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１．はじめに 

災害対応能力の向上方策として、図上訓練が注目されだしてから久しい。最近では地方自治体

も独自に図上訓練を開発・実施している例は少なくないが、その方法論については目立った進歩

が見られない。本稿は、筆者らが所属する人と防災未来センターで平成 18 年 7 月 31 日～8 月 2

日に実施された図上訓練・マスコミ演習を題材とし、地方自治体の災害対応能力の向上を図るた

めの方策についての議論に一石を投じようとするものである。 

 人と防災未来センターで行う図上訓練は、様々な地域の自治体職員が参加する。このため、本

演習ではシナリオで架空の自治体を設定し、どのような自治体からの参加があったとしても満足し

てもらえる演習になるよう、汎用性を高めなければならないという宿命がある。これは、訓練をよりリ

アルなものにしようとすれば非常に不利な要素であるが、別の意味では有利な条件でもある。すな

わち、汎用性を高めるためには、防災担当職員に必要な一般的・普遍的能力を定義し、枝葉末節

を切り捨てて災害対応能力の本質を浮き彫りにしなければならない。このような考え方で企画され

た本演習は、結果的に地方自治体はもちろんほとんどの組織の災害対応においても一定の有効

性を持つものになった。 

 

２．問題意識 

 図上訓練とは、秦ほか(2004)が指摘するように、意思決定訓練の手法として「広義には実働訓練

に対比する用語として使われ」、一般的にシナリオを用いた意思決定訓練手法であると理解されて

いる。しかしながら、従来の演習では、多くの場合災害直後の混乱期の疑似体験に終わり、災害対

応能力が向上したのかどうかはわからないなどの問題を抱えている。 

第一の理由は、訓練の対象となる「意思決定」が何を指すのかがそれほど明確ではなく、参加者

が、何をどのように出来るようになるための演習かというイメージが持てなかったことが挙げられよう。

そもそもの誤りとして、これまでの図上訓練においては組織の災害対応能力を個人の意思決定能

力に還元して捉えすぎであるように思われる。個人の判断力は重要な構成要素の一つではあるが、

組織としての情報収集と共有、意思決定の支援、関係機関の意思決定の調整などの能力も同様

に重要な能力である。 

例えば、ある自治体について考えてみる。首長がある地域について全域の避難勧告を出すこと

を決定したとする。それを受けて防災部局は教育部局に指定避難所である公立学校について避

難所開設を指示したとする。しかし、教育部局が現場の教員から「後者に被害が発生し利用は危

険である」いう情報が入り、教育部局としては児童生徒の安全確保が最優先課題と判断をしたとす



る。この場合には、本部で代替避難先を探すか、児童生徒の安全確保のための代替方策につい

て検討することになろう。このように事案が大規模になればなるほど組織の意思決定は多重な構造

を持つのであり、誰か一人がすべての意思決定を行えるわけではない。加えて、こうした意思決定

を行うための大前提として、現在の被害状況（例えば学校舎の被害状況や児童生徒の負傷状況）

や今後の見通し（保護者への引き渡しの見通し）、現在あるいは将来利用可能な資源（毛布や食

料等の備蓄数や受援可能数の見積もり）について分析する必要がある。しかもそれぞれの担当者

の意思決定が相互に矛盾することがないよう、高次の次元での調整もなされていなければならない。

これらがすべて機能して初めて組織として実効性のある意思決定が可能になるのである。従って、

組織としての意思決定能力を鍛えるためには、判断そのものだけを演習の対象とするのではなく、

組織内での役割分担、本部会議運営方法、資料作成方法、情報共有方法などの作法を身につけ

ることが、個々の意思決定能力以上に重要になってくるのである。 

米国における危機管理担当者の研修テキストを見れば、そこで教育される内容のほとんどは、災

害対応の「作法」であり、米国ではこれが ICS(Incident Command System)として標準化されている

(林,2003)。残念ながら我が国では、こうした標準的な「災害対応の作法」が存在せず、それぞれの

自治体が独自の流儀で行っている、あるいは場当たり的に行っているというのが現状である。 

第２の理由は、図上訓練が参加者を失敗させるだけで終わり、「こうすれば良かった」という成功

体験を与えないケースが多いことである。「災害時は混乱してうまくいかない」ということを教える効

果はあるが、参加者が最も求める解決策について教える機会が乏しかった。これは、前述のように

標準的方法論が欠如していることにも起因する。 

第３の理由は、単純に訓練の仕組みやルールについての統一認識が形成できていないという点

である。演習の運営上不明瞭な点が多いと、参加者はその都度フラストレーションをため込むこと

になる。その結果、参加者の対応能力の未熟さに起因する失敗が、演習そのものの設計ミスのせ

いにされてしまい、演習効果を低めてしまうことが少なくない。例えば統制班に対して問い合わせ

た項目について、統制班は災害時の混乱を経験させようという教育的配慮から、あえて返答をしな

かったとする。しかし、参加者は当然返答をもらえるものだと期待している場合、この教育的配慮を

「統制班のミス」と考え、その後の対応を行わなくなってしまうのである。こうしたすれ違いの起きな

いようにするためには、演習のルールについて厳格に定めると同時に、受講生がそのルールを無

理なく受け入れられることが必要である。 

 

３．演習の目的 

人と防災未来センターでは、上記のような問題意識に基づき、従来の図上訓練を大幅に改良し

た新しい演習を実施した。この演習は、地方自治体の防災担当職員を対象としており、受講生は、

架空の自治体（Ｘ県、東川市、西原市、以下プレイヤーと呼ぶ）の災害対策本部事務局員として、

①災害発生から４時間について災害情報をとりまとめ、２時間後と４時間30分後に本部会議を開催

するとともに、②それぞれにおいて本部長に対して必要な意思決定を具申するとともに、③２回目

の本部会議後に記者会見を実施することを課題として設定した。 

この演習では受講生に次の３点を学習してもらうことを目標として掲げた。 

① 目標を明確にした災害対応の考え方と方法を身につけること。 



② 災害対応に従事す
る人々の間で、共

通の状況認識を持

つことの重要性を

認識し、その方法

を身につけること。 

③ 災害対応の目標達
成の手段として、

広報およびマスコ

ミ対応を能動的に

行う方法を身につ

けること。 

 いずれの目標も、「方法

を身につける」こととなっていることに注意して欲しい。すなわち、この３点は、我々が考える、日本

の自治体職員に最低限必要な災害対応の作法なのである。順を追って説明したい。 

まず①は、「目標による管理」の考え方に基づく災害対応を習得させることである。目標による管

理というのは、組織に対して事細かな指示を出すのではなく、目標を設定させ、その進め方や進捗

管理については当人たちに任せる方が、より大きな成果が得られるというマネジメントの考え方を指

す。もともと企業の経営効率を上げるために開発された概念であるが、ICSでもこの考え方が採用さ

れている。それは、災害対応においては現場の判断で柔軟に対応する必要があるということ、また

災害対応には様々な組織が関わり、それらは独立した指揮命令系統を持っているということなど、

活動の詳細を本部から指示することが出来ない条件が多いことが理由である。 

図１は、地方自治体の理想的な意思決定をモデル化したものである。災害対策本部は、全市的

な方針決定を行うものであり、大方針として目標を設定し（ex. 24 時間以内に全市民の安全を確保

する）、その達成戦略を決定する（ex. 火災の延焼の危険箇所から市民を速やかに避難させる）。

この戦略を目標として、各部局はその達成手段（戦術）を決定する。（ex. 十分な数の避難所を開

設する（教育部）、避難路を確保する（警察））。現場の情報は、各部局を通じ、災害対策本部で行

われる戦略決定に必要な程度にトリアージされて集められる。これらの情報を基に災害対応の進

捗を管理し、必要に応じて目標や戦略の修正が行われる。こうすることによって、災害対策本部は

詳細な指示や調整に忙殺されることなく、大局的な観点から災害対応の方針決定を行うことが出来

ると同時に、現場は状況に応じた柔軟な対応が可能になるのである。 

すでに述べたように、この演習では災害対策本部事務局員が本部長に具申するということが課

題の一つである。そこで、各プレイヤーには、災害対応の目標とその達成戦略について階層構造

を持って記すことのできる対応計画書の様式を指定し、24 時間後までに行うべき対応計画を作成

し本部会議で提出することを義務づけた。実際に対応計画書を作成しようとすれば、今後の災害

対応において優先的に行う事項を抽出する必要が生じる。これを目的－手段関係として明文化し、

組織全体を統率する方針を示すことこそが、災害対策本部が行うべき意思決定であると筆者らは

考えたのである。 
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図 1 自治体の意思決定モデルと演習の対象について 



 ②について、対応計画を作成するにあたっては、被害状況やその拡大の見通し、日時、気象条

件など外部環境や、動員可能な資源、施設の被害状況、応援の見通しなどの内部環境を的確に

把握し、関係者間で共通認識を形成しなければならない。これがなければ適切な対応計画を作成

することは出来ず、誤った目標を設定しかねない。また関係者間で対応計画への合意を得ることも

出来ず、計画に沿って全体の行動が調整される保証もない。 

 注意すべきは「状況認識の統一」は単なる「情報共有」ではない。例えば利用可能な避難所のリ

ストは、避難誘導等を行うに当たっては重要な情報であり、関係部局で「情報共有」されるべきであ

ろう。しかし「状況認識の統一」とは、そもそも避難誘導を行うべき事態なのかどうかを判断すること

に目的がある。従って、避難所のリストを共有するということは状況認識の統一としては適当ではな

い。ある程度利用可能かどうかが把握できれば十分なのである。 

 ③について、災害対応においてマスコミは、市民や関係諸機関と共通の状況認識を構成したり、

自らの対応方針への理解と協力を求めたり、市民に対して行動を呼びかけるなどの最も効果的な

手段であることは言うまでもない。そこで、マスコミ対応をこうした手段として能動的に活用することを

目的の一つとした。マスコミ対応訓練を独立させずに図上訓練と組み合わせて行うことの理由は、

組み合わせによる相乗効果が期待できるからである。第１に、災害対応における目標設定と、状況

認識の統一は能動的なマスコミ対応を行うための必要条件である。災害対応に目的がなければマ

スコミ対応それ自体が目標と化してしまう。また状況認識の統一が出来ていなければそもそも正確

な情報をマスコミに伝えることは出来ない。第２に、マスコミからのプレッシャーによって、参加者は

自らの対応の目的を明確にし、わかりやすく説明する必要性に駆られる。このことが①、②を身に

つける適度な動機付けとなることが期待されるからである。 

なおプレイヤー間のやりとりは、構内ＰＨＳによる電話を１２回線用意した。また書類をコピーして

直接手渡すことによって、ＦＡＸ送信と見なした。Ｘ県から各市へのリエゾンの派遣も認めるものとし

た。 

 

４．演習の構成 

 演習の構成は図２に示される。演習参加者は、Ｘ県には府県職員 13 名、東川市と西原市には市

町職員をそれぞれ11名と 9名を配置した。市の災害対策本部事務局の人数としては、現実と比較

して多すぎるかもしれないが、人手が足りないことで情報の集約もままならないということであるとそ

もそも演習目的を達成することは出来ない。ある程度考える余裕を与えることが演習効果を高める

上で重要であるとの配慮からである。 

首長はセンターの研究員が統制班の一員として務めることとした。これは、首長への具申に緊張

感を持たせることと、演習内容が企画者の意図から外れそうな場合に専門家として軌道修正を促

すことが可能となるからである。また内閣府・消防庁・自衛隊なども統制班が担当することにした。マ

スコミについては、筆者のうち川西・安富をはじめ、在阪のマスコミ各社の協力を得て、本物の報道

記者６名が担当した。これら統制班によって担当するプレイヤーを「外部プレイヤー」と呼び、現実

の災害対応と同じように直接やりとりすることを可能にしている。 

 これ以外の組織、例えばライフライン企業や庁内各部局などは、「ダミープレイヤー」と呼び、シナ

リオのみに登場させ、状況付与票以外の情報は一切得られないことにした。ダミープレイヤーは、



いずれも完全に機能していると

いう前提にし、これらに対する

指示は、対応記録様式に記入

することによって完了され、また

その通り行動するという前提を

置いた。これは非現実的な前

提であるが、本演習の目的に

演習参加者の意識を集中させ

るために割り切った部分であ

る。 

 基本的にダミープレイヤーは

理想的な対応を行っているもの

とし、例えば利用可能な避難所

についての情報は、教育委員会からリストが定時に送られる等、各部局からは一定時間毎に集約

された二次情報が送られてくることとした。これは本部事務局の本来業務の訓練に集中するためで

ある。もちろん、実際には災害時に各部局が機能しないことが想定されるが、それは応用問題とし

て今回の演習の対象とはしなかった。但し、災害対策本部として特別な対応を要する情報につい

ては、一次情報が直接本部事務局に与えられるケースも用意した。状況付与票の数は、１時間あ

たり２０前後に限定し、演習参加者が情報処理でパンクしないよう配慮した。 

 

５．演習の流れ 

 演習は２泊３日の日程で行われた。今回の演習は、参加者が考える災害対応とはかなり異質な

思考や方法を求めることになるという認識を筆者らは持っていた。そのため、演習の３つの目標を

理解し、受け入れてもらうための工夫を随所に施した。第一に事前に参加者に対して災害対策本

部の機能に関するアンケート調査を行った点である。そもそも災害対策本部が「全庁的な対応方

針を決定する場である」ということについての共通の了解がなければ、我々が掲げる演習の目的や

設定は受け入れられない。この点をアンケートで確認し、演習開始前に全員に示すこととした。 

第２の工夫として、本演習では発災から４時間半の災害対応を、前半２時間（第１フェーズ）と後

半２時間半（第２フェーズ）に分けて、２段階に分けて行った点がある。第１フェーズは、演習目的と

演習のルール以外については特に情報を与えず、参加者の思うままに対応してもらうこととした。こ

れによって、目標もなく状況認識の統一も図れていない災害対応はうまくいかないということを自覚

させることがねらいであった。第一フェーズの後にはプレイヤー毎に反省会を行い、その反省を踏

まえた上で、災害対応における目標設定の重要性と、状況認識の統一について、またマスコミ対

応の考え方についての講義を行うこととした。（その主要な内容は３．で述べた通りである）。これに

よって、本演習の３つの目的の達成に向けた受講者への動機付けとし、第２フェーズでは、筆者ら

が提案する方法による災害対応を実践し、その改善効果を実感してもらうことを意図した。 

第３の工夫として、第２フェーズの前の作戦会議の時間を３時間設定し、第１フェーズまでの情報

を基に自分たちで目標設定を行わせた点である。現実の災害対応ではこのような時間は存在し得
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図 2 演習の構成図 



ないが、目標設定、対応計画の策定、状況認識の統一などは参加者にとって慣れない作業であり、

かつ演習効果を高めるためには、これらを参加者らが納得するまで作り込むことが重要であると考

えたからである。こうした災害対応の流儀の効果を体感することが出来れば、後は応用問題として

それを実際の災害時にリアルタイムに行う方法を検討し、その訓練を行えば良いのである。 

 

６．演習の効果と今後の課題について 

演習の第１フェーズ終了後の本部会議では、すべてのプレイヤーが被害報告に終わり、首長に

対して、今後何をどうすればよいのかを具申できたところは皆無であった。状況付与の数も限定し、

その内容もかなり集約されていたなど、プレイヤーの対応にはかなり余裕があったはずである。実

際東川市では独自の記者会見まで行っていた。それでも首長への具申が出来ないということは、

災害対策本部における意思決定とは何か、またその具体的方法論そのものが理解出来ていない

のである。これは筆者らの狙い通りであった。 

講義や反省会を経た第２フェーズでは、一定程度の改善が見られ、目標管理型災害対応・状況

認識の統一・能動的マスコミ対応の有意義さについても伝わったのではないかと考えている。本演

習に対する受講生の評価はおおむね好評であり、本演習の意図は十分に伝わったものと考えて

いる。受講生の中には所属組織において本演習のこうした考え方を採用した図上演習を企画する

者も現れた。詳細な評価は別の稿に譲るとして、ここでは今後の課題について論じる。 

 第一に、図上訓練の参加者の中には災害に関する基本的な知識や想像力が欠如している者も

少なくなかった。例えば、今回の演習は 7月 10 日（月）13 時に地震が発生したという想定であるが、

これだけでも帰宅困難者の大量発生や、学校における児童生徒の保護、熱中症患者の発生など、

様々な対応課題が頭に浮かんで欲しいところである。本演習は災害対応の作法を学ぶことが目的

であるから、こうした知識があることを前提として進める必要があるが、それが必ずしも満たされてい

なかった。 

 第二に、図１に示されるような目標－戦略－戦術からなる体系的な対応計画の作成の必要性や

作成方法そのものは、テキストやドリルなどを用いて個人ベースでの教育が可能な部分であるとい

うことが判った。もしこれが演習ではなく講義として習得可能なものであるとすれば、講義を受けた

ことを前提とすることによって、現在２泊３日で行われている研修を１泊２日あるいは１日で行うことも

可能になるであろう。 

 第三に、目標管理型災害対応と状況認識の統一について、より具体的な方法論をテキストなどに

まとめる必要があると思われた。本演習の本質に関わる部分であり、これを文書化して世に問うこと

で更なる改善が期待出来ると同時に、それは我が国の標準的な災害対応システムを検討する際に

有益な情報を提供できると考えるからである。 

 

参考文献  

秦康範・河田惠昭・坂本朗一・高梨成子(2004) 災害対応演習システムの開発, 地域安全学会論文集, 6, 

367-372. 

林春男（編）NWCG 版 ICS 標準モジュール 1-17,Technical Report, 京都大学防災研究所巨大災害研究セン

ター, DRS-2003-03. 


