたつがある

災害時に顧客が困ること

でも震度 5 強の地震で、医療過誤や医療ミスが発生し訴えられた

めると下図のようになります。

場合、ユーザーが困るのは、①被災企業と連絡が取れなくなること。

抗力とされるからです。ただ、これまでの地裁や高裁の判例からす

被災時に顧客が困ることは何か。企業が地震や水害で被災した

ら裁判で負けるかもしれません。このように、民間企業では、震度

命を守る活動・事業を守る活動に対応する部分に○印をつけま

②商品や部材の納期が送れること。③商品・部材の品質が低下す

5・震度 6 の災害で、ひとつの線引きがあります。大学でも震度 5

した。一覧を見ると○印が一致しないところがある。地色をつけて

ることの 3 点が考えられます。この 3 点をカバーすれば、マーケッ

強でケガ人が出たら大学の責任になります。こうした災害のレベル

部分です。本日、皆さんにお伝えしたいのは、ここに並ぶ 13 〜 17

トを他社に奪われることなく事業を維持できます。そのためにはどの

による対応の線引きは、病院にもあって然るべきだと思うのですが。

項目について。13. 再入場手順、14. 被害想定（人物）、15. 被

ようなことをすればいいかを、企業の BCP 担当者は考えるわけです。

事象のレベルと事象のモノサシ

秋冨：今の医療機関にはそうした規定はありません。東日本大震

害想定（他の経営資源）、16. 被害の確認（人命）、17. 被害の

では病院が被災した場合、市民が困ることは何か。病院と連絡

確認（他の経営資源）です。この部分を、命を守る活動で行なう

が取れなくなることは当然ですが、医療行為そのものが受けられな

約 6 時間後から

約 24 時間後から

約 72 時間後から

災害にはレベルがあります。下図は JIS Q22320 から作成した

災では、おそらく福島県もレベル 5 以上の災害だったと思います。

事象のレベルを図式化したものですが、ニアミスやヒヤリハットなど

それでも医療を放棄すると非難の対象となってしまう。岩手県でも、

か、あるいは事業を守る活動で行なうかが、やはりあいまいのまま

くなることがもっとも大きい。そのほかにもいろいろあると思います。

日常で起こるちょっとした事象から、中程度の事件・事故・クライ

津波が来ているのに避難せずに一所懸命搬出しようとして多くの人

だと思われます。

たとえば、下図の一覧 13. 再入場手順について。これは私が考え

シス、巨大災害など、事象のレベルが異なります。ここでいう事象

が亡くなっています。レベル 5 の事象であれば、まずは自分の安全

企業がこうした事業を運営するときは、それぞれに本部がおか

とは、自然災害・事故・事件の総称です。

確保のために避難しなくてはいけなかった。このことに関しては、ど

れ、活動内容にもある程度の決まりがあります。この一覧に示され

驚くべきことに、このレベル分けには標準的な決まりがありません。

ることで、現場の皆さんからすれば役に立たないかもしれませんが、
ご参考までにお聞きください。

う考えたらいいのか私もずっとジレンマがありました。黄野先生が

ている人命とは、会社の職員のこと。病院でしたら、医師や看護師、

このこと自体も問題なのですが、実は BCP でも ISO 22320 でもレ

提案する事象のモノサシは、ひとつの判断材料になると思います。

関係職員にあたります。人命を守ることは、病院の機能を守ること

れるようになりますが、再入場する前に建屋が安全か否かを確認す

ベル 5 の事象は対象外とされています。レベル 5 では、経営資源

と同義だと思いますが、何度も繰り返すように、病院ではこのあた

る必要があります。火災の場合は、消防の指示に従いますが、地

がほとんど喪失し機能を維持できないため、被災拠点で事業を守

黄野：この線引きに関しては、実際に裁判になって判例が出るまで

わかりませんね。おそらく最高裁まで争うことになるでしょうが。本

りの線引きもあいまいです。

震の場合は企業が独自にチェックしなければなりません。このとき、

ることはきわめて困難になる。他の拠点で継続対策を講じ事業を行

来でしたら、こうしたことをしっかり示すべきだと思います。地震に

災害が発生した際、誰がこのふたつの活動をしきり、病院機能

なうことになります。つまり企業の場合、レベル 5 の事象が発生し

限らず、火災についても世の中の評価はあいまいです。レベル 5 の

たら、最初からがんばらないということ。がんばるのはレベル 4（震

火災がどういうものか、しっかり決められていません。

度 6）までです。しかし、こうしたことを病院サイドから提言するこ
とは難しい。医療行為を放棄するのかと訴えられますからね。

企業運営の視点から災害レベルに応じた活動をモノサシとして示
しましたが、医療機関も基本対応はこれに準じて行なうということ

守川義信：医療活動を行なうためには、自分たちの安全が確保さ

を示したほうがいいいのではないか。そういう提言はできると思い

れなければなりませんが、そのために避難すべきか。あるいはその

ます。震度 5 強だったら損害賠償の対象となる。震度 6 弱であれ

場で医療活動を続けるべきかという判断。ここは本当に難しい問題

ば免責になる。こうしたことを提案して、国民に理解してもらう。予

です。医療者だけではなく、消防署員に同じことがいえると思います。

めコンセンサスをとっておく。私は病院のことはよくわかりませんし、

人を助けるために自分たちが死亡してもいいのかということです。
（市

病院からすれば斬新な提案かもしれませんが、これを明確にしてお

立奈良病院）
事象のレベル（JIS Q22320 から作成）

レベル
レベル 5: 巨大地震
ニアミス
ヒヤリハット
初動

発災の確認を明確にする

レベル 4: 災害
レベル 3: クライシス
レベル 2

緊急事態

緊急事態の終了を明確にする
時間

356

地震

火災

水害

ICT 障害

震度

鎮火までの
時間

浸水深

正常再稼働
までの時間

1

震度 3 以下

0.5m 未満

5 分未満

2

震度 4

0.5 〜 1m

5 分〜 1 時間

3

震度 5

1 〜 2m

1 〜 24 時間

4

震度 6

2 〜 5m

5

震度 7

5m 以上
事象のモノサシ

地震の揺れが収まり、また火災が鎮火した後は、建屋の中に入

地震後の再入場は、2 名以上（できれば 3 名以上）の複数で行
なうのが望ましい。

命の活動と事業の活動の比較（企業の場合）

No.

命

1

対策本部の設置

2

安全行動

3

救急救命

4

初期消火

5

安否確認 （従業員等）

6

出勤確認 （従業員等）

7

連絡 （行政関係）

8

連絡 （顧客）

9

連絡 （サプライヤ）

10

広域避難所への避難

11

備蓄品の管理と配布

12

記録の作成と運用・管理

13

再入場手順

14

被害想定 （人命）

15

被害想定 （他の経営資源）

16

被害の確認 （人命）

17

被害の確認 （他の経営資源）

18

継続計画

19

復旧計画

○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
×
○
×
○
×
×
×

事業

○
×
×
×
×
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○
×

［被災後の再入場の基準（企業）］
1. 危

険：C・D・E がひとつでもある場合または、B が複数
ある場合は「立入禁止」

2. 要注意：B がひとつでもある場合は「立入注意」とし、消
防または社長の指示を待つ

3. 安全：すべての項目が A である場合は「立入可」とする

4. 病院の場合、放射線領域、バイオハザードへの対応が必要
病院の場合でしたら、放射線領域とバイオハザードへの対応が
必要になってくるでしょう。こうしたチェック項目すべてが A でなけ
れば、再入場してはいけないとしています。B がひとつでもあったら、
経営トップの判断、もしくは行政の判断に従う。もし事故でも起き
れば、責任問題、損害賠償の問題が出てきますから。
こうした基準は公的なお墨付きをもらっているものではありません
が、現在、企業で主に取られている対応です。BCP のことをかな
り念頭において考えていると言っていいでしょう。立入禁止と立入
注意期間も想定しておいたほうがいいと思います。地震の規模に応
じて、禁止期間と注意期間を設ける。こうした建物の評価も事前に
しておく必要があります。
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被災後の再入場の基準（企業の場合）

レベル
No
1

2

3

内容

評価欄
判断基準

本社屋周辺で地割れ・ A いいえ
噴砂・液状化がみら
B 見られる
れるか？
C 多く見られる
本社屋の沈下または
建物周辺の地盤が沈
下しているか？

A いいえ

本社屋は傾斜してい
ないか？

A いいえ

C 20cm 以上沈下している
B 傾斜しているような気がする
C 明らかに傾斜している

4

駐車場の舗装が損傷
しているか？

A いいえ
C 大きく破損している

柱が損傷している
か？

B 表面が少し剥離している
C 大きな亀裂が入っている
D 鉄筋・鉄骨が見える
E 壁が崩れている

6

B 表面が少し剥離している
C 大きな亀裂が入っている
D 鉄筋・鉄骨が見える
E 壁がくずれている

7

火災は発生している
か？

A いいえ
B 不明 （煙のにおいがする）
C 煙が漂っている
D 炎が見える

8

9

ガスボンベは転倒し
ているか？

A いいえ

壊れた車両からガソ
リンが漏洩している
か？

A いいえ

と思われますし、専門的な医療資材も相当数になることでしょう。

たとえば橋であるとか液状化現象が発生しやすい場所とか、あるい

こうした医療設備や医療資材のチェックも欠かせません。そのチェッ

は土砂災害が予測される場所とか。今回、ここでお示ししているの

とをファシリティマネジメントでチェックしたほうがいいと思います。

クも具体的に、地震の場合、津波の場合と想定し、評価しておく

は、企業ではこうしたことを対象に被害想定を出しているというデー

必要があります。さらに資材。材料・部品のチェックです。メーカー

タですので、病院でも応用して使えるものがあれば、ぜひご利用く

しています。震度 6 強の地震であれば、通勤距離が 10 キロ未満

の場合は、こうしたこともチェックしています。

ださい。次ページ下図は、経営資源全体の被害想定をまとめるた

の従業員は全員出社できますが、これが遠くなるのに従って出勤困

堀内：医療に必要とされる資材は、ざっと 3000 以上と考えられて

めの一覧です。震度によって、建物・管理業務・ICT・空調設備

難者が増えていきます。病院の場合は、業種ごとに帰宅・出勤困

います。

難度を把握する必要があると思います。民間企業の場合は、出社

黄野：そんなにあるのですか。そうであればなおのこと、事前に確

できる人員でいくつかの業務に対応することも可能かもしれません

の対応を考えるのですが、病院であれば、治療中の患者、入院中

歯科医師・薬剤師・看護師・助産師・理学療法士等々、みな国

の患者ということになるのでしょうか。

家資格所有者でその分野を専門とした人たちばかり。多能工はい

堀内：たとえば護送搬送・独歩可能な患者、寝たきりの患者、人

C 転倒している

A棟
B棟

立入
禁止期間
注意期間
禁止期間
注意期間

震度 5 強
0日
0日
0日
1日

震度 5 弱
0日
2日
0日
3日

震度 6 強
0日
5日
2日
12 日

ことにあります。財務に特化すれば、① 被災後もすぐに使える経

営資源をなるべく低コストで増やすこと。② 被災後に経営資源をな

県立病院や市立病院など、公立病院は単式で財務管理しています。

動を、復旧計画で実施するか、あるいは予防対策で実施すべきか

予算を割こうとしない。つまり、医療機関を運営する側も医療業界

複式のチェック方式ではありません。設備に対する減価償却の概念

を判断しなければならないということです。一般的に軽微な損傷
（人

全体としても、現状把握ができていない。自分たちが今どれくらい

があまりないのでしょうか。このあたりは、私よくわかりません。病

的には最大で軽傷程度、物的には 1 時間程度で修理が可能な程

危うい状況にあるかを理解していないと思います。

院の場合は、おそらくやっておられると思いますが、想定増加患者

度）には復旧計画のほうが効率的。ただ、大きな損傷を復旧計画

した必要性が認識すらされていない。だから、こうしたことに対して

るべく低コストで短い時間に使えるようにすることと言えるでしょう。
しかし、ここに注意点がありまして、それは①と②それぞれの活

数を把握する必要があります。災害が発生した場合、病院にどれ

で対処しようすると極めて難しい。大きな負荷がかかります。これは

ると思いますが、医療行為はすべてのスタッフがそろっていることを

だけの人が来院・訪問するのか。次ページ下図はトリアージの順

予防対策で対応しなければなりません。つまり、建物の建て替えな

前提としています。医療活動は、医師だけでも看護師だけでも機能

位を参考につくりました。ここでいう来院は、通院していた患者数。

どは、予防対策でやっておかなければならないということです。

しない。各業務担当者がいなければ、現場の医療行為は実現しま

訪問は、入院患者のところへやってくる人数の想定です。震度 5 強

もうひとつの注意点は、予防対策が完全に実施されるまでの間

せん。今まさに、こうしたことを本部に訴えて、検証してもらってい

であればどれくらい増えるのか。震度 6 弱ではどれくらいかを予め

は、復旧計画でそれを補い続ける必要があるということ。予防対策

るところです。
（横浜市立市民病院）

想定しておく。私の考えでは、おそらく震度 6 弱の地震のときが一

が弱いところは、復旧計画にしわ寄せがきます。要するに、すでに

黄野：だとしたらなおさら、業種ごとの帰宅および出勤困難度を把

番増えると思います。震度 6 強になると交通網が寸断されて、病院

免震機能を備えた病院は、復旧計画も比較的楽に進めることがで

握しておく必要がありますね。災害が発生した場合、どれくらいの

へのアクセスが途絶する可能性が高いですから。震度 7 以上では、

きますが、免震も制震も耐震もない病院は、復旧計画に過剰な負

職員が出勤できるか。あるいは帰宅できなくなるかを確認しておか

すべての機能がストップしますので対象外としています。

担がかかるということ。予防対策としてやるか、回復までの間、当面、

なければなりません。外部インフラ、内部インフラの状況をチェック

高橋宗康：このときの交通網の途絶というのは、どのようなことを

復旧計画で対応するか──時系列で対応すべき予防対策・緊急

想定しているのでしょうか。流通網のことか。それとも交通手段のこ

項目が記されていませんが、これはもうその時点でビジネスが機能

とですか。

しないという想定だからです。目標復旧時間（RTO）の設定と確認、

黄野：交通のインフラのことです。病院への道路とか近隣の幹線道

事態対策・復旧計画・継続計画を一つひとつ洗い出していきます。
また RTE（復旧推定時間）が長いことも要注意ですし、想定被
内部インフラの被害想定

路などを区分けして、病院にアクセスするため交通のインフラについ
経営資源

て洗い出しが必要だということです。これはけっこうたいへんな作業
建物

立入禁止と立入注意期間の想定（企業の場合）

建屋
（A 棟）
階数と
最大揺れ幅

通勤距離と
帰宅・出勤
困難者
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やすこと。② 被災後に経営資源を短い時間で使えるようにする

黄野：資金関係、財務関係もチェックしておかなければなりません。

立入禁止と立入注意期間の想定（企業の場合）

建物

黄野：復旧計画の目的は、① 被災後もすぐ使える経営資源を増

その詳細な情報を把握しておく必要があります。

とも呼ばれますが、これも重要です。

C 漏洩している

復旧計画の目的

秋冨：これを総合的にマネジメントする人が必要なのですが、そう

サプライチェーンの確認。近隣他社との連携、
復旧想定時間（RTE）

B 不明

工呼吸器をつけている患者など、さまざまなランクがありますから、

などで、どれくらい被害金額がでるかを洗い出すものです。

ファシリティマネジメントするのか。そのあたりも不透明です。

しておくことは、医療機関として当然求められることです。震度 7 の

B 不明

認しておく必要があります。メーカーの場合は、完成品と仕掛品と

が、病院の場合は、専門業務を代行できる人材がいません。医師・

堀内義仁：こうしたデータの抽出は、どの病院でも一応はやってい

A いいえ
壁が損傷している
か？

また想定被害も予め考慮しておいたほうがいい。建物も、階数に

だと思います。アクセスの途中には、危険なところが必ずあります。

よって被害が異なり、たとえば地下はさほど揺れません。こうしたこ

ません。医療従事者だけでなく、災害が発生した際に誰が運営を

B 傾少し破損している
A いいえ

5

おそらく病院の場合は、必要不可欠な内部インフラが数多くある

被害をどのように想定するか

東京都は、通勤距離と帰宅・出勤困難者数を下図のように想定

B 10cm 以上沈下している

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

項目

震度 5 強

震度 6 弱

震度 6 強

5階

7cm

35cm

70cm

4階
3階
2階
1階
地下 1 階
10km 未満
10 〜 12km 未満
12 〜 14km 未満
14 〜 16km 未満
16 〜 18km 未満
18km 以上

6cm
5cm
4cm
3cm
2cm
0 人 /20 人
0 人 /20 人
0 人 /20 人
0 人 /20 人
1 人 /20 人
2 人 /20 人

30cm
25cm
20cm
15cm
10cm
0 人 /20 人
2 人 /20 人
4 人 /20 人
6 人 /20 人
8 人 /20 人
10 人 /20 人

60cm
50cm
40cm
30cm
20cm
0 人 /20 人
4 人 /20 人
8 人 /20 人
12 人 /20 人
16 人 /20 人
20 人 /20 人

外部インフラの被害想定

項目

外部
インフラ

電力
固定電話
都市ガス
水道
下水道
アクセス道路
近隣の幹線道路
契約ガススタンド
契約金融機関

管理業務

復旧までの推定時間（RTE）
震度 5 強 震度 6 弱 震度 6 強
0日
0日
1日
0日
0日
0日
0日
1日
0日

2日
1日
7日
2日
7日
5日
2日
4日
1日

5日
7日
28 日
14 日
35 日
14 日
5日
10 日
3日

内部
インフラ ICT

空調設備

各階
駐車場
電力系
総務業務系
経理業務系
清掃関係
警備関係
CAD システム
サーバー
LAN
PC・端末
各種ソフト及びデータ
冷暖房設備
クリーンルーム（3F）
クリーンルーム（4F）
薬品保管庫
冷蔵・冷凍庫

復旧推定時間（RTE）
震度 5 強 震度 6 弱 震度 6 強
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害金額が高くなるところも要注意です。検証によって、これらのデー
タが抽出された場合は、復旧計画ではなく予防対策の段階で対処

●

各対策の名称

RTE と RTE 2

ここからが、ようやくRTE（復旧推定時間）と RTO（復旧目標

するほうが望ましい。たとえばサーバーなどが水没すると被害金額

時間）に関わる説明になります。先ほど簡単に RTE のことを説明

が大きくなるので、予め防水環境を整えたり、ダブルサーバーにし

しましたが、実は RTE には、RTE と RTE 2 のふたつがあります。

ておくといったことです。

RTE は平時に推定した復旧時間。つまり平時のときに洗い出した

今回、ここに示した経営資源の項目は中項目ですが、会社によっ

必要時間。一方、RTE 2 というのは、被災後に推定する復旧時間

ては、さらに細かく分類した小項目・細項目があります。それらを

です。このふたつの RTE の数値を、被災した後に見比べていくこと

徹底的に洗い出して予防対策を講じる。想定被害金額を算出して

で、被害が想定より軽微か重傷だったかが明らかになります。

高いものは、予防対策を行なう。このようにして、どんどんまわして

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

事前

発災

活動期間 活動期間

事後

予防対策

計画期間

予防対策
緊急事態対策

「RTE ＝ RET 2」になれば RTE 2 は不要ですが、必ずしもそう

いくのが本来のかたちです。指摘しても実行にうつさないというのは

はなりません。実際は、
「RTE ＜ RET 2」と RTE 2 が長くなるこ

経営者の判断ですから、私のほうからそれ以上とやかくは言いませ

とがほとんどです。この差異が大きければ大きいほど、想定外の被

んが、でもこのままでは危ないですよということは伝えます。

害が大きいということになります。RTE を短くすることはいくらでもで

復旧計画
継続計画

きます。平時にそれをリストアップするかしないかの問題ですから。
専門家と専用機材について

つまり想定外とは、RTE と RTE 2 の相関関係の問題といえます。

復旧計画には専門家と専用機材が必要になりますが、手元に専

RTO を設定しているところは、復旧計画も立てていることが一般

門家のリストと専用機材のリスト、さらにそれぞれの代替（セカンド

的ですから、被災後はその計画に則り対策を実行することになりま

被害時に比較確認できる基本台帳をつくっておきます。簿価がある

ソース）リストがあると対応がスムースです。災害を受けて破損した

す。ただし「RTE ＜ RET 2」となった場合、そこから改めて対策

ものは管理されていますが、簿価がゼロのものにも使っている設備・

今回はメーカーが実践している RTE と RTE 2 のリストをあげな

ものを直すときには、サプライヤや機材が必要になりますが、それ

を検討し始めなければなりません。想定外を減らすためには、平

工具がありますので、それも台帳に含めます。同様に、内部インフ

がら説明いたしましたが、これを医療機関の運営にも取り入れて、

をある程度把握しておくことも大事。メーカーの多くが、外注に一

時から RTE を長めに設定して、対策を講じておくほうが得策といえ

ラに関しても RTE と RTE 2 を検証します。下図は、モデル企業の

効果的な危機管理体制の構築につなげていくことができればと考え

任しているケースがほとんどだと思いますので、外注先をチェックし

ます。そのことによって想定外も減ります。ベストなのは「RTE ＞

外部インフラと内部インフラです。

ております。

ておく必要があります。外注先が優先して対応してくれるとは限りま

RET 2」というかたち。RTE 2 が RET よりも短いこと。想定外が

長年にわたり使われ、修正が加えられている製造装置や工具な

せん。そうした場合、外注先との契約に、①災害時には確実に保

ないことがベストです。しかし、まずそうしたことはないと思います。

どは要注意資源として把握しておきます。 減価償却は終わってい

守サービスを受けられる。②災害時は優先的にサービスを受けら

事前に RTO が設定されていても、RTE とのギャップを埋める復

ても、貴重な装置や工具となっている場合もあります。この台帳を

れるかどうかを確認しておく必要があります。また、外注先が自社と

旧計画がなければ、それはかけ声のみで効をなしません。RTO と

PC で管理することになるのですが、その際に、修理の要点、修理

同時に被災することも考えられます。そうした場合は、平時に別途

のギャップを小さくするために RTE を短く書き換えると、被災後に

を依頼するサプライヤ、必要な部品や材料も付記しておきます。サ

検討し、有効な方策を決めておきます。こうした洗い出しも必要です。

推定する RTE 2 と RTE とのギャップが広がり、計画した復旧計

プライヤや部品・材料は少なくとも 1 年に 1 度は確認します。外注

同様に、材料・部品・設備の再調達時間（日数）を把握してお

画が有効でなくなります。RTE では現実に即した推定を行ない、

サービス（ICT サービス、清掃サービス、人事関係、労務・法務

きます。材料・部品・設備のチェックで重要なことは、再調達また

RTO は経営情報をふまえた実現可能な復旧計画を立てるのがい

関係など）も忘れないようにリストアップし、毎年更新していきます。

は修理にかかる時間の把握です。メーカーの場合、被害を受けた

い。とはいえ、なかなか埋められないギャップもありますが、それに

下図の表は、
モデル企業の製造設備の RTE と RTE 2 のリストです。

資材を調達することになる。発注してからどれだけの日数がかかる

知恵を出すのが BCP 担当者の力量と責任です。被災後にこの比較

ここでも RTE 2 を推定し、RTE との比較を行ない、今ある復旧計

か。大量に発注したらどれくらい日数がかかるか。どれだけ余計に

をする人を予め決めておかなくてはなりません。

画で対応可能か否かを判断していきます。想定内の場合は既存の

日数が伸びるかを洗い出します。

地震でも火災でも、被災した場合、人命の次に確認するのが、

復旧計画を実施し、想定外の場合は新たな対策を検討することに

外部インフラと内部インフラになります。現在の経営資源を確認して、

財務関係の被害想定

経営資源

人的

物的
（直接）
物的
（間接）
合計

360

病院職員
病院関係者
入院・外来患者
その他
内部インフラ
製造設備
部品・材料
完成品・仕掛品
その他
ブランド
市場（含む逸失利益）
その他

想定被害額
震度 5 強 震度 6 弱 震度 6 強

想定増加患者数（病院の場合）

来院・訪問

来院

訪問

順位
第 1 順位
第 2 順位
第 3 順位
第 4 順位
第 1 順位
第 2 順位
第 3 順位
第 4 順位

想定患者数

なります。

被害想定（全体）の整理

大項目
建物

震度 5 強 震度 6 弱 震度 6 強
管理業務

ICT

空調設備

経営資源
中項目
各階
駐車場
電力系
総務業務系
経理業務系
清掃関係
警備関係
CAD システム
サーバー
LAN
PC・端末
各種ソフト及びデータ
冷暖房設備
クリーンルーム（3F）
クリーンルーム（4F）
薬品保管庫
冷蔵・冷凍庫

小項目

震度 6 弱
RTE 想定被害金額

予防対策と復旧計画

大項目
建物

管理業務

ICT

空調設備

経営資源
中項目
各階
駐車場
電力系
総務業務系
経理業務系
清掃関係
警備関係
CAD システム
サーバー
LAN
PC・端末
各種ソフト及びデータ
冷暖房設備
クリーンルーム（3F）
クリーンルーム（4F）
薬品保管庫
冷蔵・冷凍庫

対策また計画
予防対策
復旧計画

備考
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●

内部インフラ（企業の場合）

経営資源

社外インフラ

RET

電力
固定電話
都市ガス
水道
下水道
アクセス道路
近隣の幹線道路

5日
7日
28 日
14 日
35 日
14 日
5日

RET2
2日
1日
7日
2日
7日
5日
2日

Logistics
Training
Ability
Report

建物

管理業務

内部インフラ

ICT

空調設備

RET
各階
駐車場
電力系
総務業務系
経理業務系
清掃関係
警備関係
CAD システム
サーバー
LAN
PC・端末
各種ソフト及びデータ
冷暖房設備
クリーンルーム（3F）
クリーンルーム（4F）
薬品保管庫
冷蔵・冷凍庫

都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究

ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

8

内部インフラ（企業の場合）

経営資源

都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト

RET2

開 催 日：2016 年 1 月 9 日 13:00-18:00
会場：霞が関ナレッジスクエア（東京都）

【研究説明】

「ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム」の目的と概要
防衛医科大学校

秋冨 慎司
【議題】

Incident Command System 導入時における日本国内の課題解決

【講演 1】

日本版 FEMA ICS 教材の課題 世界標準化とローカライズ
市民キャビネット災害支援部会／スマート ICT 部会

上村 貴広
【講演 2】

日本版 ICS でクラウド型 GIS をどう運用するか
立正大学 地球環境科学部

後藤 真太郎
【講演 3】

日本の危機管理システムをどう構築していくか
株式会社 日本防災デザイン

熊丸 由布治

【質疑】

＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの
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●

開催日：2016 年 1 月 9 日 13:00-18:30
会

英語

場：東京・霞が関ナレッジスクエア

防災リテラシー向上のための
問題抽出およびトレーニング
プログラムの提案・開発

いま海 外で採られているインシデントコマンドシステム（ICS ｜
Incident Management System）を導入して、経験を教訓にで
きるしくみを日本にも根づかせないとなりません。

人と防災未来センター

新潟大学

建設技術研究所

岡山市保健所

秋冨案

日本語訳

日本語訳

日本語訳

日本語訳

日本語訳

日本語訳

日本語訳

日本語訳

一元的な指揮命令系統 指揮命令の統一 複数現場の統一指揮

直接指揮人数の制限 直接指揮人数の制限

統合指揮運用

統制の原理

統制限界
指揮調整担当者 インシデント・コマンダー

指揮官

incident commander

指揮・調整

指揮官

指揮調整者

operation

事案処理

事案処理部門

事案処理

事案処理部門

オペレーション部門

活動部門

情報作戦部門

情報作戦部門

情報・計画

計画部門

情報作戦

情報作戦部門

計画部門

情報作戦部門

ICS の開発研究です。災害が発生したとき、たとえば災害対策本

logistics

資源管理部門

資源管理部門

資源監理

後方支援

資源監理

資源管理部門

戦略部門

資源管理部門

finance

庶務財務部門

庶務財務部門

財務・行政管理

財務部門

庶務財務

財務管理

財政・管理部門

総務 ･ 財務部門

line

ライン

ライン

ライン

ライン

staff

スタッフ

スタッフ

スタッフ

スタッフ

Common Terminology

標準化された概念・呼称

標準化された概念・呼称 専門用語の共通化（機能、資源、現地施設） 統一された用語の使用

標準化された概念・呼称

Modular Organization

状況に応じた組織編制

状況に応じた組織編制

状況に応じた組織編制

部にいる人員が少なかった場合どうすべきか。これに応えられる

日本災害対応の標準化

それと同時に重要なのが災害対応の標準化です。基礎的知識

に関わる技術開発、いわゆる e ラーニングのようなものを確立す
どのようなことが起きていたかというと、本部から命じられた業務

規格化され、各部分が独立可能な組織

標準的な組織編制

Incident Facilities and Locations

施設配備

災害対策本部・指揮所の統一されたデザイン

Integrated Communications

情報伝達に係る手続き様式の共通化

統合された情報システム

Chain of Command and Unity of Command

研究「都市減災プロジェクト」には、大きく分けて 3 つのプロジェ

に対して「それは各市町村のやることで、
自分たちの仕事ではない」

クトがあります。そのプロジェクトのひとつが、京都大学防災研

と言ってくる職員が少なからずいたわけです。
「市町村が被災して

Management by Objectives

究所が受託している「都市災害における災害対応能力の向上方策

自治体が何もできない状況だから、今は県庁がやらなければなら

に対する調査・研究」で、この分科会はそのサブプログラムのひ

ない」と伝えても、協力してもらえなかった。

Incident Action Plan

とつです。

消防庁

planning

る必要があります。東日本大震災時に岩手県の災害対策本部で
この分科会も今回で 8 回目となりました。文部科学省の受託

京都大学防災研究所

私たちがこれまでの 4 年間で取り組んできたのは、日本版の

の状況に適った支援システムを開発する必要に迫られています。

秋冨 慎司

span of control

JACIC

一元的な指揮命令系統

Unified Command

人はまだ少ない。災害のさまざまな状況に対応できる方策、日本

防衛医科大学校

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

防災リテラシーを理解し、その意識が浸透していれば、非常

指揮命令系統の一本化 指揮命令系統の統一

当面の対応計画

当面の対応計画

標準化および統合された指揮運用

目標管理

目標による管理

目標達成のための管理

行動計画

災害対応戦略計画

初期対応計画

Comprehensive Resource Management

資源の総合管理 包括的な資源管理

包括的資源管理

Manageable Span of Control

管理可能な責任の範囲 管理可能な人員配置

管理可能な統制限界

私たちは、4 年間にわたって防災リテラシー向上に必要なこと

事態が発生したときの対応──たとえば自分に余力がある場合は

を検証し続けてきました。リテラシーとは読み書きする能力のこ

人員が不足している部署を補助するといった、当たり前のことで

Information and Intelligence Management

情報処理手続きの確立

災害情報のマネジメント

情報処理管理

と。多くの一般市民は、防災は大切だとわかっていても、実際そ

はあるのですが、そうした対応ができるようになる。非常事態の

Establishment and Transfer of Command

指揮命令の確立と移譲

権限の委譲

権限委譲

の場に居あわせたときに何をすべきかわからない。防災を学ぼう

ときの経験が、さらに有効なシステムをつくるチャンスにもなりま

と思っても学び方がわかりません。こうしたことが、防災システム

す。海外には ISO100 や 200 をはじめとする e ラーニングシステ

Dispatch / Deployment

資源の適時的確な供給

要請に応じた人員配置

状況に応じた人員配置と供給

がうまく機能しない原因になっていると指摘されています。

ムがあって、一般市民からマスコミも含めて、危機管理を学ぶチャ

一般市民や専門家が、防災を身につけるためにどういったトレー

ンスが得られていますが、そういったものが、今の日本にはあり

ニングをすればいいのか。そのためにどのようなことを提案をす

ません。そうしたものを技術開発する必要があります。それがひ

ればいいのか。当分科会では、効果的に防災能力を身につける

いては、総合的な災害対策を構築することにつながります。

ためのシステムと方法を考え、検証を続けてきました。
経験を教訓にできない国──日本は海外からこう評されている

経験した職員が 2 年の間に一所懸命、災害対策のマニュアルを
つくっても、人事異動で新しい担当者に変わると、それをほとん

けた私たちは、その経験を教訓に代えて、高いレジリエンスを身

ど見ていない。その担当者の任期中に洪水が発生すれば、また

につけ、その研究や検証を防災のためのシステムにつなげていか

新たにマニュアルをつくるといったことが繰り返されています。
ISC は、地震、津波、火災、洪水、テロなど、すべての災害

ますが、平時は訓練のために活用され、実際に事が起きたときは、

に対応できるシステムです。実際、こうした災害対応の 8 割が同

その経験をアップデートしていけるものである必要があります。

等の活動であり、あとの 2 割がそれぞれの災害に応じた特殊な

経験を教訓にできない日本

資源の効果的利用に係る説明責任 規定事項の厳格な実施（アカウンタビリティ）

Command & Control
Operational Period

厳格な実施
指揮命令と連携調整

命令・統制型
責任担当期間

責任担当期間

Emergency Support Function

責任担当期間 / 指揮期間
災害対応業務の分野

責任担当期間

活動期間
災害時支援機能項目

現在の行政は、ほぼ 2 年おきに人事異動があります。地震を

ようです。阪神・淡路大震災、東日本大震災で甚大な被害を受

なければなりません。そのシステムは有事のためのものではあり

Accountability

災害対応の共通言語をつくる

防災システムを構築するといっても、海外のシステムをそのまま

導入すればいいというわけではなく、日本人が理解できる内容に
して提供する必要があります。そこで大きな課題となるのが用語
の問題です。
ここに示した資料を見てもわかるように、災害に関わる用語は、

防災対応システムを構築するにあたって課題となっている用語に
ついて検討していきます。
講演者のおひとり、日米陸軍消防本部統合消防次長を歴任さ
れた熊丸由布治先生は、アメリカで出版された米国消防教科書
『Essentials of Fire Fighting』の翻訳版権を取得して『消防業

活動となります。対応サイクルの 8 割の訓練をしつつ、特殊なこ

さまざまな分野でさまざまなことばに翻訳されています。それをど

務エッセンシャルズ』という本を 2015 年 9 月に出版されました。

とが起きた場合のスペシャルチームをつくって、それを支援しな

のように適正化していけばいいのか。私は、内閣府の防災ドメイ

アメリカでの経験と日本の状況をご存じの先生に、どのようなこ

現 在、NTT データ経営研 究 所に協力してもらいながら、東

がら災害対策本部を運用する準備と訓練が必要だと思われます。

ン検討委員会にも参加していますが、そこで各関係省の防災語

とばを用いるのが有効かを教えていただきながら皆さんと検討を

日本大震災時に岩手県災害対策本部がとった行動についてデー

現在、兵庫県立大学の木村玲欧先生が、防災リテラシーハブ

彙を統一化しようと試みましたが、結果的には、国土交通省をは

重ね、それを研究成果として発表して e ラーニングにつなげてい

タ分析をしてもらっています。その分析結果を見ると、被災地の

を構築し、そこに災害対応のすべてを組み込んでいこうと研究を

じめ各関係省がこれまで使っていたことばを統一して共有化する

きたいと考えます。防災システムの導入を機に、用語の統一の必

混乱は発災から 3 〜 4 日で収束し始めているのですが、それを

進めています。そこにはあらゆる人がアクセスでき、災害について

ところまでいきませんでした。

要性をこの分科会から説明・提案して、各関係機関からパブリッ

把握するために収集するべき情報やインフォメーション、支援す

学びながらリテラシーを深めていくことができる。そうしたしくみ

べき事案にムラがあったことがわかります。こうしたことからも、

づくりが必要です。
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しかし、防災対応システムをつくるためには、何としても用語
を統一し、共有化する必要があります。本日の分科会では主に、

クコメントを受けながら改善していくというプロセスをふめば、きっ
と理想とするしくみができあがるのではないかと考えています。
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Food Unit

食料
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指揮調整

指揮調整
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General Staff
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Supply Unit

資器材

資器材
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Command Staff

幕僚部隊
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Ground Support Unit

車両

車両

車両支援係

地上サポート

車両管理隊

Designated Incident Facilities
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Time Unit

人事

人事

時間管理係
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人事管理隊
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Procurement Unit
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購入

契約管理隊
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資源

資源管理隊

Branch

Situation Unit
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状況分析

状況分析係

状況把握
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地区班

支局担当部

Documentation Unit

文書管理

文書管理

文書管理係

文書管理

文章管理隊

Group

班

班

班

Demobilization Unit

撤収管理

撤収管理係

移動・輸送

撤収 ･ 収拾管理隊

Unit

係

係

係

Public Information Officer

広報担当

広報担当

広報担当

広報担当官

広報管理官

Team

チーム

チーム

組

Safety Officer

安全担当

安全担当責任者

安全担当

安全担当官

危機管理官

Strike Team

緊急対応班

Liaison Officer

連絡調整担当

連絡調整担当

連絡調整担当

連携担当官

連絡調整官

Task Force

機動隊

Service Branch

役務供給班

役務供給班

役務供給部

サービス部

役務供給班

Emergency Operation Center

Communications Unit

通信

通信

通信管理係

地域

情報管理隊

COP:Common Operational Picture

Medical Unit

救護

救護

医療供給係

医療

医療救護隊

集結拠点

広報担当責任者

連絡調整担当責任者

Incident Command System
導入時における
日本国内の課題解決

コスト

財務管理隊
参集拠点

部局班

部局班

部局
支局

対策本部

対策本部

統一された状況認識 統一された状況認識

災害対策本部

対策本部

状況認識統一図

共通認識図

したが、既存用語には現代社会にはそぐわないものも多い。適

かコマンドとか、これまで法律でも使われたことのない用語であ

かでも長く議論されている問題で、できればまずは英語圏で用語

切な用語があれば変更もやぶさかではないけれども、その場合

れば、新しい概念としても定義しやすいということで、カタカナ用

を統一してほしいところです。

は理由書を提出しなければならないという制約があります。BCM

語がどんどん増えていき美しい日本語からは遠くなっていきます。

（business continuity management｜事業継続管理）や BCP

ですから致し方ないけれども、新しいカタカナ用語を提案して、

（Business Continuity Plan｜事 業 継 続計 画）
、レジリエンス

それを広めていくしかないのではないかと。
（一般社団法人 レジ

を評 価する際に用いる ISO（International Organization for

リエンス協会）

Standardization｜国際スタンダード・国際標準化機構）などを

熊丸由布治：ICS はカタカナでもいいと思いますが、たとえば

FEMA 採用の用語を日本のベースに置き換える。

熊丸：私が日米陸軍消防本部に務めてきて思うのは、こうした用

語をもっとも整備してマニュアルにし体制に落とし込んでいるの

span of control であるとか、command staff、general staff と

は、FEMA（Federal Emergency Management Agency） だ

うとすると、その理由書作成で膨大な時間が費やされてしまいま

いった用語は日本語にも訳せると思います。
『Essentials of Fire

ということ。ですから FEMA が用いていることばを忠実に翻訳し

す。用語そのものについての説明書が 20 ページだとすると、そ

Fighting』の翻訳の際も、私は日本語に適ったことばに訳して表

て、日本のベースにつくり替えていくのが、もっとも便宜的で倫理

の理由書は 30 ページくらいになる。そうしたことから、積極的に

記しました。また、海外で用いられていることを日本語で置き換

的にも近道になるのではないかと思います。

新規用語を申請しようというところが少ないわけです。

える際は、先方の了承を得て、きちんとした手続きを踏むことも大

黄野：その意見には大賛成です。大賛成なのですが、気にかか

わかりやすい日本語、多くの人から支持を得られる日本語にしよ

［議題］

支払い・苦情管理 法規・補償管理隊

リスク関係の用語は、消防や警察、海上保安庁、防衛省など

事だと思います。あちこちでさまざまな翻訳が出てくるのは、そう

なぜ日本では専門用語が定着しないのか

いろいろなことばに翻訳されていますが、やっかいなのは、そ

したプロセスがないまま事を進めていることも遠因ではないでしょ

アップしながら防災活動を展開していますので、そこにアメリカ

黄野吉博：秋冨先生が議題にあげた専門用語を管理担当してい

れらが現在進行形でそれぞれの現場で使われているということ。

うか。
（株式会社日本防災デザイン CEO）

FEMA の用語が入ってくると、またややこしくなる可能性がある。

るのは経済産業省ですが、経産省からは「できれば以前に使っ

霞ヶ関が用語の変更を良しとしても、現場が混乱するという理由

しかし、ことばを整理できずゆらいでいる限り、災害対策を講じ

たことのある用語を使ってほしい」と言われます。戦後 JIS 規格

で二の足を踏んでしまう。こうしたことから経産省が歓迎するの

黄野：ISO はイギリス英語、ICS はカナダから始まった用語です

が、実際のところ、イギリスとアメリカ、カナダなど英語圏の間で

ることはそもそも不可能です。

が採用されて以降、いろいろな業界が専門用語を翻訳してきま

が新しいことば、つまりカタカナ用語になります。レジリエンスと

もことばの概念に齟齬があります。用語については、英語圏のな

秋冨：私は、ICS は ICS のままでいいと考えています。ただ ICS
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るのは内閣府ですね。日本の内閣府はイギリスの内閣府とタイ
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とは何か、その概念をしっかりと日本のなかで伝える必要がある。

認めてくれるようなネゴシエーションとプロセスをつくっておけば、

それぞれに本部長の肩書きが付いています。震災時も岩手県庁

が浸透していったという感じです。スタートが 2004 年ですから、

誤解を生むようなことが一部で伝わっていることも事実ですので、

新しいことばも共通語として広まり、実用化するのではないかと思

に「○○県 DAMT 本部長の○○です」と電話がかかってきま

10 年以上かかりました。まだ道半ばではありますけれども、医

用語集的なものをつくって人びとに届く方法を考えなければなり

います。新しい概念を広めていくときには、基準をつくると同時に

した。行政からすれば、本部長といわれたら県知事しかいない。

療機器に関しては、ようやく道筋が見えてきたという状況です。

ません。時間がかかるかもしれませんが、一般人に e ラーニング

それを承認させるというプロセスが大事だと思います。
（中央社協

DMAT 本部長という名称の改変を、私は 2006 年からずっと提

など使ってもらいながら意見やニーズを吸い上げ、ニーズを反映し

まちひとサイト）

案し続けているのですが、まだ改善は見られません。こうしたこ

秋冨：医療機器という特殊な分野ですら、用語の統一にそれだ

ていくのが重要なプロセスではないかと思います。

熊 丸：アメリカには、 全 米 防火 協 会（NFPA ｜ National Fire

とを一つひとつ積み重ねて広めていかなければならない。そうし

関していうと、各関係省、現場、海外のこともあって非常に難しい。

Protection Association）という民間非営利団体がありまして、

ないと、現場で尽力している人たちを混乱させることにもなりかね

先に提案したもの勝ちというところはあるかもしれませんが、その

そこでは独自の安全防災基準や規格を提示しています。NFPA

ません。

プロセスはしっかりと築いておいて、権威付けもふくめて、多くの

ことばの共有化のために必要なプロセス

が制定する防火安全規格はアメリカ全土で認知されていて、さま

秋冨：用語は実に難しい問題で、たとえば一定数の人員を備えた

ざまな事案の準拠としても採用されています。そして NFPA の規

まとまりひとつとっても、Section・Branch・Division・Group・

約に適合していなければ、損害賠償の対象にならないという基準

Unit・Team ということばが使い分けられています。これをどう日

ができあがっている。NFPA も FEMA も、ICS を共通用語として、

本語訳すればいいのか。

がっちりと文献のなかに取り入れています。そういうことから考え

黄野：ブランチとディビジョン、チームとユニット、それぞれの組

けのプロセスと時間が必要だったということですね。防災分野に

関係者かえら承認を得ておく必要はありそうです。
認証のための権威付け

尊田：先に提案したもの勝ちというのは、医療機器分野に関して
は、まさにそのとおりでした。初期段階で提案されたものの 7 〜

尊田京子：東京医療コンサルティングの尊田と申します。今回、

8 割が、申請にされたという印象があります。

ても、やはり FEMA のマニュアルやそこでの解釈を、なるべく日

お話しさせてください。私は医療機器のメーカーに長く務めてお

で提案ですが、熊丸先生が翻訳された用語を基本として、その

織のなかで、どれがもっとも大きいかということですよね。でこれ

本人が理解しやすいかたちで翻訳していくのが一番スマートなや

りまして、医療機器での用語統一と JIS 規格に関わる案件に携

概念となぜそれを採用したかというプロセスを説明する資料をつ

はいろいろなところから意見を聞いても決まらないと思う。以前も

り方だと私は思います。

わっていました。医療機器は現在でも、海外からの輸入品が約

くり、当プロジェクトの本部に提案しようと思いますが、よろしい

議論して結論が出なかったのは、目的や目標、目標点を意味す

秋冨：災害対応の報告書はすべて規定されたことばを用いると

6 割、あとの 4 割が日本製です。医療機器は、開発・製造、販

ですか。

いったルールを政府が決定し、それを各都道府県に伝え、地元

売されるときには国の認可が必ず必要になります。認可のための

の大小、必要とする時間、プロセスなどいろいろな意見が出まし

の消防や警察などに伝えるといった流れをつくれば、用語の徹底

手続きは長い間、各メーカーが独自やってきたのですが、厚生労

上村貴広： ICS やモジュラー型組織など、概念的なことについて

たがやはり決着しなかった。私たちは、このことばをこういう意

はさほど難しくはないという気はします。問題はそれを政府がやっ

働省の外部団体として PMDA（Pharmaceuticals and Medical

いいと思います。
（市民キャビネット災害支援部会）

味合いで使おうと、ここで決めるしかないと思います。むろん反

秋冨：皆さんの意見をまとめると、熊丸さんの提案を基本とする

る object・target・aim・goal といったことばでした。スケール

初めて参加しました。参考になるのではと思うことがありますので

てくれるかどうかということ。そのために私たちが準備しておくこ

Devices Agency｜独立行政法人医薬品医療機器総合機構）と

対意見もありますが、これを整えない限りは前に進めませんから。

とは、いろいろな用語をすべて整理してシステムとして使えるもの

いう団体をつくり、そこに承認の権限を移しました。

秋冨：海外の用語をすべて日本語に置き換える必要もないと思い

をつくっておくこと、既存のことばを新しいことばに変換するため

ますが、有事の際は、国境を越えて支援が行なわれますから、

のソフトを提供することですね。

できればある程度、世界に共通することばを使いたい。そのあた

てから、すべての国民がアクセスして学べる e ラーニングシステム

療機器はリスクを伴う製品ですから、そのことも踏まえた基準が

をつくり、そこで用語を説明しながら一般の方々のニーズを取り

必要です。医療機器ごとにリスクをクラス分類し、製品そのもの

込むという流れをつくっていきたいと思います。

意識共有のために必要な教育

類があります。日本医療機器産業連合会の下に 19 の医療機器
工業界があり、まずはその工業界ごとに基準をつくろうということ

は成文法ではありませんから、新しい法律がつくられるとそれが

になりました。もっとも大きな工業界には 400 社ほどが入ってい

分野でも同じような問題があります。医療情報を共有化しようと

優先される。日本は明治以降の法体系のなかで矛盾がないこと

るのですが、それがいくつもの部会をもっていて、それぞれに基

いうとき、ことばの齟齬がどうしてもネックになる。学会や大学、

に主眼が置かれるから、ことばひとつとっても問題が出てきます。

準をつくったために用語がばらばらになってしまいました。法律の

医療メーカーや製薬会社の各ベンダーがそれぞれの医療用語を

じっくり目をとおすと、今進められている内閣府の防災基本計画

施行は決定していましたので、とりあえずはそのまま事業を進めま

使って収集がつかない状況でした。こうしたなかで何か統一の

と国土強靱化基本計画でさえ、基本的な概念が違うようにも思

したが、やはり問題が発生するようになりました。やはり用語の

きっかけになったかというと、それは医療保険でした。医療保険

える。こうした背景がありますから、日本語のジャングルに入る

統一が必要だということになり、最初は部会ごとに用語統一に取

の請求用語を統一しないと医療請求の還付が遅れるというルール

のはあきらめて、ここは FEMA ベースでやっていこうと提案する。

り組み始め、今は工業界で統一が進んできています。

がつくられた。各ベンダーは国が決めた機構に対してアプリケー

要は先手を打って広げていくことだと思います。そのためには強力

ションをつくり、どのことばがどのように適用されるかを検証した

に進めるしかありません。

ものの概念が違います。同じ製品でも、日本で造っているもの、

ことで医療情報に関しては用語の統一が一気に進みました。

熊丸：2015 年に消防庁主催でオリンピックのテロ対策委員会が

アメリカで造っているものの概念が多少なりともずれる。そこはか

開かれましたが、そこで上がったのは、テロに対する教育システ

なり時間をかけてすりあわせを行ないました。また、用語統一を

のではないかと思います。損害保険がどこまで適応できるかは別

ムの基準をどこにもっていくかという問題でした。まずは海外の

申請する際の権威付けとして、看護協会や大学のドクター、工学

として、行政なり現場の担当者がどのように災害対応したかを検

データを調査することになり、その結論として参考にしようという

博士などがメンバーとなり、厚生労働省がオブザーバーとなる委

証するための基準やアプリケーションを設ける。あとから責任追

ことになったのが、先ほどもお話しした NFPA です。アメリカの

員会を立ち上げました。それを最終的に厚生労働省が承認する

及され損害賠償が求められるようなケースを想定することが、もっ

スタンダードとなっている NFPA の教育体系に学べということにな

という形になっています。厚労省の承認を受けたあと、それをど

とも強力な理由になるのではないかと。災害対策は国境を越えて

りました。

う広めていったかというと、保険点数の請求に順次採用していき、

いろいろなところと協力しあうわけですから、現在もっとも力のあ

秋冨：こうして皆さんからご意見をうかがうだけでも、日本は対

企業が申請する書類で決められた用語を使わないと PMDA 側か

ばに翻訳し、オントロジーを付加したアプリケーションの基準を

つとっても曖昧で国内で統一されてすらいない。たとえば DAMT

業界と厚生労働省と学術関係、そして承認申請を受ける団体

つくる。それと同時に、その基準を損害賠償会社や保険会社が

という組織には、現地本部をはじめとする本部がたくさんあって、

の意見としてお話しさせてください。専門用語については医療の

防災対応の分野でそれを考えると、損害保険がそれにあたる

る団体が使っていることばを採用して、各国の機関が自国のこと
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のが一番良さそうです。まずは用語を統一し共有できるものにし

承認にあたっては、そのための基準がなければいけない。医

黄野：もうひとつ、日本の場合は法体系の問題があります。英米

藤井俊公：オブザーバーとして参加した藤井と申します。門外漢

はきちんと日本語の解説をしつつ、用語訳を決めるという方法で

の定義から改めて検討し直しました。医療機器には何万という種

りの折り合いはつけたいところですね。何かご意見のある方はい
らっしゃいますか。

秋冨：これだけのことでも議論にひと月以上かかりそうです。ここ

応が遅れていることが明らかです。災害対応に関わることばひと

用語統一に関しては、海外勢と国内勢が対立しました。やはり

ら跳ねられるといった対応も進めました。
が、ぐるぐる上昇スパイラルのようなかたちで少しずつ共通用語
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日本版 FEMA ICS 教材の課題
世界標準化とローカライズ

講演［1］

市民キャビネット災害支援部会／スマート ICT 部会

上村 貴広

●

IS100（ICS 入門）教材

市民キャビネット災害支援部会の上村孝広と申します。私は、

この後に講演される後藤真太郎先生と ICS100・200 の翻訳作
業や ICS を活用した訓練プログラムの開発などに携わってきまし
た。本業は、医学・医薬品申請・神経科学など医薬系の翻訳が

クのようなイベントから町内会の祭でも用いられる。つまり、非日

Lesson 3: 現場指揮者と幕僚スタッフ機能

います。そういうことからすれば、Incident ＝「現場」とすれば

Lesson 5: 一元的な指揮命令系統と調整

急時」
「非常時」といった訳語が適するでしょう。いずれにしても、

災後は、県の施設や NPO 組織を支援しています。また、災害時

Lesson 4: 一般（実行）スタッフ機能

しっくりくるかもしれません。災害対応をメインに考える場合は
「緊

Lesson 6: まとめ

これらのことばの訳語は難しいので、その概念からていねいに説

現場は任せる」といった意味合いが含まれています。たとえばア

明していかないと、ここから誤解が始まりかねません。

メリカの場合ですと、事案が発生した州や郡の行政の長に責任と

Lesson 1: コース概要

Delegation of Authority（ 現 場 への権 限 移 譲 ） があります。
ISO200 でも紹介されています。以下に掲げた英文は、権限移譲

は認められていません。しかし日本では、東日本大震災時の福

Lesson 6: 組織の柔軟性

書例のひな型のひとつです。

島原発事故で海水を注入する云々の対応、あるいは常総市での

Lesson 8: まとめ

権限移譲書例

Lesson 5: ブリーフィング
Lesson 7: 指揮権の移譲

Incident Command System をどう訳すべきか

現在、京都大学や人と未来防災センター、行政などで ICS の

ありますので、直訳が必ずしも適訳にはならない。日本語を当て
はめたときに、どうしてもしっくりいかないことばが出てきます。
その背景には、基本概念についてのなじみが薄いということも

ものまでがあります。ICS 100・200・700 は FEMA などの行政

あります。こうしたことから私は、トレーニングプログラムを開発

職員も学ぶ内容になっています。

する際は、訳語にこだわるよりは日本向けにローカライズして解説

ICS 100 は入門編。レジリエンス協会のホームページでも紹介

部分を充実させる必要があると考えています。特に基本概念につ

されていますが、ICS の一般的な紹介となります。その上のラン

いては、日本向けの解説やトレーニングによる補足が必要で、そ

クが ICS 200 になり、少しスペシャリティなレベルになります。

こを充実させないと一般に認知してもらうことは難しいと思う。し
かし一方で、あまりにローカライズしてしまうと世界標準を導入す
る意味やメリットがなくなります。他国の ICS との兼ね合いをどう
するかということが問題になってきます。
Incident Command Systemということばがそもそも難しく、

IS-100 Introduction to the Incident Command System: ICS 入門

日本で正しく理解されているとは言い難い。かなり誤解を招いて

Incidents: ICS 基礎

ジリエンス協会では「現場指揮システム」、日本医師会・九州大

いると言ってもいいと思います。なかなか訳しにくいことばで、レ
学の永田高志先生は「緊急時総合調整システム」、人と防災未来
センターは「危機対応システム」、海上災害防止センターは「非常
時指揮システム」といった具合で、さまざまな訳があります。
この Command ということばですが、
普通に訳せば「指揮命令」
となります。消防や警察、自衛隊の方々には違和感がないと思い
ますが、一般行政には、指揮ということばにひっかかる方がいる

アメリカと日 本 で、 特 に特 徴 的 な 制 度 の 違 い のひとつに

いうことばが適しますが、復旧・復興の段階になると調整が必要
になってくることから、永田高志先生などは「緊急時総合調整シ
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ステム」という表現にそのニュアンスを含めていると思われます。

ンダー」となって対応にあたりました。
現場に権限が移譲されると、大統領でも現場に介入すること

災害時に県が先走って災害ボランティアセンターを開設するなど、
政府や自治体トップの不適切な現場介入が多々見られます。こう
した日本の現状も踏まえながら、ISO をどのように導入するのが

As of _ hrs, _ ,I have delegated the authority and

いいか検討する必要があります。

incident to the Incident Commander,___.

が適格者かどうかの判断が重要になってきます。ICS や FEMA

for the overall management of this incident including

を踏まえながら権限移譲者を選ぶことになる。こうしたことから

responsibility for the complete management of the_

権限を移譲して現場をその地域の長に任せるためには、その人

As Incident Commander, you are accountable to me

でやるような研修やトレーニング、現場経験があるかといったこと

control and return to local forces. I expect you to

権限移譲の標準化が構築されていきます。

adhere to relevant and applicable laws, policies, and
professional standards.

My considerations for management of the incident
are:

All-hazard approach｜あらゆるハザードに対するアプローチ

「All-hazard approach」＝あらゆるハザードに対するアプロー

チという表現についても、その概念をしっかり考えていかないと、

1. Provide for responder and public safety.

一般にはなかなか伝わりにくいように思います。

3. Preservation of property.

災害が発生しますが、これらの対応をハザード（災害要因）の種

2. Incident stability.

1 〜 3 の項目は、災害対応者の安全や災害の安定化、財産の
保全について。ICS にも記されていています。

日本では、津波・火災・大規模事故・地震・土砂崩れなどの
類別に計画・想定することには限界があります。ハザードの種類
のことを念頭におきつつ、災害対応の基本（救助・避難等）は共
通しているわけですから、そこに着目した対応をする─ ─という
のが All-hazard approach に含まれたニュアンスです。

4. Manage the incident cost-effectively for the values

アメリカでは、どんな種類の災害であっても救助や避難など

at risk.

80%は共通していると捉えていて、そちらに主眼をおいた準備と

responders. This will strengthen organizational

でもそうですが「教訓を活かして想定外をなくせ」ということに注

5. Provide training opportunities for less experienced

体制がとられています。これが日本の場合ですと、東日本大震災

capabilities of local agency personnel.

目されがちで、具体的・末梢的なシナリオを策定するところまで

5 項目に、まだ経験の浅いスタッフにトレーニングや現場経験
をさせなさいということが記されています。

行ってしまい、システマチックで包括的なアプローチがおざなり
になる傾向があります。これでは災害対応の基本的な考え方が欠
けたままになってしまう。
自然災害におけるハザードと社会の脆弱性の関係は、脆弱性

ようです。災害初期は強いリーダーシップが必要ですから指揮と

http://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/trainingmaterials.htm

リントン郡の消防署副署長が、現場の指揮者「インシデントコマ

Lesson 4: 機能分野と職位

メリカらしいもので、入門編からそれぞれの専門スタッフに向けた

IS-200 ICS for Single Resources and Initial Action

爆弾事件ではボストン警察所長が、911 テロの国防総省ではアー
Delegation of Authority｜権限移譲と標準化

がないということです。アメリカと日本とでは制度や文化の違いが

IS-700 NIMS, an Introduction: NIMS 入門

「現場への権限移譲」には、
「最終的な責任はトップが取るから、

Lesson 2: リーダーシップとマネジメント

として常総市に行ってまいりました。

ICS のトレーニング教材

within a 10-mile radius of the incident.

権限が移譲されて、現場を仕切ることになる。たとえばボストン

ICS200（ICS 基礎）教材

翻訳が試みられていますが、やはり問題は、まだ標準的な訳語

すでにいろいろ議論されておりますが、ここでは ICS 100 と

the responsibility of the Incident Management Team

常的なこと、またそれになりうる状況という意味合いが含まれて

の情報支援として情報収集も行なっておりまして、先日も先遣隊

200 についてお話しします。ICS のトレーニング教材はいかにもア

9. Incident objectives, strategies, and tactics will be

Lesson 2: ICS の特徴と原則

メインです。標準化ということでいえば、ICH
（医薬品の臨床試験）
のガイドラインや文書の品質管理もやってきました。東日本大震

Incident は直訳すれば「事案」ですが、ICS ではオリンピッ

Lesson 1: コースの紹介と ICS の概要

Lesson 3: 権限移譲と目標による管理
ICS 教材では何を学ぶのか

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

7. Coordinate with _____ and the State for use of
their resources, as needed, and incorporate them
into the overall incident plan.

のほうが大きければ被害が大きくなります。この「被害」というこ
とばも、簡単なようで実はやっかいで、そこには「リスク」
「災害」
「被害」といった要素が含まれています。たとえば、アフリカの誰
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もいないところで何か起こっても脆弱性は少ない。しかしそこに人
がいた場合は、災害となる可能性がある。このように「ハザード」

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

事業のトイレ・消毒液の確保や健康相談の班体制や経路は、
担当部局が考えることで、本部の人たちは直接関与しません。

「リスク」
「災害」といったことばの概念についてもおさえておかな
いと訳語もぶれてくるように思います。
Functional approach｜機能的アプローチ

では、これらをどのようにして効果的に実行するかとなったとき

Common Operational Picture｜状況認識の統一

に、Functional approach が必要になります。災害の種類や規

Common Operational Picture は、仮訳として「状況認識の

模に関係なく、横断的に見て、どんな機能的アプローチ機能が

統一」としています。略語で COP とですが、いきなり COP と言

必要なのかを考える。あらゆる災害対応に求められる機能を考え

われても理解できない人がほとんどとだと思います。

て標準化し、必要な人的や物的資源を割り当てていくという考え

災害が発生すると、被災地の災害対策本部のそれぞれの部局

方です。このアプローチに対して、関係する組織は従わなければ

から報告があがりますが、それを本部が統合して状況認識を共

なりません。機能的アプローチを理解するためにも、ICS に記さ

有し、具体的な対応とするところまでは至っていません。情報収

れたことを単に学ぶだけではなく、改めて「災害対応に必要な機

集→情報処理→情報分析→状況認識というプロセスを経て、共

能」について検討する必要があります。

通の状況認識をもつことが最優先です。そのためのツールとして、
地図や GIS を活用しながら状況認識を高めていくわけですが、
そうしたツールも予めトレーニングしておかないと使えません。

ICS の各機能（部門）

モジュラー型組織｜組み合わせ型とすり合わせ型の違い

ICS に示された 4 つの部門は機能の定義であって、必ずしも

「擦り合わせ型開発と組み合わせ型開発、目指すべきはどっち？」
（シクミとイシキの改革コンサルタント）より

組織体制を規定しているわけではありません。状況や規模に応じ
て、現場担当者がひとりですべてをこなす事案もあります。
Management by objectives｜目標による管理

Management by objectives は「目標による管理」という表現

になります。災害対応における課題のひとつは、緊急度に応じた
目標設定やその評価などがなく、場当たり的なこと。先ほど goal
や aim をどう訳すべきかという話が出ましたが、もうひとつ、そ
れらのことばの上位概念に何があるかを考えることも大切です。
たとえば軍であれば、戦略＞戦術＞作戦という序列になる。こう
した根本となる概念についても、ていねいに伝えていかなければ。

Command：指揮・調整

Operation：実行／事案処理
Planning：情報・計画
Logistics：資源管理

Finance and Administration：総務／財務
ここで大事なのは、ICS に定義された機能だからといって、そ

のように拡縮していくことができます。標準化されたパーツを、状
況に応じて組み込んでいくという方法です。
ICS はひとつの原則として、span of control（スパン オブ コ
ントロール）を定めています。直接指揮する人員が 7 名を越える
状態を「監督限界」として、そうなった場合は役割別、地区別に
増やして対応していくもので、災害の規模に応じて投入する人員
を柔軟に増やしていきます。

社会全体として目指すべき目標と達成すべき期日を設け、行政

のまま天下り的に対処するのではなく、災害のなかでどのような

モジュラー型組織は、監督限界に応じて対応を変えていくこと

の各部門が目標達成に必要な方針を具体化していく。それが本

ファンクションがあるのか、大枠としてどれくらいに分けられるの

ができるため、事案をひとりで抱え込まず、機能（役割）を分担

来あるべき災害対応計画の構造です。

かをもう一度検討するということ。

できるというメリットがあります。しかし、必ずしもファンクション

すべての事案が 4 つの部門に分けられればいいのですが、災

の部分がそれぞれの部門に分かれる必要はなく、コマンダーがひ

害の種類はさまざまですから、常にできる場合ばかりとは限りま

とりで対処するケースもある。たとえば目の前で出火したら消化

Incident Action Plan｜当面の事案（災害）対応計画

せん。それを理解しておかないと、Command は何をする部門か。

器を持ってきて消す。これは一人でできる対応です。

体的事業）を検討し対応する─と棲み分けをすることになります。

と現場にいる人たちと感覚がずれてしまう恐れがあります。

つまり、対応方針は本部が決め、現場レベルでは作戦レベル（具

Operation は何をする部門か。Logistics は何をする部門か──

人と未来防災センター「目標管理型危機管理本部運営図上訓練

特に日本では、災害が発生すると多くの組織や関係者が現場

（SEMO）のねらい」で紹介されている内容でたとえると、下のよ

に集中する傾向があります。活動が Operation：実行／事案処

うになります。

【目標】すべての避難者が、健康を崩すことなく生活できる。
【対応方針】具体的な対応

③避難所に出入りする人びとへのマスクの着用や手先の
消毒等の働きかけ
【事業】トイレ・消毒液の確保／健康相談の班体制や経路
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たとえば自動車を造るときに、それぞれの部門が部品設計したら
それで終わりというのでなく、各部門が相互に調整を重ねながら
最適化していくことで、製品全体の性能を高めていく。各部門の
能力をすりあわせながら、効果や性能を高めていく方法です。
すり合わせ型にするのか、組み合わせ型にするのかについては、
日本の組織のありかたや組織論とも関わってきますので、このあ
たりのこともしっかり説明しておかないと、日本の文化にそぐわな
いと言われかねません。

日本版 ICS 教材作成への展望

れ過ぎると一般に伝わりづらい用語があるということです。特に
基本概念に関しては、補足やトレーニングをとおして伝える努力を
しないと普及は難しいという印象があります。

理にさかれてしまうわけですね。実情としては、プランニングにも

日本版 ICS 教材を作成するためには、やはり各概念が日本で
適用するかどうかの検討が必要だと思います。それを再構成した

充するための意識づけにも、機能の検討は重要です。そのあたり

うえで、日本向けのローカライズが必要になってきますが、しか

の認識をしっかりもっておかないと、機能的アプローチも普及し

しあまりにローカライズしすぎてしまうと、他国の ICS との折り合

ないように思います。

いがつかなくなる。世界標準を取り入れる意義がなくなります。
このあたりの研究については、Facebook「ICS 研究会」グルー

①仮設トイレをすべての避難所に設置
②保健師らによる健康相談の巡回実施

ありまして、日本でよくとられている方法が「すり合わせ型」です。

FEMA 教材を翻訳していくなかで私が思うのは、直訳にとらわ

ロジステックスの部門にも人材や物資が必要です。他の機能を拡
【状況予測】避難所の衛星状況が悪化する。

モジュラー組織型にも「組み合わせ型」と「すり合わせ型」が

プでも公開されていますので、そちらもご参照ください。私から
Modular Organization｜モジュラー型組織

の情報提供は以上になります。

では災害規模に応じて、どのように組織を大きくしていくかとな

りますが、その方法のひとつとして
「モジュラー型組織」があります。
モジュラー型組織は、事案の規模や複雑さに応じてレゴブロック

組み合わせ型とすり合わせ型の比較「擦り合わせ型開発と組み合わせ型開発
目指すべきはどっち？」
（シクミとイシキの改革コンサルタント）より

Facebook「ICS 研究会」グループ
https://www.facebook.com/groups/519047798168167/
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●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

で共有されていなかったとお話ししましたが、あの事故から 20
年経った現在でも、行政間の情報共有が改善されたとは言い難

県
市町村

国

く、東日本大震災時に内閣府が提供した情報も、どこまで役だっ

中間支援組織
研究者

たのかわかりません。
そうしたなかで重要になってくるのが、NOP や各分野の専門
家が行なっているプロボノ（pro bono）の活動、中間支援組織
の役割です。私たち市民災害キャビネット災害支援部会は、東日
本大震災発災直後から 2 週の間に、日本の 3 分の 1 の NPO と
連携して、車やガソリン、物資などを支援しました。しかし、こう
した活動や作業にはどうしてもリダンダント（冗長・無駄）な側

地域アカウント
facebook/SNS 等
情報管理
ボランティア

研究者
アカウント

情報管理
ボランティア

研究者

面があり、それをどのように解決すべきかが課題です。
こうしたことから、私たちは日本建設情報総合センター
（JACIC）
の助成事業の一環として、災害対応のためのシステムづくりに取

【図①】災害時における中間支援組織の役割と位置づけ

り組みました。ここでつくられたシステムは、丹波の豪雨災害時
（2014/8/21）でも実際使われています。ただ、私たちのアプロー

Environmental Response Management Application (ERMA)

日本版 ICS で
クラウド型 GIS を
どう運用するか

講演［2］

立正大学 地球環境科学部

チはシステムサイドからのもので、当初はシンポジウムやワーク

がありますが、これらは基本的に文字だけの情報ですから、こ

ショップを開催してコミュニティやネットワークの維持を試みてい

れを GIS（Geographic Information System｜地理情報システ

ましたが、それだけでは不充分だという認識がありました。

ム）でカバーしていく必要があります。

そこで ICS をベースに取り込んだ協働型防災訓練を実施するこ

2009 年 8 月の台風第 9 号の被害で兵庫県佐用町が水害にみ

とになったわけです。2016 年 1 月 29・30 日に埼玉県杉戸町で

まわれましたが、そのときどういう人たちが情報を提供していたか

開催された「すぎと防災まつり」がそれで、今回で 3 回目になり

を調べると、日常的に写真を撮って情報を投稿しているような人

ます。中間支援組織を中心に行なわれる訓練で、2013 年の 1 回

たちが災害時にも情報を提供していることがわかりました。こうし

1997 年のナホトカ号重油流出事故では、それに伴う沿岸域被害

目は 60 団体 350 名、2 回目は 50 団体 200 名が参加しました。

たことは義務化するとやってくれませんので、そのあたりのことを

の解析評価のためのリモートセンシングやインターネット上の GIS

ここに至るまでの経験から、IS100・200 の日本普及におけるス

踏まえておくことも大事です。
「すぎと防災まつり」でも、これら

の役割についても研究しました。この頃、
科学技術振興機構
（JST）

トラテジーの現状をお伝えできるかと思います。

のツールを使って情報提供の手法を学んでもらっています。

災害情報の共有……SNS をどう活かすか

い団体がどんどん入ってきますから新規参加者への配慮も必要で

ナホトカ号事故のときは BBC しかありませんでしたが、以降

す。東日本大震災のときには 40 以上のボランティア団体ができ

油汚染の研究は適用する事例がそう多くありませんので、東日本

mixi や Twitter、Facebook な ど の SNS（social networking

たといわれますが、それらをまとめることは非常に難しい。私たち

大震災以降はこれまでやってきたことを汎用化して、災害現場で

service）が登場します。東日本大震災は広域災害だったため全

のボランティア団体本部でも、実際そういう問題が起きています。

活かせるシステムづくりにつなげたいと考え研究を続けています。

容把握に時間を要しました。発災直後は、交通マヒで⾏政等の

政府が ICS を取り入れたシステムで、時間的・場所的な制約

に社会技術研究開発センター（RISTEX）が開設され、実用可
能なシステムを工学的・実学的に研究する分野ができましたので、
そこからのオファーを受けながら研究をしていました。しかし、

こうしたサイトを立ち上げたコミュニティには、情報を見て新し

ナホトカ号の事故では、3 カ月間でのべ 20 万人のボランティア

パトロールが困難、電話も不通となり、関係機関相互の情報共

を超えた情報を整理し、NPO のボランティア活動にも介入してく

が集まり、沿岸域を汚染した重油をひしゃくとバケツで回収して

有も不充分でした。スマートフォン＋ Twitter や Facebook によ

れればうまく運用できるかもしれませんが、現在は中間支援組織

いました。重油流出の様子は、カナダ宇宙局のレーダーサット衛

る情報が活用されたといわれていますが、これらの情報は次々に

の行動を規定するような法律はありません。普段から中間支援組

星（RADARSAT）がとらえた映像を文部省（当時）に提供して

流れてしまい、発信元の情報にたどり着いて確認することが難し

織と連携するしくみを整え、ソーシャルキャピタルを管理し守るた

ナホトカ号重油流出事故で起きていたこと

いたのですが、海上保安庁には伝えられていませんでした。

いという問題があります。

めのガバナンスを考えておく必要があります。

立正大学の後藤真太郎と申します。先に講演された市民キャ

私たち研究プロジェクトは、リモートセンシングがとらえた重

私たちは SNS ツールをうまく活用して、災害時の情報をレギュ

ビネットの上村貴広さんたちと防災関係の NOP で支援活動にあ

油層を GIS でシミュレーションし、どの時点でどこに漂着するか

レーションできるサイトの構築を検証しています。総務省は、特

たったり、ICS を適用した訓練の開発に取り組んだりしています。

を解析し、住所の示されたデータを地図上に貼り付け、現時点

定地域の利用を対象とした「地域 SNS」を提唱しており、東日本

で回収作業が行なわれている場所を示すための情報システムをつ

大震災時は、岩手県盛岡市で地域 SNS を利用した「モリオネット」

づけをイメージしたものです。国や自治体と地域アカウント、研

後藤 真太郎

本日は主に下記の内容についてお話しします。

災害情報の共有……GIS をどう活かすか

【図①】は、災害時の情報共有における中間支援組織の位置

くりました。この流出が環境に対してどれだけの影響を及ぼすの

というサイトが立ち上がり情報を閲覧できましたが、現在ではか

究者アカウントの間のとりもちが、私たち中間支援組織の位置づ

① プロボノの情報提供・災害支援の現状

かを解析して、最終的には被害額を算出したいと考えましたが、

なりの部分が Facebook に流れてしまい活性化していません。

けと考えています。ボランティアの情報管理アカウントは、地域ア

② 災害時の情報共有体制での中間支援組織の位置づけ

生態系分野との調整が難しくそこまでは至りませんでした。現在

こうしたサイトを平時からしくんでおいて、災害時には目的別

カウントの下にあります。実際のところ、ボランティアの情報はボ

③ クラウド型 GIS による基本システムの構築・COP への適用

のような SNS はまだなく、電子掲示板（BBS ｜Bulletin Board

に独立させ、きちんと運用できるように準備しておく必要があり

ランティア内で留まっていて、有用な地図をたくさん作っても、そ

④ ICS を適用した協働型防災訓練への展開

System）しかなかった時代です。

ます。そのとき大事なのは、時空間的に異なるところから提供さ

れが必要な先に伝えられ有効に使われたことはほとんどないので

れた情報が変化していく様子を見えるようにしておくこと。これは

はないかと思います。それは研究者についても同じ。アメリの場

Twitter や Facebook では難しい。過去に投稿された情報にた

合ですと、
災害時、
ICS に準拠したシステムのなかにサイエンスチー

どり着くのが難しいからです。SNS の活用にはさまざまな可能性

ムがつくられ、科学的・実務的な視点から活動について議論す

私は以前、GIS（Geographic Information System｜地理情
報システム）による地球環境解析などについて研究していました。
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災害時における中間支援組織の役割とは何か

ナホトカ号事故に関わるデータが文部省（当時）と海上保安庁
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る諮問機関が機能します。日本の場合はそうしたものがなく、声
の大きな人によって対応が変わるというのが現状です。
GIS の情報に関しても同じことが言えます。アップされた情報
をコア部分で見られるようにするのが理想ですが、GIS ひとつ
とっても実は統合化されていません。驚かれるかもしれませんが、
GIS のデータは、道 路は道 路、都市は都市とばらばらな状況。
それぞれの機関が、それぞれの補助金で地理情報を作成してい
るからです。実際、統合型 GIS に取り組んでいるのは限られた自
治体しかありません。
また、地図には住宅や個人情報が関わってきます。Google の
地図データをプリントして使えないのは、その権利をゼンリンが
占拠しているからです。ちなみに図書館で住宅地図をプリントす
るときに必要な経費、あれもゼンリンに入るお金です。
これが現状です。このような状況で、災害時にすべてのデータ
を集めて COP（Common Operation Picture｜コモン オペレー
ション ピクチャー）とするなんてできるわけがありません。災害
時のためにこの問題にどう対処するか、それが大きな課題です。
19 種類の支援すべきこと……状況認識の統一

災害時に必要とされる支援の内容をまとめると、次のようにな

ります。

●

18 種類の共有すべき情報

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

DHS

FEMA

FGDC

NIMS

GeoPlatform

• 電力情報

• 都市ガス状況
• 上水道状況

NRF

• 道路通行状況

ICS

ERMA
(GIS)

• 運河・航路状況
• 空港状況

• 集結拠点状況

• 物資輸送拠点状況

• 応援人員受付拠点状況
• 避難指示発令状況
• 人的被害発生状況
• 避難所開設状況

• ガソリンスタンド開設状況

• 地震情報・暴露人口総数推定人口
• 通信確保状況
• 病院機能状況

後方支援遠野市モデル

国

国

県

県

NOAA, UNH

支援団体
ボランティア

支援団体

後方支援
自治体

COP

• 鉄道通行常用

• 災害対策本部状況

従来型の防災救制体

被災自治体

被災自治体

ここから ICS

FEMA: Federal Emergency Management Agency（アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁）
DHS: Department of Homeland Security（アメリカ合衆国国土安全保障省）

被災地支援スキーム

NIMS: National Incident Management System
（アメリカ合衆国インシデント・マネジメント・システム）
NRF: National Response Framework（国家対応枠組）
ICS: Incident Command System（インシデント コマンド システム）
FGDC: Federal Geographic Data Committee（アメリカ合衆国連邦地理データ委員会）

【図③】自治体間の連携による後方支援の実現

GeoPlatform
ERMA: Environmental Response Management Application（エルマ）
COP: Common Operation Picture（コモン オペレーション ピクチャー）
NSDI: National Spatial Data Infrastructure（国土空間データ基盤）
NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration Commissioned Corps
（アメリカ海洋大気庁士官部隊）
UNH: University of New Hampshire（ニューハンプシャー大学）

【図②】アメリカ合衆国における ICS 下での COP（GIS）の役割

整理してみるとそれほど多くはありません。体制さえ整えておけ
ば、なんとかなりそうに思うのですが、しかしこれらのそれぞれ

ICS のトレーニング教材

（ESF：Emergency Support Function）

の情報は、平時には流通できるようにはなっていませんから、地

先に支援に入るようにといった指令も発令されています。こうした

図を作ったとしても公表できないケースがあります。

あらゆる情報がひとつの画面で視覚化できるシステムがあり、一

中間支援組織による組織

初回はオブザーバー的な存在でしたが、2 回目以降の協働型

般にも公開されて情報を見ることができる。画面をクリックすると、

災害訓練では、自衛隊や消防の方々にも入ってもらいました。東

• 通信支援 Communications

アメリカにおける ICS 下での COP（GIS）の役割と位置づけ

ジオタグ付きのデータがリンクされて出てきます。ジオサーバーや

日本大震災後、災害対策基本法が改正され、関係者会議の場

オープンレイヤーで構成された情報がオープンソースで公開され

をつくってもらえるようになり、ここで行政との連絡調整が可能に

• 消防支援 Firefighting

湾 原 油 流 出 事 故 で は、ERMA（Environmental Response

ているわけです。

なりました。国家的な ICS の導入までには、まだ多くの時間を要

• 被災者支援 Mass Care

た。
【図②】はそのスキームです。

• 公衆衛生・医療支援 Health and Medical

｜アメリカ合衆国連邦地理データ委員会）という地図を管理する

私たちは岩手県遠野市のモデルを参考に、
【図③】右側のような

（ICS207 に定義される組織）については、第 6 回分科会で市民

• 救命活動 Search and Rescue

• 食料・水支援 Food and Water
• 治安維持・資源支援
• 広域支援

テムが機能し始めています。

• 輸送支援 Transportation

• 公共土木・技術支援 Public Works
• 情報作戦 Information and Planning
• 資源管理支援 Resource Support

2010 年 4 月 20 日にアメリカのフロリダ沖で起きたメキシコ

すことになりそうですが、中間支援組織としてできることは準備し

Management Application｜エルマ）というしくみが使われまし
アメリカには FGDC（Federal Geographic Data Committee

中間支援組織の連携による後方支援の実現

従来の防災支援は【図③】左側の体制で行なわれていました。

ていきたいと考えています。
ICS を活用した中間支 援 組 織だけで行なう支 援活動の体制

コミュニティがあり、ここが油流出事故の対応に GIS センターの

流れで防災支援を展開しています。従来の支援の流れの外側に、

キャビネットの上村貴広さんが発表したときの【P299 図③】を参

• 有害物質除去 Hazardous Materials

情報を使うよう指示を出し、ジオプラットフォームに文字情報や

災害に備えて平時からスキームをつくっておき、後方支援自治体

照してください。図中の部署部分に●印が付いた部分は、協働

数値、画像などを地図と結びつける統合作業を行なっていました。

を支援することになる。ボランティア団体は資金のないところがほ

型災害訓練で稼働した部門を示しています。本部の下に、計画

• エネルギー支援 Energy

災害が発生したときには、ERMA というアプリケーションを使う

とんどですので、物資の輸送や車両を使用する場合は、相談し

情報・実行処理・後方支援・財務庶務の各部隊があります。

という覚え書きが予め交わされており、機能する態勢になってい

ながら無駄がないよう調整もしていきます。

• 長期的復興支援

ます。メキシコ湾原油流出事故では、発災から 2 日後にこのシス

• ボランティア・義捐金・寄付調整支援

Volunteers and Donations

• ペット・家畜支援 Animal Protection

また、災害時に共有すべき情報は次の 18 項目です。
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こうしたことを実際の訓練をとおして身につけようということで、

計画情報部隊は、資源の管理や情報収集を担当します。情報
分析班にはマッピングチームがいます。埼玉県には私を含めて、

2012 年から協働型訓練をスタートしました。国土交通省の広域

地理情報システムの関係者が多く、Cord for SAITAMA という

それまでの油流出事故でもっとも大きかったのは、先にも述べ

的地域間協働事業の一環として開催しています。第 1 回目の訓練

地域課題の解決を標榜している団体もありますので、そうした団

たナホトカ号事故で、このときには 4600 キロ㍑の油が流出しま

には 60 団体 300 名が参加。協働型災害訓練という表現では一

体に手伝ってもらっています。

したが、メキシコ湾原油流出事故では、一日でそれに相当する

般にわかりづらいので「すぎと防災まつり」として、地元の自主防

実行処理部隊には、空港支援課・被災地支援課があり、航空

油が流れ、それが 4 月 20 日から 8 月 10 日まで続く大きな事故

災のメンバーや埼玉県キャンプ協会などにも参加してもらい、ヘリ

支援は市民防災ヘリを運用している団体が、被災地支援課には

でした。

コプターや救助犬を出動したワークショップを開催しています。埼

救助犬捜索班が配置されています。救助犬捜索班に入っている

事故のあった場所は、ルイジアナ州の湿地帯にも近く、クロコ

玉県キャンプ協会は、日本だけでなく東南アジアの災害時にも後

支援団体は、2014 年 8 月に広島で発生した豪雨災害時に 30 頭

ダイルやペリカンなど貴重な生物が生息する一帯でもありました。

方支援に出動しています。そうした団体と協力しながら、炊き出

の救助犬を派遣しました。

環境に対するインパクトが大きかったことから、○○地域には真っ

しの訓練も行ないました。

後方支援部隊は、たとえば活動を実行するために車両が必要
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になった場合、要請があったところそれぞれに車を手配するので
はなく、○○と△△は目的地が同じ方向なので 1 台で共有して使

●

ICS201 の共有と日常的なデータ流通の調整

条件に応じて、自分たちでどういう戦術をとるのかをまとめて、

うなどの調整も行ないます。支援に関わる費用に関しては、すべ

ICS のフォーマットに落とし込むという作業を行ないます。・地図・

て財務庶務部隊がひとつの窓口で処理します。

状況・安全衛生概要・対応目標・対応状況ログ・組織図・人的・

こうした ICS 207 組 織のスキームをつくり、中間支 援 組 織

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

物的資源概要など、事前に作成した ICS201（初動状況説明書）

の活動をとりまとめています。災害対 策 本の活動サイクルには

による初動状況を報告フォームに従って記録します。ここで使わ

Planning P を導入しています。災害が発生したら本部会議を開

れる地図が COP の一部になります。

く→戦略方針を会議で決定する→対応計画を準備し→実地計画

GIS データの流通については、東日本大震災でも議論がありま

調整会議で調整して→計画の実行。そしてそれらの活動の進捗

した。当時、内閣府が使っていた GIS は WMS 配信を基本とし

状況の評価──と一回りするまでの流れを体験できるよう訓練を

ていましたが、きちんとしたかたちで提供することは前提としてい

行なっています。

なかったことから、いろいろもめ事がありました。
WMS は、インターネットの URL にアドレスを入力すれば地図

「すぎと防災まつり」の訓練

「すぎと防災まつり」の訓練概要は、次のような内容です。

が出てきます。GIS のデータ情報は、点と線と面の情報でできて
います。点の情報は個人情報が絡んできますので扱いが難しいと
ころがある。WMS はそれをクリアにするために、領域別にタイル

訓練概要

で画像をつくっていきます。要するに地図の画像と同じで、ある
領域のタイルを集めて、地図のように表示するというものです。タ

東京湾北部を震源地とするマグニチュード 7（深さ 10Km）

イル状になっているので、個人情報をもってくることはできません。

働型災害ボランティアセンターとして「NPO 災害支援セン

るイメージです。

用して災害支援対応にあたる。

人間も普段づきあいのなかで顔と顔が見える関係がないと災害

の首都直下地震が発生したと想定し、埼玉県杉戸町に、協
ター」を設 置。ICS（Incident Command System）を活

［初動対応］

紙の地図をインターネット上で貼り合わせたり、重ね合わせたりす
平時から、こうしたものを活用して地図も使えるようにしておく。
時にうまく機能しないといいますが、地図も同じです。普段から
WMS 配信される情報を活用できるようにしておかないといけな

6:00 地震発生。自主参集メンバーがセンターの集結。最

い。データ変換やクラウド化の作業を民間会社でやろうとすると

ない、ICS201（初動状況説明書）を作成する。あらかじめ

ろうと思います。先ほどご紹介した ERMA のように、Geoserver

り、それを情報共有のベースにする。

に関する情報は、機能が限定された、使いやすく入手しやすいデー

初に 到着したメンバーが本部責任者となり、初動対応を行

資金が必要になりますが、大学の機能やシステムを使えば可能だ

ICS201 のフォームに従って、それを軸としたスキームをつく

と MYSQL というオープンソースを使って WMS 配信する。災害

［プランニングサイクル］

事前に割り当てられている本部責任者が 到着し、権限委

タを活用して、誰もが活用できるオープンソースである必要があり
ます。こうしたことを部分的ではありますが始めています。

譲 を 行 な う。 そ の 後、 会 議（Incident briefing. Unified

ICS204（人員配置表）の作成と ICS202（達成目標書）の共有

を設定、ICS202（達成目標書）、203（組織割当表）として、

NPO などの役員・職員、大学教員、国・地方自治体職員、GIS

ここから、各班対応計画（戦術）をワークショップ・図上演

全 17 班あります。各班で何をするかというと、訓練やワークショッ

IAP（Incident Action Plan：事案対応計画書）をまとめる。

画・特記事項・通信手段／割り当てをし、リーダーを決めて、誰

Command meeting に相当）を実施。目標・活動方針
（戦略）

班の構成メンバーは、東日本大震災時で支援経験のある災害

各班に配布し共有する。

専門家、医師・看護師、シンクタンク職員など 5 ～ 6 名で構成され、

習（DIG）形式で立案し、ICS204（人員配置表）を作成。

プのスキームに応じて・班・係名・サブチームの割り当て・対応計
が何をやるのか対応計画を決めます。それから ICS202（達成目
標書）というフォームを使って活動内容を明確にし、これを本部

訓練の準備と言いましても、皆さん普段の業務がありますので、
事前の参加はなかなか難しく、事前に寄せられる情報もまちまち

提出して情報を共有します。
達成目標書を共有には、次のような目的があります。

です。告知情報を見て、直前に参加を要望してくる方もいます。そ
ういう人たちを拒否せずに受け入れて、これらの組織のなかに組
み込むということをやっていますので能率が悪く課題は多いです。
そこで新規の参加者を拒否すると、輪が広がっていかないという
危惧をもっています。
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ICS202（達成目標書）の共有
【全般】

・メンバーの安全・健康を第一とし、標準対応手順書に遵守

【図④】Incident Action Plan(IAP) Information Flow

して活動する。

・行政等と密接に連絡を取り、協働して活動を行なう。

練を行ないます。カードに記載することで議論したことが文字に
残るようにし、それをまとめて共有します。

【被災地支援活動】

・東京都港区・世田谷区を中心に、被害状況等の 情報収集
に注力する。

・捜索・救助活動を、関係機関と連携し行なう。

・患者搬送支援活動を、関係機関と連携し行なう。

・物資・要員輸送活動を、関係機関と連携し行なう。

・被災地域での避難所運営活動を支援する。

【写真①】協働型大規模訓練の様子 撮影：広報班 島氏

【後方支援活動】

・避難所を杉戸町内に設置・開設し、広域から避難者を受け
入れ支援する。

・被災地での支援物資の需給状況を評価し、募集・受入れ
体制を整える。

・活動資金や支援物資調達資金を調達するため、募金・ファ
ンドレイジング活動を行なう。

【写真①】がその訓練の様子です。テーブルひとつにひとつの
班を配置して、各班で議論してもらいます。条件付与のカード、
質問カードや照会カードなどを配布して、課題を解決していく訓
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Geoserver +WMS による WMS 配信

WMS 配信は、WMS のサーバーをつくり、Geoserver（2.3.3

●

情報を更新したりすることもできます。
こうしたデータをとりまとめる団体がありまして、情報を KLM

インターネット環境があれば、Google API V3 等で受信すること

データ
（三次元地理空間情報の表示を管理するマークアップ言語）

ができ、情 報（地図データ・XML 形式・Shape 形式・MySQL

に変換することで、タイトルや場所のテキストデータ、写真と地図

Extention）をブラウザで操作できます。

を入れことができるようになります。FaceBook でも同じようなこ
とができますが、FaceBook で地図を書く場合、別のところから

農研機構がそれらの基盤地図をデータ公開していますので、こう

データをもってこないとなりません。SNS は地図とテキストや画

したところとリンクすることで、さまざまな地理空間情報を共有で

像を同時に使えるところにメリットがあります。

きるようになります。

【図⑥】丹波豪雨災害 累積水量マップ 2014/8/21

ときに使うツールですが、それを利用して孤立集落を示したり、

以上。Java Run Time）+ MYSQL により空間情報を送出します。

国土地理院は日本の骨幹になる基礎地図情報をもっています。

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図⑨】が 2015 年 4 月のネパール地震のときの地図です。●
部分が甚大な被害のあったところです。Code for Nepal という
特定非営利活動法人が提供してくれたデータを基に、累積水量

豪雪災害への適用

マップを重ね合わせて、このような地図を作成しました。地図情

用いられました。これは地形情報からつくる累積水量マップとい

です。

2014 年 2 月の埼玉県秩父の豪雪災害時にも、このシステムが

報が共有できれば、このように処理したデータを提供できるわけ

うものです。血管のように見える線は川ではなくて、上流で雨が
降るとそれがこの線に沿って流れてくることを示します。当時は地
図上の★印部分が孤立集落となっていました。地図を見ると、孤
立集落と似かよった条件の集落があることがわかりますので、事

オープンソースの GIS を使用したシステムの構築

2016 年 1 月 29・30 日に、杉戸町で第 3 回目の協働型訓練

を実施しました。訓練のテーマは以下の 6 つです。

前に注意をうながすることができます。土砂災害などでは、こう
した危険カ所と思われる場所に避難所があるケースが多いもので
す。そういう場合は、そこは避難所として危険なので移動したほ
うがいいと指示できます。2013 年 10 月に発生した伊豆大島の土
石流災害時でも、これらの情報をベースに東京消防庁と情報をや
りとりして、避難所を移動したケースがありました。
【図⑤】
地域 SNS × GIS による情報収集

SNS のなかでも地図を示すことができるものがあります。ここ

でこんなものを発見したといった一般のブログで情報を提供する

訓練のテーマ
・テーマ 1 民間災害救助犬の利活用［日本捜索救助犬協会］

・テーマ 2

自 家用ヘリコプターの利活用［市民航空支援

・テーマ 3

ICT の利活用～ご近所防災マップ・情報提供

・テーマ 4

地域医療と地域防災［東埼玉総合病院］

・テーマ 5

センター］

～（野外活動含む）
［立正大学］

無 線航空機（ドローン）の利活用［総務省情

【図⑦】大島土石流災害累積水量マップ（2013 年 10 月）

【図⑧】広島豪雨 累積水量マップ 2014/8/21
（○印部分が被害のあった主な地域）

【図⑨】ネパール地震 累積水量マップ 2015/4/25

【図⑤】埼玉県秩父市豪雪災害（2014 年 3 月）

380

381

都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト | 都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究

・テーマ 6

報通信研究機構］

屋外に出てマッピング作業

●

きに不備があると受理されません。立て替えた予算で赤字になら
ないよう、検討するための活動がフルスケールの訓練のなかに組

回を重ねるごとに、私たち自身も次に何をすればいいのか目的

この訓練を見学したことがありますが、予算に関わるところが
大変充実しており、国家的な ICS が導入されていない海上災害

したような ISC204 をつくるためのワークショップや救助犬と防災

防止センターはこうしたスキームで対応していますから、こうした

ヘリをもっている団体の訓練をしました。

ところとは同じスキームで協力し合うことが可能です。

救助犬を派遣する団体は発災直後から動くことが多いのです

日本には「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 43

が、要請されて現場に向かっても、要請先の組織が異なると、同

条の 6 第 1 項の協議会」として制定された排出油等防除協議会

じ場所を二重に捜索するといったことがしばしば起きていました。

が、全国で 200 以上あります。東日本大震災のときには、仙台

そこで日本捜索救助犬協会（全日本救助犬団体協議会）と協働

や気仙沼、女川などで、コスモ石油のタンクが被災し、油汚染事

しながら、救助犬のハンドラーに GPS の装置をつけて、どこを

故になりました。あまり話題になりませんでしたが、3500㍑のタ

操作したのかをトラッキングする方法を提案しました。

ンクがふたつ消失しています。それだけでも 7000㍑の油が流出

なく、たとえば土砂災害でしたら、発災直後にドローンなどで撮
影した映像を提供してもらい、その情報と過去の地図を照合して、

していることになり、これはナホトカ船事故の流出よりも多い油流
出量になります。
それほどの事故だったのに、日本の排出油等防除協議会は震

家屋があった場所の地図を重ね合わせれば、どういうところを操

災時、いっさい動きませんでした。この業務は消防団などが兼務

作したら有効なのかわかってきます。

していることが多いので、実際に動く人がいなかったということで

また、救助犬やヘリが活動するためには、そこまでに向かうま

す。5 月頃まで余震が続き、調査にも行けなかった。このように、

での車両や費用が必要になります。救援活動にどのようなところ

ひとつの機関に一任しておくと、とるべき対応がとれないというこ

が絡んでくるのか、事前に想定し団体や班の動きのチェックも行

とになりかねません。

ないました。
後半の訓練は、避難所設定がメインです。首都圏で大災害が
発生した場合、埼玉県は東京都からの避難者を受け入れる役割

［質疑］

み込まれています。

が明らかになってきています。2016 年の訓練では、先ほど紹介

救助犬が向かう場所についても、目的なくただ捜索するのでは

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

ICS 活動の理解をうながす教科書をつくる

中間支援組織で訓練を行なう場合に限らず、やはり基本となる

がおそらく多くなるでしょうから、そのときに何人の避難者がどこ

テキストは必要です。どのようなかたちでもいいので、予め読んで

にどのように避難するのか、負傷者はどれくらいか、その活動に

おいてもらえるテキストをつくりたいと考えています。さらに一般の

関わる団体はどのように動くのかを検証します。メンバーのなか

人やあまり準備せずに入ってくるボランティア団体向けの簡単な教

に東埼玉総合病院の広域医療のグループも参加していますので、

科書も必要です。漫画で説明するような資料がいいかなと考えて

協力しながら検証を重ねていきます。

おりまして、年度内にかたちにしようと、今準備を進めているとこ

秋冨：中間支援組織による ICS207 組織の樹形図についてです
が、図中の ABC のナンバリングの意味を教えてください。

後藤：その関係者が訓練に参加したことを意味します。4 つの部
隊は予め決めておき、
その下の各班が訓練の準備をすることになっ
ているのですが、当日まで参加するかどうかわからない団体もあ
る。それが NPO の現状でもあります。その苦肉の策として、予
めすべての状況を想定して準備しておき、参加してくれたらそこに
当てはめています。
秋冨：日本で ICS をセクション別に機能させようというとき、後

方支援までは理解してもらえるのですが、財務庶務の部分が理
解されません。資金は後からなんとかなるから、とにかくやって
しまえという考え。しかし権限移譲でも資金は関わってきますし、
やってしまえで済むものではない。NPO で資金調達班や経理処
理班は、具体的にどのようなことをされているのですか。
後藤：東日本大震災時は、後方支援部隊に相当するところが燃

料調整に動きました。実際には国会議員と直接調整しています。
通行書の準備もそれぞれの NPO 団体がやるのではなくて、私た
ちの財務庶務部隊がまとめてやっています。
秋冨：経理の具体的な方法はどのようにされていますか。

後藤：組織全体でひとつの口座をつくり、すべての費用を運用し
ています。資金が潤沢な場合は運用だけで済みますが、問題は

資金をどうやってとってくるかですね。支援活動に対するクラウド
ファンデイングをつくり、寄付をしてもらったり募金活動したりす
ることもひとつの方法だと思います。

ろです。
海上災害防止センターが展開している ICS 活動

ストラテジー、戦法、戦略というところまでいかなくとも、まず

かつて日本建設情報総合センター（JACIC）で GIS を活用し

は中間支援組織のなかで無駄のない有用な活動ができるよう準

たオープンソースのシステムをつくり、IS100・200・ICS315 の

備をしておく。日本版 FEMA が構築されるのは 10 年先 20 年先

翻訳作業を経験して、そのたたき台をつくり、実際に訓練を行な

かわかりませんけれども、国がまだ導入していない現時点でも活

い、それを実証的に検証したことがあります。こうしたこれまで

動はできますので、普及活動を続けながら普段の活動のなかでで

の経験から言えるのは、IS100・200 を導入することで業務の効

きることを準備しておくというのが私の考えるストラテジーです。

率化が確実に図れるということです。それを有効な活動とするた
めにも、訓練でカバーすることは非常に大事です。
国家的な ICS の導入は難しいですが、IS100・200 普及の道
はあると思います。海上保安庁は、毎年 1 月にフルスケールの訓
練を 3 日間行なっています。国は ICS を取り入れていませんけれ
ども、海上保安庁の現場では事実的にこの方式を取り入れていま
す。それはなぜかと言いますと、たとえばナホトカ船事故のような
大事故な油汚染が発生した場合、海上災害防止センターがフロン
トになって動くことになります。基本的に委託業務は制限されて
いるのですが、フロントになって活動する場合は、海上災害防止
センターがいったん予算を立て替えるかたちになります。
事故が収束した後でその費用伝票を処理するのですが、そのと
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日本の危機管理システムを
どう構築していくか

●

「勝利の軍は開戦前に勝利を得ている」という孫子のことばがあり

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

計画立案会議

戦略会議

ます。いくさは、戦いが始まる前にすでに勝利は決まっている─
─これは何を言っているかというと、戦うことだけで勝敗が決まる
わけではないということ。いわゆる、プランニングとストラテジが
勝負を決めるということを孫子は喩えています。

戦略会議の準備（ワークショップ）

対応計画準備と承認

「日本の危機管理の課題は何か」という問いの結論を申し上げ

講演［3］

ますと、単なる机上の計画では機能しない。活きた実行プランニ
ング能力が必要だということになります。日本人は BCP
（Business

株式会社 日本防災デザイン

Continuity Plan）などをつくらせれば、きちっとしたものをつく

熊丸 由布治

吹き込むような実行プランニング能力が欠けている。それは東日

りますし、計画を立てるのは非常に上手です。ただ、そこに命を
本大震災でも証明されました。この能力は、危機管理を考える際
に絶対的に必要な能力です。プランニングとストラテジのリテラ
シーや教育、訓練が欠けているのではないかと私は思います。

日本語版『消防業務エッセンシャルズ』発行の背景

熊丸と申します。初めての方もいらっしゃいますので、簡単に自

己紹介いたしますと、私は約三十数年、在日米陸軍の統合消防
本部に勤務しておりました。2014 年 3 月に退職し、株式会社日

幕僚スタッフ会議

計画と実行プランニングは同じではない。

つまりプランだけではだめで、ing を足してプランニングをやっ

本防災デザインという会社を立ち上げ、現在は主に危機管理に関

ていかなければならない。プランニングすることで初めてゴール

わるコンサルティング事業を行なっています。

に到達することができますし、予測可能な混乱は最小限、あるい

2015 年 9 月 11 日に、オクラホマ州立大学が出版した消防・

は未然に防ぐことが可能になります。このオペレーショナル・プラ

危 機 管 理 の 専 門 書 “Essentials of Fire Fighting and Fire

ンニングを、いかにして ICS の教育に伴って広めていくかというこ

Department Operations” の 翻 訳 書『 消 防 業 務 エッセンシャ

とが課題と考えます。

初期 IC/UC 本部会議
（戦略会議の）準備会議

通インシデント発生

プランニング P（PlanningP）のサイクル
FEMA Incident Action Planning Guide より

すが、そのなかで代表的なものをピックアップしましょう。

ルズ 第 6 改訂版』を発刊しました。翻訳にあたっては、NFPA

アイゼンハワーは「戦において、いつも私は “ 計画 ” は役に立
たないが、“ プランニング ” は必須であることを知っている」と語っ

す。SMART とは賢いという意味ですが、その単語の頭文字をとっ

協会）から正式な使用許諾を受けています。翻訳作業には、約

ています。プランとプランニングには大きな違いがある。どうでしょ

て以下のようにまとめられています。

10 カ月ほどを要しました。それに関連したアプリケーションなど

うか。皆さん、プランとプランニングの違いを意識されたことはあ

の開発も手がけています。

りますか。

スト構想」という復興支援プロジェクトで、防災教育研修拠点整

タイソンが、世界タイトル戦で勝ったときのインタビューでメディ

備事業が動き始めているところです。

アに答えた
「誰もが顔面にパンチを喰らうまでは計画をもっている」

新しい活動サイクル
実施 / 完了

初期対応状況評価
通信・連絡

（National Fire Protection Association｜アメリカ合衆国防火

もうひとつおもしろい喩えがあります。プロボクサーのマイク・

New Ops Period
Begins

インシデント概要
説明会議（ISC201）

そのひとつが、SMART プランニング・シーケンスというもので

最近では、経済産業省が進めている「福島イノベーションコー

対応活動の状況説明

統合指揮目標設定会議

SMART プランニング・シーケンス
S: Specific（詳細に）……立てた目標＝ゴールを段階ごとに、ま
た要素ごとに細かく分類し、優先順位をつけて論理的な系列に

R: Resources（必要資源）……その目標を達成するために必要
な資源は何か。人的・物的資源としてどのようなものが必要かを
考えること。
T: Timetable（時間軸）……これは時間軸です。まず定めて、
それを試して、評価して、それをサイクルとして繰り返えすこと。

プランニング P の考え方：Planning P

というもの。彼のこのことばからは、ふたつの教訓が導き出され

まとめること。その際に、欠落させてならないのは 5W1H です。

テーマを提示され、私なりに頭を悩ませましたが、これまで東京

ます。ひとつめは、だからといって計画をもたなくていいというわ

いつ（When）
、
どこで（Where）
、
だれが（Who）
、
なにを（What）
、

という考え方です。危機対応において、どのようにしてプランニン

電力の危機管理アドバイザーや消防団の教育訓練などに関わり、

けでなない。しっかりした計画をもつことは第一の前提です。た

なぜ（Why）、どのように（How）という情報伝達のポイントを組

グに命を吹き込んでいくか、現在進行形でどのようにつくっていく

米軍での経験などを世間にアウトプットしてきましたので、本日は

だ、その計画で切り抜けるためには、臨機応変に活きた計画に

み込まなくてはなりません。

かというのが Planning P です。
これが危機対応で有用なオペレー

その集大成として、これだけは避けてとおれないだろうということ

変えていかなければならないということ。ふたつめは、新しい計

秋冨先生から「日本の危機管理システムの課題」という難しい

を提案いたします。

画というのは、最初に立てた計画をまったく無視することではなく、
進化させることだと言っているわけですね。これがまさにオペレー
ショナル・プランニングです。それが紙に書いたただの計画と実

実行プランニング：Operational Planning

ショナル・プランニングにつながっていきます。
M: Measurable（測定可能な）……測定可能な目標設定をしな

ていろいろな訳し方があると思います。この Planning P でもっと

ルストーンを、プランニングのなかに入れておくということです。

も重要なポイントとなるのは、計画立案会議：プランニング・ミー
ティングです。いかに迅速に計画立案会議を開いて、インシデン

A: Accomplishable（実行可能な）……実行可能なプランニン
グであるかどうかを検討すること。非現実的な計画を立てていな

1. 実行プランニングの重要性（Operational Planning）
2. 計画立案手順の実践（Planning Sequence）
3. インシデント コマンド システムの活用
（Value the need for ICS）

384

プランニング P に示されていることばについては、立場によっ

ければならないということ。各段階での達成度を測るためのマイ

行プランニングの違いです。

本日は以下のアジェンダで話を進めます。

これを的確に表しているのが、プランニング P（Planning P）

トコマンダーの承認をとるかということ。そのためにこのようなプ
ロセスを踏んでいかなければなりません。

計画立案手順の実践：Planning Sequence

いか。具体的で現実的な目標設定か否か。もし失敗するとすれば、
その原因となる障害にどのようなことが考えられるかを事前に入れ

どの会議に誰が出席して、どのようなアジェンダを協議したかを

か。これは「インシデント・コマンド・プランニング・シークエンス」

ておく必要があります。

きちんと整理しておくことも大事です。

では具体的に、どのような計画立案手順を踏んでいけばいいの

と表現されています。プランニングのプロセスにもいろいろありま

このように危機対応は会議の繰り返しなのですが、そのとき、

東日本大震災時、福島第一原発事故に対する政府の対応、そ
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●

れから東京電力の対応も、このプランニング P に則って進めてい
れば、大きな間違いは起きなかったのではないかと私は今でも

幅広い
ターゲットの設定

逃走と
犯行声明

思っていますが、当時はこうした考えもまったくなく、リテラシー
もなく、ICS の考え方もなかったがために、あのような事態を招
いてしまいました。
このプランニング P の考え方も、ICS の教育のなかで浸透させ
なければならないものと私は位置づけています。

インテリジェンスと
サーベイランス

目的遂行の
ための実行

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

インシデント コマンド システムの活用：Value the need for ICS

事故対応に協力した方です。

ン・プランニングを当てはめていくかということになります。

はやはり ICS だったという。命令系統を統一させて、共通認識

では、想定外の事態が発生したときに、どのようにオペレーショ
インシ デ ント コマンド システム（Incident Management

をもって運用することの重要性を説いたけれども理解を得られな

System｜ICS）の必要性については、これまでにもいろいろなと

かったと。それが現段階では、ICS に則った運用がなされている

ころで論議されてきました。私はこのことばを
「現場指揮システム」

のは大きな進歩だと話していました。

と訳しています。

福島第一原子力発電所の事故がクローズアップされがちです

ICS の価値について、いい事例がありますのでご紹介します。
2015 年 12 月 10 日の朝日新聞に『原発との共生

テロリストも実行プランニングを用いている。

たとえばテロリストも実行プランニングをやっているんですね。

具体的な
ターゲットの選定

リハーサル

むしろテロリストのほうが、きちんとした計画立案手法を用いなが

実行前の
サーベイランスと
プランニング

ら、オペレーションプランニングをやっていると言ってもいい。彼
らはまず調査から入ります。
テロリスト８つの実行プランニング

テロリストのプランニング・サイクル

1. 調査：ターゲットとなるエリアを綿密に監視・分析調査を行なう。

最初の来日で、政府関係者や東電関係者に伝えたかったこと

愚直な安全追

が、実はその陰で、福島第二原子力発電所が間一髪のところで
災害を未然に防いでいました。福島第二原発所の対応について

究こそ』
というコラムが掲載されました。米国で開発された ICS が、

は、グローバルマネジメント誌の『ハーバードビジネスレビュー

柏崎刈羽原発の取り組みとして正式に取り入れられ、毎月の訓練

（Harvard Business Review）』が取り上げておりまして、組 織

にも反映されているという内容です。

理論学者のカール・ワイク氏が言う「不測の事態で発揮されたセ

2015 年 6 月 29 日、元原子力規制委員会チャールズ・カスト

ンスメーキング」ということばを使って紹介しています。

博士（アメリカ原子力規制委員回 NRC 元幹部）が、柏崎刈羽原

私は、東京電力の危機管理アドバイザーをしておりましたので、

発の訓練視察のために来日しています。その同行を依頼されたの

事故当時、福島第二原発所の署長だった増田尚宏さんとは面識

で私も一緒に視察してきましたが、訓練の様子を見てカスト博士

があります。事故前に私が ICS の講義に行ったとき、東京電力

は大絶賛していました。彼は東日本大震災・福島第一原子力発電

のなかでもっとも的確に ICS の概念を理解されたのは、この増

所事故の 3 日後に、
アメリカ政府から派遣されて日本政府を訪ね、

田所長だったかもしれません。他の方は、初めて見聞きする概念

時には録画したり、行動をモニタリングしたりするケースもある。

2. 誘発：より詳細な情報を得るために、メールや電話、時には
一個人から情報を得ようと考える。サーベイランスをしっかりやる

につながり、問題解決のための重要な武器となります。当然のこ

ということ。

とですが、だから皆さん計画をつくるわけです。

3. 警備体制確認：防犯上のセキュリティシステムや警報のしくみ

地震への備えは当然だが、新潟県の泉田裕彦

朝日新聞 DIGITAL 2015 年 12 月 10 日 05 時 00 分 配信記事より転載

知事が求めている、福島の事故原因の総括や、

ザ・コラム

原発との共生

愚直な安全追求こそ

責任者の処分も欠かせまい。

駒野 剛

また武装勢力による攻撃のような事態でも、

を分析し、確認する。セキュリティーのシステムがどれくらいの時

間軸で突破できるかなどを詳細に調べる。時間軸、どれくらいで
突破できるのかを考える。
4. 資金計画：テロを実行するための資金的な裏づけを行なう。しっ
かり立てる。

5. 物資調達：テロに使用する武器をはじめ、移動手段や通信手
段に用いるあらゆる資機材を調達する。

6. 偽装工作：ターゲットとなる組織や場所へのアクセスや情報を
得るために偽装民間人になりすます。

7. リハーサル：そして必ずリハーサルをやる。実行前の練習として

原発の安全を保たねばならない。１０月２９

危機管理プランニング
［潜在的危機の分析］

最初にやることは、潜在的危機の分析です。たとえば、インフ

ルエンザの流行により会社の従業員の 50％が繁忙期に出社でき
なくなるといった潜在的危機があったとしましょう。
［潜在的影響の分析］

それに対して、どのようなビジネスインパクトがあるのかを考え

リハーサルを行ない、計画の精度を高める。

ます。分析してみると、60%の従業員が病欠し生産性が 75%ダ

8. 実行：最終フェーズで実行体制に入る。

ウンする。16 週間にわたり業務がストップするといったことが洗
い出されてきます。

こうしたプロセスを経て、彼らは実行プランニングを実践してい
ます。最後は犯行声明を出して、自分たちのテロ行為を広く伝える。
テロリストに負けてはいられないと思います。事故を未然に防ぐ力

［明確な目的を達成するための戦略］

それに対して、明確な目的を達成するための戦略としてどうす

るかを考えます。たとえば、従業員への予防接種を促す。従業員

を実践していかなければなりません。

とその家族に対するワクチン接種を促すといった対応です。

では、危機管理のプロセスをどのようにしていけばいいかという

ことですが、ひとつ例を出してご説明します。
まずプランニングを立てる。緊急時対応計画をもつことは、リ

そのものだ。そうした事態にも立ち向かえる

日、柏崎原発付近で新潟県警と陸上自衛隊が

危機管理策として行き着いたのは、米国で開

初めて、武装工作員に攻撃される可能性が高

到着し取り除いていく。作業者の胸には大小

発された現場指揮システム（ＩＣＳ）だ。山

まったとの想定で共同訓練をした。

六つ紅白の丸を図案化した東京電力のシンボ

火事への対策として始まり、テロや流行性感

ルマーク。ここは新潟県、柏崎刈羽原子力発

染症などにも採用される。

電所である。
震災で大量のがれきは復旧の邪魔者だ。福
島第一原子力発電所でもそうだった。柏崎は

以前は資材など１２もの班が置かれ、優先
順位をつけずに発電所長１人へ情報を集め、
全ての判断を委ねていた。

［準備された行動を実践する］

最終的に、準備された行動を実践していきます。従業員へイン

フルエンザの注意を促す。従業員とその家族に予防接種プログラ
ムをタイムリーに実施していく。啓蒙や教育もここに含まれます。
これが一連のクライシスマネジメントの危機管理プロセスです。

こうした最悪の事態をあえて想定し、態勢
を作り上げることも共生の条件だ。
◇
日本の電力供給は、明治２０（１８８７）
年１１月、東電の前身、東京電灯が東京・茅

自前でログイン前の続き対応できるよう約

それを見直し、現場と所長の間に５人のま

場町に設置したエジソン式発電機から始まっ

１００人の職員が重機の免許を取り、本来の

とめ役を置き、彼らに判断を委ねる分権型に

た。以来、家庭に明かりをともし、産業の血

職務の傍ら、復旧の訓練を重ねてきた。

改めた。所長に上げる情報も優先度をつける

流として、人々が幸福を追求するため必要欠

ようにした。

くべからざる公共財になった。

そそり立つ高さ１０メートルの防潮堤、原
子炉建屋の防水化、原子炉冷却用の貯水池の

「あえて複合被災なども想定し、毎月、ＩＣ

やがて東電を筆頭とする電力業界は、電力

整備、４２台の消防車、高台から電気を供給

Ｓによる訓練を繰り返し、問題をあぶり出し

供給に加え、多額の設備投資を担い、産業界、

できる空冷式ガスタービン発電機車……。

ている」（横村忠幸所長）のだ。

地域経済の圧倒的な存在になる。

全電源喪失の結果、炉心溶融や水素爆発を

をつけるためには、やはりこのようなオペレーションプランニング

危機管理プロセスをどう具体化するか

直径１メートル超のタイヤ６本と丸太２束
が道をふさいでいる。そこにショベルカーが

招いた失敗を踏まえ、発電所内部のハード面
の安全対策は充実して見える。
使いこなすのは人間、という原点に立ち返
り、安全文化の変更にも踏み込む。
「最重要な原子炉の水位などの情報と、緊急
度が高くないものとが玉石混交で故吉田昌郎

◇
東電が柏崎でハード、ソフト両面の危機管
理の充実を急ぐのは、６、７号機の再稼働の

そうしてかちえた地位が、１９９０年１２
月の平岩外四・東電会長の経団連会長就任だ。
業界初の財界トップの座である。

ためだ。福島の廃炉事業や賠償、多額の電力

しかし、平岩氏が目指したのは、企業利益

債の償還、本格化する電力自由化競争での生

の追求などではなく、
「消費者・生活者と企業

き残り。収支改善できる再稼働は切実な願望

の共生の実現」だった。

なのだろう。

社会あっての企業と考えた彼の後継者に

所長に集中した。あの状況を繰り返したくな

地球温暖化を思えば、石炭、石油などＣＯ

いという強烈な反省がある」と原子力改革の

２（二酸化炭素）排出源に過度に頼れない。

かじ取り役、松本純一特別タスクフォース事

次代の主役、再生可能エネルギーも発展途上

生を図るには、企業と社会との共生をはるか

務局長代理は話す。

だ。私は、当面２０～３０年間程度の期間に

に上回る努力や説得が必要だ。愚直に安全を

限定して、原子力との「共生」を真正面から

守り抜き、幸せの種火をともす役割に徹する。

議論せざるをえないと考える。

それらを地道に実行した先に、東電の真の企

柏崎は７基、定格電気出力は計８２１万キ
ロワット。かつての福島第一、第二を合算し
た規模に匹敵する。原子炉の複合被災は悪夢

ただし、安全確保は共生の絶対条件だ。大

とっても、共生は実現すべき理念だろう。
信頼性に疑問符がついた原発が社会との共

業再生が見えてくるはずだ。
（編集委員）

スク・アセスメントや危機対応において、想定外を想定すること
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の話をかなり警戒して聞いていましたから。

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

のようになります。

『ハーバードビジネスレビュー』は、増田所長のリーダーシップ
とその活動を「センスメーキング」と評価し、その行動が発揮さ
れたポイントとして以下の 7 つを挙げています。
センスメーキング（マインドフルネス）
1. 技術的力量・知識・熱意→信頼

2. 状況の把握（移り変わる状況）

インシデント・マネジメント
・混乱の状況下でも、研ぎ澄まされた感覚をフルに働かせ
冷静に状況判断できること。

・状況を意味づけて、次に起こる事象の想定ができること。
・単純・安易な予想を排し、複雑・最悪な状況も想定し、目
標を定められること。

3. チーム・ビルディング

・機敏にかつ集中力をもってミッション達成に取り組むこと。

5. 的確な指示と効率的なブリーフィング

化（見直し）を繰り返すこと。

4. COP（正確なデータを示し共通認識を構築）
6. 臨機応変な対応

7. 冷静に説明を継続
↓

インシデント・マネジメント

・一度カテゴリー化した想定も、変化に応じて再カテゴリー

ではマインドフルネスな状況をつくるためにはどうしたらいいの
か。そこで重要なのは以下のようなことです。
・リスク評価・影響度分析に基づく目標と計画が定められて

まずひとつめの「技術的力量・知識・熱意→信頼」という項

いる。ビジネス・インパクト・アナリストに基づくマネジメント

目ですが、彼自身の技術的な力量、それから知識・熱意が現場

・災害の予防・軽減、災害時情報伝達、本部の機能等、必

の信頼を勝ち取ったということ。いわゆるリーダーシップですね。

要な運用基準が検討され、予め定められている。

増田所長は、リーダーシップに絶対的に必要な力量をもっていま

・必要な教育訓練が管理者および社員に、計画的に実施さ

した。これがベースになります。

れている。

コマンド
（Command）を指揮
（命令・統制）と私は訳しましたが、

まだ浸透しきっていないのが現実です。ですから繰り返しになり

・各種の発災を想定した演習が行なわれている。

調整ということばは、ここであえて使いたくないと考えています。

ますが、重要なのは教育と訓練なのです。これなくして、ICS は

所スタッフのチーム・ビルディングもきちっとやっていた。さらに

・危機管理のプロジェクトの実効性チェックと改善・維持が行

コマンドは、あくまでも現場レベルで行なわれること。調整はコー

普及するどころか、誤解を生んだまま先走ってしまいかねません。

COP（Common Operation Picture｜コモン オペレーション ピ

なわれている。

ディネーションで、それをどこでやるかといったら、それは指揮部

危 機 対応 能力向上のためには、まず学んで 理 論 武 装する。

そして、移り変わる状況の把 握がしっかりできていた。発電

クチャー）
、正確なデータを示して、共通認識を構築することもし
ていました。当時はホワイトボートのようなアナログなかたちでの
共通認識でしたが、その時点でできる限りの COP はやっていた

インシデント・マネジメントを実現するためには、このような体
制にもっていきたいわけです。

ではなくリエゾンの部門です。そこはしっかり分けておかないと混

Knowledge を得ることが必要。その次に、習熟度を上げるた

乱を招きかねない。そういう意味でも、コマンドの定義ははっき

めに反復・継続して練習する。これがスキルになります。そのス

りさせなければならないと思います。

キルが本当に身についているかを確認するのがエクササイズ。こ

ことが分析されています。

こで訓練といっても、今何の訓練をしているのか。何を学んでい

移り変わる情報に対して、的確な指示と効率的なブリーフィン
グを行ない、冷静に臨機応変の対応をし、その説明を継続する
ことでスタッフの理解を得ることができた。つまりインシデント・

•系、体系、制度、方式、機構、組織といった多種のことば

とし込み、BCP（Business Continuity Plan）に命を吹き込ん

インシデント（Incident）の定義

「システム」ということばですが、危機管理に関わる事案におい

ながら、それをスパイラル上に向上させていくのが､ 本来のやり

中断・阻害、損失、緊急事態、または危機になり得る、また

ては「機能するための構造」とするのがしっくりくるように私は考

かたであると思います。

はそれらを引き起こし得る状況──これをすべて日本語で書くと

えています。ただこれも日本語にすると長いので、インシデント

翻訳になりませんので、私もカタカナで表記しています。これは

コマンド システムもカタカナ表記でいいでのはないかと。

今回の部会のテーマでもありますが、ICS を考えるにあたって

一番の問題となるのがことばの定義です。以下に、私が考えるこ

わけです。こうしたことを体系づけ、理論づけてやっていけば、

とばの定義を記します。

日本人はもっと確実な危機対応ができるようになると、私は信じ

マインドフルネスを創ること

センスメーキングということばですが、私はこれと同等の意を
「マ

ISO でも定義されています。
コマンド（Command）の定義

在では、Google などの経営にもこの東洋的な思想が入り込んで

・法制、規制、または代理権に基づく指示・命令・統制を発動

きているといわれています。もともと私たち東洋人は、マインドフ

・現場レベル

ルネスをもっているはずですから、そのセンスを引き出すことが、

・迅速な意思決定

インシデント・マネジメントを加速させるためのひとつの手法にな

・現場で活動する人たちの安全の担保

るのではないかと思います。

・効率的な事案の収拾

インシデント・マネジメントがどのようなことかをまとめると、次

388

くみの全体

Attitude：態度）向上のための実行プランニングを日常業務に落

に該当

でいかなければなりません。
そして、できれば第三者機関が評価する。教育体制を評価し

学ぶ
Learn

ICS とはひと言でいえば「生命・財産・環境をあらゆるインシ
デントから守るための優れたチーム・ビルディングの手法」。そして

インドフルネス」ということばで表現しています。
「マインドフル」とは、仏教的思想が入っていることばです。現

るのか。何を練習しているのか。何を試しているのかを冷静に
判断しながら、KSA（Knowledge：知 識・Skill：技術、技 能・

マネジメントの核となる活動を増田所長は本能的に実行していた

ています。

システム（System）の定義

•相互に影響を及ぼしあう要素から構成されるまとまりやし

ことばをどう定義するか

Knowlege

「ICS はチームとして共有しなければならない概念である」──こ
う説明したほうが日本人にはわかりやすいかもしれません。

重要なのは教育と訓練

ICS と言われても、現実的には何もできません。東京電力で危

機管理の講義を重ね、何十回何百回と訓練・練習を重ねても、

評価する
Evaluation
試す
Exercise
Ability

練習する
Drill
Skill
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BCP に命を吹き込む手法

これまで私が見てきた限り、日本はプログラム管理や計画立案

までの段階で BCP が完結してしまっています。つまり、命が吹き
込まれていない。それを改善するためには、教育・訓練をし、演

●

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

日本版 ICS は

誰のための共通言語か

誰のための用語統一か。

天野徹：ICS に関する用語を統一して翻訳し出版しようというとき、
横文字を縦文字に直しただけでは、やはり舶来のシステムと思わ
れかねない。しかし一方で、日本文化におもねる表現にしてしま

習・試験を行ない、できれば認証制度や能力を測る制度を設けて、

うことも問題だということは、本日の皆さんの講演を聞いてよくわ

そのレベルを維持・改善していく必要があります。

かりました。用語の統一に関しては、それが何を目指すか、誰に

NFPA1600 は、アメリカ合衆国の NFPA が 推奨する、災害

向けたものを、もう一度考えてみることも大事だと思います。政策

や緊急事態のマネジメントや事業継続プログラムに関わる規格で

に関わる行政向けなのか。ICS を知らない一般の人たち向けの、

すが、この NFPA1600 をはじめとする BCP も、PDCA サイクル

理解を促すための入門ガイドなのかで、内容は同じでも、表現の

（plan-do-check-act cycle）が回らないと絵に描いた餅になって
しまう。総務省の働きかけで BCP をつくる企業も増えましたが、

［質疑］

しかたやまとめ方も変わってくると思います。
その戦略をしっかり示したうえで、これらの用語は災害時に人

BCP を本当に実効性あるものにするための教育・訓練、実施の

を助けるために必要があるということ。危機管理対策ではこれま

部分、そしてプログラムの維持、改善というところはたぶんすっぽ

で意識を変えなければならない。そのとき、これらのことばを使

り抜け落ちています。

うことで、さまざまなことが蓄積され、連携した活動ができるの

危機対応能力を高めるためにも、PDCA サイクルで回るような
教育体制を政策として取り込んでもらわなければ、日本は強くな
らない。そのことを懸念しています。
ICS の概念を取り入れて、実行プランニングを実践する能力を
向上させる。そして、組織としてマインドフルネスな危機対応を実

どこで訓練するか。誰がその手立てをするか。

だといったメッセージといいますか、意味合いをもたせることがで

秋冨：熊丸先生に伺います。現在、アメリカでは災害訓練として

きれば、多くの人に受け入れられやすくなるのではと思います。
（明

どのようなことが行なわれているのでしょうか。

星大学 人文学部）

熊丸：2014 年 10 月にアメリカの訓練施設を視察してきました。

藤井俊公：中央区の銀座では、毎年 8 月の第 4 金曜日に 1 丁目

そのひとつが 100 %民間が運営しているガーディアンセンター

から 8 丁目までの地区団体が各丁の拠点に集まり、総合的な災

践するための体制整備が必要です。今、私が進めている福島イノ

（Guardian Centers）です。ここは災害救助隊のための訓練施

害訓練を毎年行なってきました。今回で 35 回になります。そこ

ベーションコースト構想・防災教育研修拠点整備事業が、そのひ

設で、私たちが訪ねた数日前まで、ニューヨーク市の消防隊、海

で課題とされているのが、毎年同じことの繰り返しで、次の目標

とつのソルーションになることを願いながら、挑戦し続けています。

兵隊、9 つの州から自治体の危機管理関係者、CAN のメディア

が見えてこないということ。本日の皆さんのお話をうかがい、こ

が協働して、トンネルの崩落事故を想定した合同訓練を 2 週間

の次の目標に ICS を取り入れて、そのことによってこうした結果

かけてやっていました。アメリカではすでに ICS ができています

が導き出されるといったことにつなげていきたいと思いました。そ

から、即、他機関の連携に組める態勢が整っています。ICS とい

のための魅力ある教材が、ぜひともほしい。皆さんの提案やお力

う共通言語が教育訓練施設のベースにある。軍がやっている訓

で、ぜひそうした教科書をつくっていただきたいと思います。
（ま

練施設も民間もベースに流れている理念は同じです。だから官民

ちひとサイト）

協働で訓練することができるんですね。

大越聡：リスク対策ドットコムの大越と申します。皆さんのお話か

黄野吉博：日本にある外資系の企業では、関係要員をそうした訓

ら、ICS がいろいろなところで活用されつつあることがわかりま

練施設に派遣して訓練を受けさせています。災害に関係する人だ

した。後藤真太郎先生の市民協働訓練もぜひ取材させてくださ

けでなく、一般の人も参加できるような視察ツアーを、熊丸さん

い。リスク対 策ドットコムは、2016 年 4 月以降、完全な WEB

のところで企画してください。ぜひご検討いただきたい。
（一般社

化を予定していますが、ここにいる皆さんにも寄稿を依頼するこ

団法人 レジリエンス協会）

とがあると思いますので、ぜひご協力をお願いします。
（リスク対

熊丸：すでにいくつかの企業から依頼を受けておりまして、検討

策 .com）

秋冨：グットフェロー空軍基地も視察しましたが、この軍のなかの

ISO が先か、ICS が先か。

準に則っているのでしょうか。

に関するソリューションの研究開発をしています。最近は NTT グ

しているところです。

人たちがやっていることも、やはり NFPA（全米防火協会）の基

熊丸：そうです。エビデンスに基づいた教育コンテンツをフル活用

ループのなかでもグループ各社が連携して、通信事業者としての

しているといった感じです。

バックアップをどうするかが検討されていまして、ソリューションと

秋冨：熊丸さんが翻訳を手がけた『消防業務エッセンシャルズ』

いう分野のなかでもICS の導入に関心が寄せられています。
（NTT

の原書は、オクラホマ州立大学が 1934 年に設立した国際消防

データ）

訓練協会（International Fire Service Training Association）

爰川知宏：現在、秋冨先生や黄野先生と一緒に進めている研究

が、消防・危機管理を学術的に研究してまとめた文献です。百年
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河田博昭：私は、NTT 研究所のバックアップ部隊で、主に防災

に、ISO22320 によるチェックリストがあります。ISO22320 とい

以上の研究とエビデンスを積み、それに基づいたものを提供で

うのは、言ってみれば ICS のエッセンスのようなもので、JIS を

きるという強みがある。日本にはそうしたことができる研究機関、

はじめとするオフィシャルな日本語がすでに存在しています。そう

大学を含めてですが、しっかりした機関がないということも問題

いうことから、まずはここから普及させようと試みました。実際に

だと思います。

チェックリストを作成して、モニターの使い勝手を聞いているので
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すが、いろいろと問題が出てきています。何か難しいかというと、
ISO で事を進めようとしても具体例がないこと。ベストプラクティ
スがわからないので、チェックリストの問いにどのように回答すれ
ばいいか困惑するという結果になっています。ISO22320 による
チェックリスト作成のきっかけは、ICS を突然出されても、インパ
クトが大きすぎて拒否反応を示すだろうということだったわけで
すが、順番としては、やはり ICS を正しく理解してもらい、なぜ
それが必要なのかをわかってもらったうえで、ISO22320 の必要
性を促すというルートがむしろ近道なのかもしれません。そのた
めの教育が避けてとおれない重要な対策だと思います。
（NTT セ
キュアプラットフォーム研究所）
秋冨：現在、爰川先生に協力してもらいながら、病院の災害対応

マニュアルをつくっています。ISO22320 のチェックリストは、病
院の対応機能を把握するためのものなので、これまでの 5 つの
災害対応病院と一般病院にモニターになってもらい、チェックリ
ストに回答してもらいました。その結果を見ると、現状は惨憺た
るものです。プランは立てるけれどもプランニングができないとい
うのは、医療機関においても同じ。どの病院もプランは立ててい

●

ことです。藤井俊公さんや天野徹先生には、当組織の活動に毎
年参加していただいておりまして感謝しています。草の根的な活動
にはなりますけれども、こうした活動に賛同してくださるところを、
少しずつでも増やしていきたいと考えています。
（立正大学 地球
環境科学部）
秋冨：普段はクローズドな研究会ですが、今回は各分野で ICS
に関心をもっている方々にも参加していただきました。貴重な機

会でした。ありがとうございます。このサブプロジェクトからコン
テンツを提供できるようになり、世の中に ICS の気運が高まった

Logistics
Training
Ability
Report

都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト
都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究

ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

9

ときには、皆さんの指導をさらに仰ぎながら、次のステップにレ
ベルアップする時期がくると思われます。今後も皆さんにはいろい
ろご指導をお願いします。

開催日：2016 年 2 月 27 日 13:00-16:30
会場：霞が関ナレッジスクエア（東京都）

【研究説明】

「ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム」の目的と概要
防衛医科大学校

秋冨 慎司

るものの、それを使った実際の訓練をしていません。関係機関に
連絡をとって連携調整するとしてあっても、具体的に、どこに誰
がどのように動くのかといったところまで落とし込まれていません。
この研究会で出された課題を吟味して、少しでも早く一般社会に
提供して、全体的な気運を盛り上げなければ、この状態はずっと
続きます。それをぜひ改善したいと考えています。そのためにも、
この研究会もプランではなく、プランニングしていく研究会にして
いかなくてはなりません。
国からの ICS と民間からの ICS

黄野： ISO に関して言えば、ISO 22325 というのがありまして、

【講演 1】

プランニングシステムにおける現在の課題
NTT セキュアプラットフォーム研究所

爰川 知宏
【講演 2】

EEI に基づく災害情報集約における現在の課題
ESRI ジャパン株式会社

濱本 両太

これは主に自治体を対象とする防災評価の指針となるものです。
これは重要だと思って、経済産業省や内閣府に提案しているので
すが関心を示しません。自主的に翻訳しましたので、もし関心が
ある方がいたらお声をかけてください。ISO のトピックスでもうひ
とつお話ししますと、昨今、脱税のための偽造の消費税インボイ
スが出回っておりまして、それを防止するための対策として、ISO
で検討が始まっています。インボイスを使ってマネーロンダリング
ができるらしく、テロリストなどがそれを巧みに活用しているらし
い。熊丸さんのお話にもありましたが、彼らは実に賢くて、私た
ちよりもずっと早くから ISO や ICS を取り入れて、私たちよりもよっ
ぽどうまくそれを活用しているようです。
後藤真太郎： 政府に ICS の導入を提案している研究者はたくさ
んいますので、私がそこに参入する必要はないと思いますが、現

状ただちに ICS が稼働する状況ではどうもないらしい。しかし、
それが決まるまで何もしないというのはおかしい。実際、救助犬
や民間ヘリを運用している団体は、限られた資金のなかで、事
が起きれば動かなければならないわけです。私たちがやっている
ICS は、制限された条件のなかでも中間支援組織としてできるこ
とを示し、協働体制を組んで活動できることを見えるようにする
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＊所属役職はいずれも分科会開催当時のもの
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開催日：2016 年 2 月 27 日 13:00-16:30
会

場：東京・霞が関ナレッジスクエア

防災リテラシー向上のための
問題抽出およびトレーニング
プログラムの提案・開発
［研究説明］
防衛医科大学校

秋冨 慎司

●

構築した災害情報提供サービスと防災リテラシー教育・訓練シ
ステムについて、実証実験によってその効果を検証し、高い災
害回復力（レジリエンス）をもつ社会の実現を目指す。

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

1000 億円くらいになります。イギリスでは、オリンピックの開催
が決まってからすぐに、災害やテロに対する体制が敷かれました。
スコットランドヤード（ロンドン警視庁）でテロ対策にあたって
いた担当者は、開催が決まってからすぐに計画を立てて、毎日訓
練していたと話していました。日本はオリンピックの開催で自衛隊

日本の危機管理システムのスタンダードをつくる

を展開することができませんので、基本的には、警察・消防員・

この分科会は 2012 年（平成 24 年）から始まりました。これ

警備職員だけで対応することになります。これらの機関に災害対

まで皆さんから提案された事案や課題を解決しながら、スタン

応の連携は図られているのでしょうか。
「おもてなし」もいいので

ダードとなる危機管理システムを構築すること。そのシステムには

すが、現実的な災害対策はまだまだ不充分です。そもそも資金

ICS（Incident Command System）を用いたいと考えて研究を

が付いておりません。オリンピックでなぜテロの危機が問われる

進めてきました。過去のデータを取りこぼすことなく抽出し、洗い

かというと、この大規模イベントのテレビ視聴者は全世界で 48

出して、そこから日本の研修システムをつくること。そのための e

億人。世界の人が注目するなかでもしテロが発生すれば、テロリ

ラーニングをつくること。ひいては一般の方々の防災リテラシーを

ストにとってはそれだけでインパクトを与えることができます。もし

高めることが最終目的です。

ものことが起これば、国家への信頼損失にもつながります。

「都市減災サブプロジェクト」のこれまでの研究経緯をまとめる
と、次のようになります。

東京オリンピックまでに何をしなければいけないか。まずガバ
ナンスの整備。ふたつめは運用フローの標準化。シームレスな連
携が重要です。３つめ、それをテクノロジーでつなげること。４

「都市減災サブプロジェクト」に関わる研究経緯
この分科会も 9 回目となり、これが最後の回となりました。こ
の分科会は、文部科 学省の受託研究「都市減災プロジェクト」
のひとつ、京都大学防災研究所が受託している「都市災害におけ
る災害対応能力の向上方策に対する調査・研究」のサブプロジェ
クトとして位置づけられています。
これまでの分科会で、私たちは防災リテラシーの向上のための
問題抽出を試みてきました。東日本大震災をはじめとするさまざ
まな災害を受けてあぶり出された問題をトレーニングプログラムと
することで、高い災害回復力（レジリエンス）をもつ社会の実現
を目指しています。
防災リテラシーの育成方策に関する研究は、阪神・淡路大震
災や東日本大震災での経験を基に、都市型災害における方策と
いう視点で続けられてきましたが、課題が多岐にわたりまだ解決
には至っておりません。そもそも災害対策本部で活動していた方
すべてを集めても討議しても、災害ので問題点をすべて把握ませ
んでした。しかし防災に関する理解が深まらない限り、本当の防
災にはつながりません。教育プログラムを立ち上げ、そのコンテ
ンツを一般公開し、現場で実際に危機対応する方から一般人ま
で、すべてを網羅する防災対応のためのシステムをつくっていき
たいと考えています。
「都市減災サブプロジェクト」のミッションを

2012 年（平成 24 年）
、2013 年（平成 25 年）度は東日本大

トでそれを活用し運用していく。これが 5 つめです。すべての組

討してきたが、その結果、現状の日本国内の災害時ロジスティ

が重要ですし、すべての施設が同じ目的のために共同で訓練でき

根本原因として、災害対応そのものが標準化されていないため

こうした現在の日本の状況の問題点を抽出のためのチェックリ

震災での対応事例の解析をとおして災害時ロジスティクスを検

織が同じ目的のために各々の力を発揮できる「システムの構築」

クス能力では被害に対応できないことが明らかになった。その

る施設も重要です。そして何より、住民教育への支援が大切です。

に、災害時のロジスティクスも標準化がされていなかったこと

ストの研究を、本日も講演をお願いしている NTT セキュアプラッ

トスタンダードとして Incident Command System (ICS) が

た、災害のプランニング、いわゆる支援システムの開発と、それ

2014 年（平成 26 年）度はこれを参照枠組みとして我が国

ESRI ジャパン株式会社の濱本両太さんにもお力添えをいただい

が挙げられる。災害対応の標準化についての世界のディファク

トフォーム研究所の爰川知宏さんたちと一緒に進めています。ま

存在している。

に対応するための情報をどのように取集するかというところでは、

の実情に適した災害時ロジスティクスの標準化を目指す。平

ています。防災研究者の英知を集め、協働しつつ、日本の防災

問題を、災害対応のディファクトスタンダードである Incident

「都市減災サブプロジェクト」の 2014 年（平成 26 年）度の目

成 26 年度は日本でまとめられていないロジスティクス対応の

力を高めていくことがこの分科会の目的です。

Command System（ICS）を参考に、支援内容を Emergecy

標をまとめると、次のようになります。

Emergency Information の 18 項目として抽出し、東日本大

今年度の目標：災害対応の標準化における日本版 ICS の研究

Support Function の 18 項 目、 収 集 情 報 を Element of
震災における実際のデータを課題解決のための解析を行った。
その課題から ICS 研修システムのうち IS-100 と IS-200 を基

本として日本版の作成を実施し、災害時のロジスティクス能力
向上に必要な対応な研修素材を研究開発した。

まとめると、次のようになります。
「都市減災サブプロジェクト」のミッション

阪神・淡路大震災、東日本大震災をはじめとする過去の災害

2020 年東京オリンピックに向けて

2020 年、日本は東京オリンピック・パラリンピックを迎えます

が、いったいどの程度まで危機管理ができているのでしょうか。

での経験・教訓をもとに、他のサブプロジェクトと協働しなが

2012 年のロンドンオリンピックは、競技参加者が１万人、会場

双方に焦点をあてた災害対応能力・防災リテラシー向上のため

人、競技開催日数は 19 日というものでした。そこでどれだけの

的な対象地域として、首都圏・中京圏・関西圏の 3 圏を対象に、

人。安全確保のために使われた費用は 880 億円で、今にしたら

ら日本全国の防災研究者の英知を集め、防災担当者と一般市民

は 34 カ所、入場券の販売は 800 万枚、聖火リレー参加者は 8,000

災害情報提供手法とトレーニング手法について提案する。具体

人が動いたかと言いますと、警察だけで１万人、軍人１万 3000

394

つめは、研修訓練施設をつくって訓練しつつ、さまざまなイベン

［ａ］災害の Planning（計画）の支援システムの研究

災害対応でもっとも重要な課題としては、計画立案段階ですで
に多機関および多職種間の評価法や準備対応の不足があげられ

ている。その課題解決のため、欧米で使用されている Plainnig
のための準備計画運用方式を、日本のシステムにあったシステ
ムとするべく研究、開発を行なう。

［ｂ］災害対応標準化の基礎的知識に関わる技術開発

さまざまな機関や職種が関わる災害対応の基本的な標準化を啓
蒙するためのツールとして、e-Learning システムを用いた支

援ツールの研究、開発を行なう。当内容は 2014 年（平成 26 年）
度に教材素材について研究を行なったが、2015 年以降は社会
実装のための研究を行なう。
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プランニングシステムにおける
現在の課題

●

• 事故

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

【図 1】危機対応の考え方

火災・爆発、施設・設備故障、群衆事故

• ライフライン

停電、断水、通信断、燃料不足

• テロ・犯罪

予防力の向上（被害を減らす）
機能

インシデント発生

誘拐

NTT セキュアプラットフォーム研究所

爰川 知宏

• 情報システム

（事業の中断）

バー攻撃

• 人権

［1］ プランニングの位置づけ

［2］ 日本版 Planninng “P” に向けた取り組み
［3］ Planning の ICT 支援
［4］ 今後の課題

次ページ上【図 1】は、災害が発生した際、どのように状況が
復旧していくかを示したものです。どんな災害であれリスクであれ、
状況は徐々に復旧していきますので、危機管理の対応は基本的に
同じです。つまり、被害を減らすかあるいは復旧を早めるかというこ
と。すなわち三角形の面積を減らしていくことを意味します。
そうした危機管理のマネジメントサイクルとして、事業継続のため
の長期的な PDCA サイクル（PDCA cycle：plan-do-check-act

時間

回復力の向上（被害を減らす）

危機対応マネジメントフロー
→ ISO22320, ICS

交通事故、混雑による遅延

決定のプロセスがアメリカとは違いますのでうまく回りません。だか

宗教・人種・社会的弱者への差別、配慮不足

日本版 Planninng “P” に向けた取り組み

ISO22320 における指揮・統制プロセスは、【図 2】のように示

らといって組織ごとにばらばらにつくっていては非効率なので、日

法令違反（労基法、外国人不法就労、児童労働）

すことができます。インシデントが起きたら情報を集める。情報を把

本のどこの組織でもきちんと回るプロセスをつくるための Planning

労働災害、ストライキ

握する。計画をつくる。その計画もどんどん変わっていきます。計

“P” が必要です。

画への意思決定をしたらそれを実施し、そのフィードバックを受け

アメリカと日本の大きな違いは、日本には危機対応の専門家が

戦争、暴動の発生、治安悪化、風評、メディアとのコミュ

ながらさらに回していくというのが、ISO22320 の主旨です。しかし

いないこと。どこの組織もどの行政も、そのトップは危機対応の専

• 労務

• 法務

ニケーション

• 環境

資源・エネルギー消費、産廃物の発生、危険物質の流出、
環境や生態系の破壊、PM2.5

• 地域

地域住民の許容を超える騒音、摩擦、地域経済への影響（雇
用、施設整備、観光）

cycle｜以下 PDCA）を回していくというのが ISO22301 の考え方
です。これが危機対応の現場となると、このマネジメントは短期的

復旧時間

サプライヤーの倒産、操業停止

ランニングシステムが抱えている課題、そして今に至るまでの考え方

総合的な危機対応力の向上

時間

時間

• サプライチェーン

や現在、私たちが取り組んでいることについてご紹介します。

被害

復旧時間

瑕疵（用具、施設、設備）

爰川知宏：NTT セキュアプラットフォームの爰川です。本日は、プ

被害

被害

• 製品・サービス

• 交通

インシデント発生

100%
脆弱性

情報漏洩（機密情報、個人情報）
、システムトラブル、サイ

プランニングの位置づけ

→ ISO22301
機能

100%

テロ（爆弾、生物化学テロ）
、盗難、不法侵入、立てこもり、

講演［1］

ビジネスインパクト／リスク分析（BIA/RA）

平時の会社でしたら、災害が発生すれば災害本部が立ち上が

ISO22320 はいささか概念的で具体性がない。これをひとつのか

門家ではありません。そういう人が中心となった場合でも回せる

たちにしたのが、ICS の Operation Planning “P” ということにな

Planning “P” にしなければなりません。そのとき、どんな会議を開

ります。

いて、そこで決定したことに向けていつまで何を確認して、何を準

ICS によく出てくる “P” のマーク、これは何をするかというと、計

備すればいいかを明確化する。
それが、
組織ごとにばらばらではなく、

画立案を継続的に進めていくプランニングのまさに根幹の部分とな

どこの組織でも適用可能な標準的なプロセスにしなくてはいけませ

ります。言い換えると、さまざまな会議をしていくこと。それぞれの

ん。その標準はひとつとは限らないかもしれません。数種類にまと

スコープに基づいて情報収集や意思決定をしていく、この運営をど

めて、そのなかから自分たちの活動に適った Planning “P” を選ら

うするかが “P” のポイントになります。それをうまく支援するのが

べるようにしないと、実際に使えるものにはなりません。また、経験

ICT 用ツールの役割であり、私たちが取り組んでいるテーマでもあ

の浅いメンバーや引き継ぎで交代したメンバー、他組織から応援で

ります。

来たメンバーでも、すぐ理解して対応できる Planning “P” である

こうした問題観点から、私たちは大きくふたつを課題として捉えて

ことも大事です。そういった Planning “P” をうまく回すための ICT

ターがその対応を担い、情報システムがサイバー攻撃を受ければ、

います。ひとつめは、日本版のオペレーションの Planning “P” を

用ツールの開発が、もうひとつの私たちの大きなターゲットというこ

情報システム部門の対応になります。一部の企業にはシーサート

きちんと整備していこうということ。アメリカの ICS の Operation

とになります。

ではそのリスクにはどのようなものかあるのか。ISO20121（イベ

(CSIRT: Computer Security Incident Response Team) で対

Planning “P” をそのまま日本にもってきても、組織の特性や意思

ントの持続可能性に関するマネジメントプログラム）では、以下のよ

応をしているところもありますが、結局はひとつの組織でもばらばら

なものとなり、小さいサイクルで PDCA を回していくことになります。

り対応にあたります。感染症が発症すれば、総務や健康管理セン

これが ISO22320 や ICS の領域で、私たちが取り組んでいるのは
主にこちらになります。

うな内容をリスクとして規定しています。オリンピックのような大規模

の対応という状況になっています。しかしこれは効率的・機能的で

なイベントであれば、これだけのリスクを想定した備えが必要になり

はありません。リスクごとにマニュアルをつくるのはそもそもナンセン

ます。

スです。
現場のオペレーションやリスク評価が違うだけで、危機対応にお

リスクの全体像
• 自然災害

日本版の Planning “P” の最初の取り組みとして、まずは住民に
直接対応する市町村・自治体版から考察していこうと思いました。

【図 2】ISO22320 における指揮・統制プロセス

私たちは、京都大学防災研究所の林春男教授と一緒に、奈良県の
橿原市で継続的な図上訓練をしています。林教授は、情報共有シ
テムを用いた長年の訓練の結果から、市町村であればこのように回
るだろうということを ISO22320 の解説本『世界に通じる危機対応』

けるマネジメントはどれも同じ。そこがまさに ICS や ISO22320 の

にも書かれています。これまでの考察から、市町村の活動の初動と

考え方です。これを有事用として整備しましょうというのが、現在私

して考えられることをひとつのひな型にしたのが【図 3】です。

たちが考えていることです。平時であれば、ビジネスインパクトやリ

そして次のステップ。たとえば日本でも被害の大きい風水害、台

豪雪、猛暑、渇水など）

スク分析などしながら状況を整備しておく。いざというときに慌てな

風の進路はある程度コースが読めますので、何時間後にどのように

いように訓練も重ねておくという考え方です。こうしたマネジメントを

状況なるか予測して事前準備ができます。注意報がで出たらこうす

新型インフル、集団食中毒

ISO22320 をベースに考えています。

る、警報が出たらこうする、いざ被害がでたらこう動くと、事前対

地震・津波、風水害、噴火、落雷、竜巻、異常気象（豪雨、

• 感染症
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サイクル No.
対応計画の準備

対応計画
了承

実施計画
調整会議

責任者による目標設定

8

戦略方針決定会議

9

戦略方針
決定会議

10

災対本部会議

11
12

指揮調整スタッフ
ミーティング

13

計画実行
進捗評価

14

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

実施項目

6
7

●

指揮調整スタッフミーティング
対応計画の準備

実施計画調整会議
対応計画終了

そうした複数組織の連携を踏まえた “P” をつくらないといけない
本部会議

計画実行の運用

現場の対応案入手

“P” を考えてみました【図 5】
。東日本大震災における、岩手県で
の承認プロセスを、その当時の危機管理監、秋冨先生、現在の危

対応計画実施の
ための調整

状況把握・進捗評価
追加支援の決定と調整

災害対策本部（新活動サイクル開始）
計画実行・進捗評価

ということで、岩手県のデータをもとに、都道府県版の Planning

機管理監などにヒアリングをしながら、震災発災当時の対応記録の
データをもとに、おそらくこういうかたちなら回るだろうということで、
暫定解をひとつつくりました。それぞれのフェーズで何をやるか、ど
ういうアクションを取らなくてはいけないのか、それぞれのアクショ

対策班会議

目標の再設定

ンのなかでやるべきことをチェックリスト化するという作業です。
市町村と都道府県の Planning “P” を並べると【図 6-1】
【図
6-2】のようになります。似たようなかたちなのですが、大きな違い

責任者による
目標設定

第 1 回本部会議

現場の対応案入手

第 1 回本部会議

1

危機発生

3

緊急対応・状況評価

2

災害対策本部開設

4
5

初
動

緊急対応状況評価

実施項目

災害対策本部開設
第 1 回本部会議

規格協会 )

危機発生

1. 初期対応

実施計画
調整会議

対応計画
了承

災対本部会議

指揮調整スタッフ
ミーティング

責任者による
目標設定

計画実行
進捗評価

災害警戒本部開設
T3：警報発令

局と連携するか配備体制をしっかりと議論してもらいました。それぞ

から、それにどう対応していくかとなる。一方、危機対応の場合は、
先の見えない対応になるので、そこをどうマネジメントしていくかが

T0：解除

対応計画の準備

制を確認しながら “P” を下に伸ばし、それで本当に回るかというこ
とを訓練をとおして実証しています。
もうひとつの観点として、これは秋冨先生と一緒にやっている検
証ですが、市町村レベルのもうひとつ上、都道府県版の Planning
“P” はどうなるかということです。都道府県版の Planning “P” と市

いろいろな組織が関連するなかで、“P” をぐるぐる回さなくてはいけ
ない。そうした時、それぞれの組織が勝手な “P” で回しているよう

問題ですが、考え方は根本的に同じです。

実施計画
調整会議

対応計画終了

戦略方針決定会議

災害対策本部会議

指揮調整
スタッフミーティング

計画実行・進捗評価

責任者による目標設定

現場の対応案入手

第 1 回本部会議

T1

平時（初動レベル 1）

T3

警報発令（初動レベル 3）

T2

注意報発令（初動レベル 2）

【図 4】タイムラインによる Planning “P” の拡張”（橿原市）

緊急対応・状況評価
通報
危機発生

動

実施項目

総合調整所での
計画実行の運用

（再）設定された目標に基づく対応計画の決定

各部局・各機関の対策
班会議
（それぞれの目標 ( 再 )
設定と調整）

総合調整所での
現場の状況把握、進捗
評価、現場への
追加支援の決定と調整

総合調整所による
対応計画実施のための調整
第 1 回災害対策本部会議
総合調整所による状況報告、
首長による目標設定
災害対策本部開設

1．総合調整所初期対応
・情報班による情報収集
・統括班による状況評価
・対策班による緊急対応
2．部局対策班毎の会議
・対応・調整計画を策定

総合調整所の権限委譲者
による目標の再設定

【図 6-2】
都道府県版 Planning “P”

動

動
風水害の場合

No.

初

災害対策本部開設

【図 6-1】市町村版 Planning “P”

総合調整所でとりまとめ後に
災害対策本部会議

初

初

だと活動はうまく展開できません。

危機発生前の
プロセスを追加

T3: 警報発令
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時間やリソースの上限なども見えていてゴールがはっきりしています

各市町村からも情報が上がってきます。警察や消防、自衛隊など、

危機発生

T1: 平時・T0: 解除

メントそのものだと思いました。たとえば大きなハード整備などでは、
風水害の場合

応計画（＝タイムライン）をつくります。これについても 2014 年 7

6 章、複数組織間協力連携にあります。市町村でも連携はもちろん

災害対策本部開設

T2: 注意報発令

なります。Planning “P” 支援に向けた要件は、プロジェクトマネジ

町村レベルとの一番の違いは、ISO22320 でいうところのいわゆる

現場の対応案入手

第 1 回本部会議

通報

このように、これまで日本版の Planning “P” を一所懸命つくっ

てきたのですが、ではこれをどう ICT 的に支援しようかという話に

月に橿原市でワークショップを行ない、それぞれの活動でどこの部

必要ですが、都道府県では各所への調整が非常に大きくなります。

緊急対応状況評価

Planning “P”  の ICT 支援

T2：注意報発令

れのフェーズごとに対応する組織があって、やるべきこと、配備体
戦略方針
決定会議

います。

危機発生

T1：平時

対応計画の準備

ことです。初動対応としては、いつ誰が何をというかたちでまとめて

2．対策班ごとの会議

通報

【図 3】市町村版 Planning “P”（橿原市）
参考：林春男 , 危機対応標準化研究会編著：世界に通じる危機対応 ( 日本

通報

災害対策本部開設

本部そのものよりも総合調整所が起点になったプロセスであるという

動

No.

としては、都道府県の Planning “P” の場合、起点となるのが、

初

初動

【図 5】都道府県版 Planning “P”
（岩手県）

危機発生
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PMBOK という業界の標準がありまして、その観点で整備してみ

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

今後の課題

このように Planning “P” を考えてきまして、システムのほうはあ

ました。PMBOK はいろいろなバージョンがありますが、今回は４

る程度見透しがついてきましたが、肝心の “P” の部分をどうしよう

版をひな型に書いてみました。大きく分けて 9 個の管理体があります
【図 7-1】
。このときのスコープは、トップが考えるべき方針や、ど

かという大きな課題が残っています。自治体版 Planning “P” のさ

ういうフェーズで何をやるべきかということになります。時間のマネジ

らなる精査は必要だということで、東日本大震災における岩手県の

メントでは、次のプロセスをどう回していくか、その時間を考える。

データを分析し、関係者へのヒアリングを続けています。フェーズ

品質では、EFS（Emergency Support Function）の観点から見て、

の “P” のところまではおおかた合意できているのですが、それぞれ

やるべきことが必要なところできちんと回っているかどうをチェックリ

のフェーズでやるべきことはまだすべて拾いきれていません。また、

スト化していきます。コミュニケーションは、誰が誰にどういう指示

Planning “P” 自体が階層的で、現場の “P” と本部の “P” は異な

を出してどうなったのか、その進捗を管理していくこと。従来です

る。それらの間で、承認する部分と実行する部分をどう同期してい

と、電話だったりファクシミリだったりと思い思いの対応をしていた

くか。それをどう表現するかも考えながら、整備していくことが現在

わけですが、その選択肢の数だけ抜け漏れが生じてしまうので、コ

の課題です。

ミュニケーションはなるべく一元化して管理していきます。人的資源、

【図 8】Planning"P" を支援する ICT ルーツの開発（部分）

調達、コスト、リスクは、ロジスティックスの観点になるかと思いま

日本版 Planning “P”
誰がどのように使うのか

［質疑］

これまで市町村版 Planning “P” と都道府県版 Planning “P”
をつくりましたが、今後は日本の民間企業のための Planning “P”

すが、帳票やとりまとめ報告で整理していくことになります。最後の

を考えていく必要があります。民間企業の Planning “P” では、た

統合が、こういった情報をすべて集めて全体像を見るところ。いわ

とえば弊社のような公共的なインフラをもっている企業などは、市

日本における Planning“ P” を阻む課題

秋冨：爰川先生の発表を受けて、日本における Planning “P” に
ついて皆さんと意見交換したく思います。爰川先生から自治体版

100 時間なのか、1000 時間なのか、その焦点を合わせる。そして

町村のタイプと近いかたちで対応を考えていかないと、市民生活に

今やらなければいけないこと、あとでやればいいことを明確にしてい

影響を及ぼしかねません。ただ民間企業の意思決定は市町村とは

Planning “P” のさらなる精査という表現が出ましたが、これは

えています【図 7-2】
。危機管理の際、プロジェクトマネジメントの

きます。今やらなければいけないことにはそれぞれ時間の制約があ

また違います。そこの調整も考慮していかなければならないでしょう。

私たちの研究のなかでも特に、自治体が関心をもってくれそうな

観点から情報処理としてやるべきことを、大きく3 種類のスコープ

りますから、それを Planning “P” のコマに合わせて、次の意思決

さらに将来的なものとして、おそらく増えてくるだろう複合的な危

で整理しました。Plan のなかに含まれるのは、タイムや品質。Do

定までの時間管理をしっかりしていく。それに向けて情報や資料を

機事象。これまでは巨大災害といえば、大地震だったり巨大台風

統合しつつ、今のフェーズでやるべきことに注力していきます。

がターゲットでしたが、東京オリンピックなどのイベントを考えると、

ゆる状況認識を統一するためのしくみが必要になってきます。
そのシステム実装したイメージが、Plan,Do,See ではないかと考

の部分では、今、何をしているかということで、いわゆるコミュニケー

コンテンツだと思います。
爰川：暫定の Planning “P” をつくっても、それがこの組織では

機能してもよそでは機能しないこともあるでしょうから、いろいろ

ションと、同時にロジスティックス系の管理。状況認識を統一する

品質については、何ができて何ができていないかを管理できるよ

もっとも怖いのはサイバー攻撃や CBRNE 災害、テロ等です。そう

な自治体で第三者的にヒアリングをかけています。そうしたなか

See の部分では、GIS 等を活用して、全体状況が見られるようなコ

うにする。これを見ながら、Do 画面のところで実際にコミュニケー

した事件と自然災害がコンボで発生した場合はどうするのか。その

では、都道府県版も自治体版もさほど違和感がなく受け止められ

ンセプトで 3 画面をつくっています【図 8】。

ションをとりながら「実施したがその成果はどうか」をチェックして

場合、現場のオペレーションがばらばらだったら、Planning “P”

ているようです。ただこの Planning “P” は、実際に回す訓練を

そのものが崩れてうまく連携しなくなる可能性もあります。

してみないとわからないところもあります。奈良県橿原市も実践訓

今回のテーマでたとえれば、Plan の部分では Planning “P” を

いきます。Planning “P” が整備されたら、それを前提として回るし

どう回すか、まずスコープとして必要なものは何か。何をしなけれ

くみが整備されてきたかと思っています。必要な資料もこの画面に

ばならないかという目標合わせをする。その目標合わせは、本部と

つけることができるようになっています。

最後に、民間企業の Planning “P” で検証を進めている一例を

練は一周分しかやっていません。企業でもサイバー攻撃を受けて

ご紹介します。ちなみにこの企業には、サイバー攻撃対応部隊部

Planning “P” をぐるっと一周するような大規模なインシデントは

してたてた目標、たとえばトップが「今は命を守るフェーズだから、

隊があるのですが、大規模なサイバー攻撃が起こった場合、会社

まだ日本では起きていない。訓練をしている企業はあるにはある

人命救助第一」といった目標を合わせましょうということになります。

やグループ会社などで判断しなければならないこと、そのときの手

のですが、プロセスを１周回すほどの訓練はまだ少ないと思いま

それと連動するかたちで、今のスコープが発災後 10 時間なのか、

順を試行的につくっているところです。大企業になると、対策本部

す。実際どこまで必要なのかわからない。現在は、こういう訓練

のなかでもそれなりに試行錯誤してある程度の対応手順はつくって

の必要性を啓蒙しながら、パートナーを探している状況です。

いるものですが、それがマニュアルからもれていることも多いもので

秋冨：自分自身、東日本大震災のときの反省を踏まえて、ISO223

【図 7-2】システム実装イメージ

【図 7-1】Planning 支援に向けた要件

す。そのあたりを Planning “P” と整合を取りながら、現実的に回

Plan

今、何をすべきか？

スコープ
調達

タイム

リスク

統 合

See

スコープ タイム

今、どうなっているか？

品質

統 合

るのかどうかを検証しようとしているところです。

×× シリーズでチェックリストをつくってきましたが、自治体が「こ

れは必要ない」と言っているものでも、実際は必要なものがたく
さんあるわけですね。危機対応のなかで必要なものをカテゴライ
ズした資料があれば、おそらく自治体も納得しやすいのではない
でしょうか。そうしたことを踏まえながら、Planning “P” の精査
が必要かと思います。
黄野吉博：根本的にはそれでいいと思いますが、もっと大きい問

コスト

題があります。自治体の場合、知事が本当に危機管理の責任を
取れるのかということ。企業の場合、社長が本当に危機管理の

コミュニケーション

人的資源

品質

Do

今、何をしているか？
コミュニケーション

責任者であっていいのかということ。アメリカのように危機管理
調達

人的資源

監が法的責任を取るとか、企業ではチーフリスクオフィサーが危
機対応の責任を取るとか、そういう法体制を整備しないと、日本

コスト リスク

の現状では進まなのではないか。それをどのように伝えていった
らいいのかと、最近は考えています。
（一般社団法人 レジリエン
ス協会）
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爰川：情報系企業でもサイバー系の部署を置いている企業では、

は避けてくれというスタンスで危機対応室があります。その後ろ

そういう肩書きもあるにはあります。ただ責任が伴っていない。

には、年金ファンドとか大学ファンドとかキリスト教のチャーチファ

自治体にも危機管理監はいて、自衛隊 OB で実践経験のある人

ンドがあるのですが、彼らは安定を望み、急激な成長や急激な

No.

も多いのですが、そういう人に権限が渡されていなかったりする

下降は望まないということで危機対応室に力を与えています。監

ので、なかなか悩ましいところです。

査もそういう発想から PR するようなしくみを考えたほうがいいか

1

危機発生

黄野：企業にとっては、企業を大きくすること、いわば成長志向

もしれません。企業や自治体は自らそれを積極的には言えないだ

である人が、いい社長ということになります。自治体においても、

ろうから、政治的な権限をもっている人を動かすしかないかない

住民が増える、住民の幸せ度が増えるのがいい自治体、いい知

のだろうか。法的なことも頭に置きながら技術的なことも精査して

事となる。しかし危機対応というのは、事業を活発にすることは

いくということをしていかないと、現状の打開はなかなか厳しいと

危機に対して脆弱度が上がりますよと成長を抑制する力なんです

思います。これまでの日本的なフェイストーフェイスであいまいに

よね。つまり、自治体においても企業においても、走る人とブレー

してきたようなやりかたでは、この問題は解決しません。日本の

キを踏む人が同じというのは無理がある。それは企業も自治体も、

システムでうまくいっていないところを積極的になくしていかない

2

災害対応で抱えている問題だと思います。推進する人と管理する

と、日本は防災の分野でもガラパゴス的存在になりかねません。

災害対策本部開設
1．総合調整所初期対応
・情報班による情報収集
・統括班による状況評価
・対策班による緊急対応
・対応・調整計画を策定

【受付者、参集職員】
１）通報に応じて、関係各所へ連絡する。
２）情報収集して、状況確認する。
３）想定される最悪の危機レベルを決定し、危機レベルに応じて、職員を参集する。
４）危機レベルと参集職員から、その時点での指揮者（初動指揮者）を決定
する。
５）危機レベルに応じて災害対策本部の開設を決める。
６）開設の場合、
場所や機材を準備する。
（開設しない場合、
報告書を記載する。
以降は本部開設の場合を記載する。）
７）本部開設を周知・報告する。８）必要に応じて各種システムの稼働（入
力）を開始する。
【各部局】各部局の体制構築、受援体制構築
【情報班・統括班】
１）情報班が情報収集し、統括班が状況評価する。
【初動指揮者】
１）対応すべき事項とその優先順位を決定する。
２）優先順位に応じた対応行動計画を作成し、対応行動の指示をする。
３）対応状況を評価し、適宜優先順位や対応計画を見直す。
【対策班】
１）対応計画に沿って緊急対応を実施する。
２）対応状況を報告・記録する。

2

2．部局対策班毎の会議
・状況のとりまとめ、状況報告書の作成

【各部局対策班会議】
■開催者：部局長（もしくは担当課長）
■参加者：各部局の参集職員
■目的：本部会議の準備
■準備するもの：状況報告書
■アウトプット：本部会議用の状況報告書

3

第 1 回災害対策本部会議
総合調整所による状況報告
首長による目標設

4

総合調整所による対応計画実施のための調整

人は、アメリカのように立場と責任を法的に分けないといけませ
ん。誰かがそれを強く言わないといけないのですが、我々だと僭

【参考資料】都道府県版 Planning“ P” サイクル
実施項目

初動

越すぎるだろうから、内閣府や総務省・消防庁 OB の力を借りな
がら法的整備を進めるくらいでなければいけないかもしれない。
爰川：企業の場合は、内部統制室や監査室がそうしたブレーキを
踏む位置づけになると思いますが、ではそうした部署が危機対応

までスコープに入れて活動しているかと言えば、残念なからそれ
は他人事で実質機能はしていません。ポストはあるけれど、責任
はないのというのが実情です。
黄野：たとえば東芝は、監査室が機能しなかったわけでしょう。
監査室は機能すべしと法的に定めて、危機対応の部署も設けるよ
うにないと。
爰川：確かに内部統制室や監査室にそういうファンクションをもっ
ていくことはひとつの選択肢かもしれませんね。
法体制から問われる日本の危機対応の現状

秋冨：東日本大震災で岩手県がうまく対応できた理由は、そのと
きの責任者だった小山雄士室長が、当時の危機管理監だった越

総合調整所での計画実行の運用

8

【総合調整所】
１）本部会議で了承された対応計画に基づいて対応実施を指示する。
総合調整所での
２）対応の状況把握、進捗評価、及び、現場への追加支援の決定と調整を実
現場の状況把握、進捗評価、現場への追加支
施する。
援の決定と調整
３）現状の対応を踏まえて、今後を予測し、問題があれば、計画等の見直しを検討する。
４）大きな状況変化があった場合、総合調整所（危機管理監）へ報告する。
５）大きな状況変化があった場合等、必要に応じて危機管理監より首長へ報告する。

9

総合調整所の首長（権限委譲者）による目標 【首長（権限委譲者）】１）状況に応じて、目標の再設定をする。
の再設定
★ No.4 へ戻る

体の Planning “P” も、決定したあとにそれをどう調整するかと
を明確化しないと、こうしたシステムも実際には動かないのでは
ないかという気がします。
黄野：法律も含めて、そろそろ真剣に考えないといけない時期か

もしれません。たとえば現在、ニューヨークストックに上場してい
る企業は、急激な成長を望まない傾向にあります。そして災害に

【総合調整所】
1）計画実行の運用

7

思う。そうすればリスポンシビリティ（責任）も生まれます。自治
いう書類関係までつくり、しっかりとロールを与えて、責任の所在

■開催者：各部局長、各機関責任者
■参加者：各部局、各機関の職員
■目的：対応計画における目標設定・運用の調整
■準備するもの：各部局・各機関の状況報告書
■アウトプット：各部局・各機関の目標

6

の日本の土壌において、外から「変えろ」と言っても状況は変わ
はあなたの責任ですよというロール（役割）を与える必要があると

【各部局長】
１）対応計画実施において必要な調整を行なう。

■開催者：首長
■参加者：首長、各部局長、総合防災室長、危機管理監、関係機関責任者
総合調整所でとりまとめ後に災害対策本部会
■目的：対応計画の決定
議
■準備するもの：対応計画
（再）設定された目標に基づく対応計画の決
【総合調整所・各部局・各機関】、対応計画とりまとめ
定
【総合防災室長】
■アウトプット：決定された対応計画

危機管理監に責任がない現実、責任の所在が不確かという今
りません。このシステムを機能させるためには、この権限に関して

■開催者：首長
■参加者：首長、各部局長、総合防災室長、危機管理監、関係機関責任者
■目的：状況報告
■準備するもの：状況報告書
■アウトプット：首長（総合調整所）による現状を踏まえた目標設定

5

の各担当部署との調整に回ったからだと思います。そのことで自
も決定方針を出すことができました。

（危機発生）

各部局・各機関の対策班会議
（それぞれの目標 ( 再 ) 設定と調整）

野修三氏に自衛隊の調整を全面的に委任して、室長自身は行政
衛隊の運用だけでなく、他部署が対応しきれない案件について

詳細／チェックリスト

よって突然企業の成長が止まる、あるいは赤字になるようなこと
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ダメージアセスメント（被害調査報告）を共有し、ミズーリ州の

［1］ガバナンスも［2］SOP も、活動に関わることがらの標準

現地調査チームは、200 の現地調査報告と 14 の施設調査結果

化の重要性を謳っています。
［3］テクノロジーでは、パッケージ

を報告し、それらがシェアリングされています。訓練後の一カ月

利用（COTS : Commercial Off The Shelf）とデータの標準化

間で、CUSEC の ArcGIS Online 組織サイトの EEI コンテンツ

が大事と言っています。そして［4］トレーニングと訓練（Training

と関連データには、18,000 のアクセスがありました。

& Exercise）が人材育成において大事であり、
［5］それらを平
時利活用するための標準化の重要性で締めくくっています。

CAPSTONE14 を下支えした組織

FEMA のファクター［1］ガバナンスを受けて、NISC は組織と

この大規模訓練の下支えとなり、訓練の成功を導いた組織が

権限の標準化、その管理を実行するために、情報のフィルタリン

あります。組織の一番下に訓練を実行する組織 CUSEC
（Central

グと情報を共有するポータルグループを、1. 市民、2. 意思決定

U. S. Earthquake Consortium：中央アメリカ地震コンソーシ

を行なうエグゼクティブの層、3. EOC（災害対策本部）
、4. オペ

アム）があり、それを NISC（National Information Sharing

レーション（避難所や物質倉庫などの現地班）と 4 つのレイヤー

Consortium：国家情報共有コンソーシアム）という上位組織が

に分けて、それぞれの層から必要な情報にアクセスできるように

サポートし、さらにその上の Homeland Security（国土安全保

しました。

障省）がサポートするかたちになっています。このなかにはもちろ
ん FEMA（連邦緊急事態管理庁）も含まれます。
訓練にあたり FEMA は成功の 5 ファクター（Interoperability

①② Capstone-14 www.esri.com/esri-news/arcuser/fall-2014/the-key-to-disaster-response より
③ Esri UC Capstone-14 (https://www.youtube.com/watch?v=KsWSA_Go11M より )

講演［2］

ESRI ジャパン株式会社 コンサルティングサービス Gr.

濱本 両太

能性についてお話しいたします。

みましょう。FEMA では、対応業務を標準化（ESF:Emergency

務の標準化 ESF : Emergency Support Function・情報の標

Support Function）しており、米国各省庁の組 織に対して 15

準化 EEI : Essential Elements of Information・運用の標準

の標準業務を P（Primary：主要機関）
・S（Support：支援機関）
・

化 SOP : Standard Operating Procedure）を示し、そのガイ

C（Cordination：調整機関）と明確化しその基準を定めていま

ドラインとテンプレートを提供しています。実際に Capstone14

す【表 1】。

練・実行）を実行したことになります。

まず Capstone14 のビデオをご覧ください。これは 2014 年 6
月にアメリカ中部の 8 州が合同で行なった米国史上最大の防災
訓練です。この 8 州のなかにはカウンティ（郡政府）が 450 あり
まして、この 450 郡政府と 78 の企業が参加し 4 日間におよんで
展開された大規模訓練となります。このときの訓練は、インフォ
メーションシェアリング──情報にフォーカスを当てたものとなっ
ておりまして、参加する組織やメンバーが、標準化された情報を
シェアすることを大きな目的としています。この訓練が成功した背

FEMA の提示した［1］ガバナンスについてもう少し詳しく見て

Continuum）を示しました【図 1】。NISC は 3 つの標準化（業

を行なった CUSEC は、5 ファクターでいう Training & Use（訓

EEI に基づく
災害情報集約における
現在の課題

FEMA のファクターを受けて明確になったこと

これを踏まえて NISC は、EEI と SOP のテンプレートをウェブ
上に提供し、災害時にどういったインフォメーションを取り扱うか
を定義しました【表 2】。GIS であれば、そこに示されるシンボル

FEMA の 5 つのファクター

Interoperability Continuum

がどういったタイプで、どういった属性をもっていて、それがどう

［1］ガバナンス：組織と権限の標準化

いった効果的な災害対応を実現しそれを支援するのか。そうした

［3］テクノロジー：パッケージ利用（COTS）とデータの標準化（EEI）

ぞれが何を意味するのかということも、450 のすべての行政区画

［5］利活用─平時利活用の標準化

発災から○○時間以内に、△△組織から、□□形式で提供され

［2］SOP：Standard Operating Procedure（運用フローの標準化）

ことが地図上で、赤・黄・緑のシンボルで表現されており、それ

［4］トレーニングと訓練─人材育成の標準化

で標準化されています。SOP もこのテンプレートに含まれます。

景がビデオのなかでも紹介されています。
CAPSTONE14 訓練の概要

Homeland security

NISC

CUSEC

この訓練には、市／郡／州／連邦政府、軍、ボランティア組織、

秋冨：続いて、ESRI ジャパン株式会社 コンサルティングサービス

⺠間、国際組織など、把握されているだけでも 2,400 名が参加

の濱本さんから「EEI（Essential Elements of Information: 災

しました。主催側が災害時に予測される事案や状況のシナリオを

害基本情報）に基づく災害情報集約における現在の課題」をテー

予めつくり、それに対する意思決定や役割、行動を模擬体験す

マにお話をしていただきます。濱本さんは、林春男先生からの無

ることで災害対応の能力向上を目的としています。州政府は、こ

理難題に応えながらこの分野で精力的に活動されています。

の訓練のために 13,000 の状況付与を作成しました。8 州にまた
がる 450 郡政府が、事前に合意した 18 項目の EEI（Essential

アメリカではどのように状況認識が統一されているのか

Elements of Information：基本情報項目）の状況をリアルタイ

濱本両太：本日のアジェンダとして、5 つの項目をあげました。ま

ムに伝え、その合計は 13,104 と報告されています。

ずは米国の防災訓練 Capstone14 の事例をご覧いただき、この

州／ 連 邦 政 府、ボランティア／⺠間 組 織の参加パートナー

活動の成功要因をいくつかピックアップしながら、日本国内の災

は、Virtual USA によるデータ共有モデルと公開ガイドに従い、

害シーンに適応するモデルを提案します。また、これを実際に適

WebEOC や ArcGIS Online、EMITS などの既存システムを使っ

用したいくつかの事例、実際に動くデモンストレーションもご紹介

て、2,000 データレイヤを共有しました。また、78 以上の民間

します。こうした内容を受けて、現在抱えている問題や今後の可

企業が、店舗の開店状況やライフラインの復旧状況など 130 の
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【図 1】FEMA Interoperability Continuum

なければいけないといったことが規定されています【表 3】
。
テクノロジーの標準としては、Capstone14 の訓練で用いられ

準化を進めていきたいということで、京都大学防災研究所の林春
男先生をはじめ、さまざまな方と議論を重ねてきました。

【表 1】FEMA EMERGENCY SUPPORT FUNCTION ANNEXES より

図形に関しても、
それが動的なのか静的なのか、
対応するサポー

YouTube などのソーシャル情報を活用しようというのが次のス

トファンクションは何なのか。地図上のシンボルが何を表すのか。

テップです。48 時間ぐらい経つと、発災後の航空写真やリモート

現在日本では、災害対応項目として『防災スペシャリスト養成

震度の標準化であるとか、SOP では発災後から何分後ぐらいを

センシングの情報、各現場からの被害情報も具体的に整理され

スタンダード化されています。GIS も ArcGIS での標準化が進め

研修』企画検討会報告書（内閣府）の中では 27 項目、
『地方都

ターゲットに、どういった形式でどこに納品される情報なのかと

たかたちで入ってきて、リアルなダメージアセスメントが行なわる

られていて、システムのカスタマイズや相互運用性を妨げるような

市等における地震対策ガイドライン』
（内閣府）では 16 項目が標

いったところも標準化を検討しているところです。

フェーズとなります【資料 3 参照】
。

無駄な投資をせずに済むようなしくみが導入されています。こうし

準化されています【資料 1.2 参照】。これを基準として、日本版

先ほど紹介した米国の Capstone14 の訓練をやったメンバーと

てトレーニングとエクササイズが合同訓練というかたちで実施され

EEI & SOP テンプレートを検討しました【表 4】
。このテンプレー

も議論して、シンプルな基本のところから始めようということにな

するのがベストなのか。現場ではどうなのかということを検討し、

ました。平時利活用においても標準化が進んでいます。

ト案に何が書かれているかと言いますと、発災後、どういった順

りました。地震発生の覚知というフェーズから始まり、続いて被

たとえば避難所には基本的にモバイル端末が配布されていること

番に情報を取り扱っていけば業務が回るのかということ。一番上

害状況の推定。この段階ではまだリアルな被害状況は入ってきま

を想定して、モバイルマップを用いることにしました。そのモバイ

ですと、最初は地震の情報（震源や震度）がポイントフィーチャー

せんので、スピードを優先してあくまで推定情報をもとにした初動

ルマップから得た情報は、コレクタというアプリケーションを使っ

として提供され、その属性が示されます。

ということになります。その推定を裏づけるために、ツイッター、

て、意思決定に直結できる情報にしてシェアされます。それらを

た 8 州のテクノロジーのうちの 7 州が Web EOC となっており、

国内災害対策モデルとの融合

こうしたアメリカのモデルを参考にしながら、日本国内でも標

【表 2】NISC
EEI（基本情報）
テンプレートの例
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こうした一連の情報を災害対策本部ではどのような形式で確認

【表 3】NISC
SOP（運用フロー）テンプレートの例
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【表 3】日本版 EEI ＆ SOP テンプレート案
（部分）

①

②

④

【写真①】茅ヶ崎市災害対策本部運営訓練時の総括情報班 【図②】総括情報班のウェブマップに入った第 1 報 【図④】被害情報を統括して確認できる画面

す。iOS やアンドロイド用のマップアプリを使うと自動で茅ヶ崎市

体的な状況を確認したり、内部の情報や EEI を分析したりできる

のサイトにサインインでき、どこからでも誰でもアクセスできます。

ようになっています。このパネルも職員が自由にセッティングして

そのなかに現地で使うモバイル用の EEI がセットしてあり、この

表現を変えることが可能です。

マップも、各職員が各自で編集できるようになっています。そこ

画面は、現時点における市全体での被害状況を俯瞰できるよ

の避難者数を 1 時間毎に正しく更新していくことが、現場担当班

うにチューニングされています。何人の方が亡くなっているか。ど

の役割になります。画面をクリックして現段階の数字を入力してい

こで火災が発生し、それが今どのような状況になっているか。火

くと、現地からの情報が瞬時にアップデートされ、総括情報班の

災現場もマップ上にハイライトで示されます。こうした災害への対

ウェブマップ上にリアルタイムで反映されていきます【図③】。

応状況が現段階でどのようになっているか、その属性をグラフと
して表示することもできます。たとえば、発生した 8 件の火災のう

本部員会議の役割と支援ツール

ち 4 件が対応済み（鎮火）で、3 件は対応中（消火活動中）
、新

本部員会議の意思決定につながるのかということですが、それを

対応していることが、一目で確認できます。

このようにさまざまなところから入ってきた情報が、どのように

ストーリーマップという誰にでもわかりやすい情報にして、庁内の
職員や市民全般に提供していくという流れになります。

大型地震が発生。津波警報が発令中」でした【図②】
。総括情

検討するために使うのがオペレーションズダッシュボードというア

報班が管理するウェブマップ上に茅ヶ崎駅にインシデント有の表

プリケーションでつくった画面になります【図④】。

示が出ています。そこを開いてみると
「鉄道被害」というカテゴリー
日本版 EEI & SOP の実証検証

の中に午前 9 時半に「東海道線のぼりが停車中、15 両編成で乗

こうした一連の流れをくみ、米国 Capstone14 の訓練のなか

客 1,200 人が滞留中、多くは電車内、駅構内に滞留」という情

から重要なものを抽出して、それを日本モデルとして焼き直し、日

報が第 1 報として入っていました。1 時間後の 10 時半に入った第

本の市町村で実際に適用できるかどうかを試みています。本日は

2 報は「構内で人の滞留は緩和しつつある。帰宅困難者は離散と

そのうちのひとつ、茅ヶ崎市で行なった災害対策本部の運営訓

いう情報が JR から入りました」という内容。午後 1 時半に入った

練を例にご紹介します。これは 2014 年 11 月 18 日に行なわれた

第 3 報は
「構内の滞留はほぼ解消」
となっています。総括情報班は、

ブラインド方式の訓練で、いわゆる図上訓練です。240 名の茅ヶ

こうした外部から横断的に入ってくるさまざまな情報を逐次ウェブ

崎市職員が参加しました。参加者はすべて、訓練が実施される

マップに入力していきます。

までシナリオの内容を知りません。突然の状況付与に対応できる

午後には「化学工場で塩素ガス発生」というインシデントが入

かをテストする訓練になります。庁内のシステムは一切使用せず、

りました。この状況付与に対して必要なのは避難者の移送です。

クラウド上の GIS 資源だけを使って、標準化された EEI を SOP

塩素ガスの被害が想定される範囲の住民に避難指示を出し、こ

どおりに回せるかを検証する訓練としました。

こにいる住民や避難者を別の避難所に移送できるか。入ってき

避難所などの現場から入ってきた情報がすべて集約され、全

たに 1 件発生といった具合。つまり、火災 8 件中 7 件は消防が
総括情報班のウェブマップでは、避難者の状況も瞬時に知る
ことができます。避難者は移送中、ではそれを受け入れる側の
体制はどうか。これもウェブマップで把握できます。EEI を順次

た情報を効率的にシェアしながら、本部員会議で対策を意思決
総括情報班の役割と支援ツール

定し、救援救護の対応をとる等の情報活用が必要となります。

【写真①】が訓練当日の茅ヶ崎市災害対策本部の訓練会場で

このウェブマップのコンテンツ欄には、個別の被害情報である

す。総括情報班は、関連機関や現場から入ってくるさまざまな情

とか、その対応状況の属性などが入力できるようになっています。

報をインプットしていく部隊です。関連機関から電話経由・ファク

最近の GIS は、クラウド上やオンプレミスの自社サーバーにこう

シミリ経由で入ってくる情報、各現場からモバイル端末を経由して

いったポータルを標準で置けるようになっており、職員が自分で

入ってくる情報はすべて総括情報班のもとに集められ、総括的な

メンテナンスしながら、いろいろな情報やコンテンツを使いやす

画面情報として処理され、それを基に本部員会議で意思決定が

く操作変編集できるようになっています。

行なわれるという流れになります。
このときの訓練で総括情報班に最初に入ってきた状況付与は
「午前 6 時 30 分相模湾沖南南東 38km でマグニチュード 7.9 の

408

現場担当班の役割と支援ツール

現場の避難所にいる担当班は、モバイルマップを使う想定で

【図③】現場担当班
がモバイルマップに
入力した情報は、リ
アルタイムで総括情
報班のウェブマップ
に反映される。
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SOP に従って流すことで確認事項が明確になり、ロジカルな意思

性を高めていく必要があります。本日ご紹介した訓練は、いくつ

決定につながってくるということが重要なところだと思います。

かの自治体でやってきましたが、そのたびに違うデータモデルが
出てきます。データの数をできるだけ増やしながらテンプレート

支援ツール、ストーリーマップの役割

化することで、再利用性を高めていくことが重要です。

もうひとつ、すべての職員や市民が見ることのできるストーリー

［4］トレーニングと訓練、
［5］利活用でいえば、EEI はまだド

マップというがあります。こちらは、災害のストーリーに沿って状

ラフト版ですから、実証実験を繰り返してより精度を高め、ツー

況を確認できるマップになっています。まず第 1 報としては震度

ルとしてのレベルを高めていく必要があります。そして図上訓練

分布。どこで地震が発生してその震度はどれくらいか。そして被

に活用したり、そのフローを必須化したり、トレーニングパッケー

害推定、死者数などの推定が示されるようになっています。

ジの開発も進めていかなければなりません。これまでの研究と

ちょっと横道に逸れますが、なぜこうしたことができるのかと

検証から、アジャイル型の IT プラットフォーム運営のプロセスは

言いますと、昨今のウェブ情報には、被害推定プログラムという

非常に親和性が高いことが分かってきていますので、アジャイル

のがありまして、ある特定の場所に発生する地震規模に応じたパ

型のプロジェクトマネジメントを公共機関や民間企業のなかにど

ラメーターを入力すると、震度分布や震度ごとの推定被災者数、

うやって浸透させていくかも重要です。

家屋倒壊数や分布マップ等が自動的に計算できるようになってい

以上、EEI の災害支援への適用ということで、テクノロジーの

ます。ウェブマップ、モバイルマップ、オペレーティングダッシュボー

実装および実証実験の紹介を兼ねながら、現状の姿をご紹介さ

ドには、こうした被害推定のシミュレーション・プログラムをウェ

せていただきました。

● ロジスティックス能力の育成のためのトレーニングプログラム

SOP ＝災害対応ストーリーの標準化

1. 地震発生の覚知

3. ソーシャル

• 震度＋⾏政界
• 津波予測
• 曝露⼈⼝推計

• Twitter
• YouTube

2. 被害概況推定

インシデント発生

• ⼈的被害推定
• 火災被害推定
• 建物被害推定

•
•
•
•

ただしここまではあくまでも推定です。実際の災害では、それ
を裏づけるためにソーシャルメディアを確認していく作業が必要
48 時間ぐらいのところでリモートセンシング情報が入ってきます。

• 〜 48h MMDIN

5. 現場からの報告

ブ上に実装しています。

になってきます。ソーシャル情報の収集と確認に続き、発生から

4. 発災前後画像

2 時間以内

8 時間以内

ハザード情報
被害情報
社会基盤サービス状況
被災者⽀援・⾏政対応

12 時間以内

48 時間以内

72 時間以内

たとえば広島で地滑りが発生すると、地滑りの前後の様子がスワ
イプして確認できる画像が提供される。被災したエリアが確定さ
れると、号レベルまでの住所情報がわかり、特定された家屋の
住所リストと住民記録を役所で提供してもらえれば、被災世帯リ
ストを瞬時に入手することができます。さらに、これらの被災エリ
アに避難コードや要支援者情報をマッチングすれば、後から役
立つ情報にもなります。
このように SOP では、リモートセンシング情報と併行しながら、
避難所の収容状況や道路被害の状況、停電家屋した世帯数など
の情報がストーリー仕立てで確認できるようになっています。
今後の課題

今後の課題ということになるのですが、先ほど説明した FEMA

の Interoperability Continuum の 5 項目で考えますと、日本
の危機対応の現状はまだまだメーンストリームのレベルではあり
ません。
［1］ガバナンスについて言えば、災害対策マニュアルであると
か訓練、それから情報活用の体制とフローの明確化、情報活用
は訓練レベル。本来であれば、ガバナンスの考え方を基本として
自治体全体が情報を共有しそれを活用しない限り、状況判断も
有効な意思決定もできません。情報活用の必須化はもっとも重要
かと思います。これからさらに訓練の成功事例を増やして、その
なかで出てきたノウハウを収集しながらそれを標準化していく必
要もあるでしょう。
［2］SOP に関しては、ドラフト版の作成と実証実験をもう少し
繰り返す必要があるだろうと思います。
［3］テクノロジーでは、COTS として、データと設定の再利用
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【資料 1】
「防災スペシャリスト養成研修」
企画検討会 報告書 平成 26 年 3 月
www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/bousai_
specialist/saisyu/pdf/houkokusyo.pdf
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A LIST OF
PARTICIPANTS
分科会参加者一覧

＊敬称略。五十音順。2017 年 3 月現在
括弧内の所属役職は分科会開催当時のもの

【資料 2】地方都市等における地震対応のガイドライン http://www.bousai.go.jp/jishin/chihou/pdf/chihou_guidelines.pdf
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