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危機管理総論と想定外洪水対応について

鈴木 知

1. はじめに

これからは管理の時代といわれてダム管理の現場に赴任してから20年経ちま

すが，ダムの現場でつくづく感じたことは，やはりまだ管理の時代ではなかっ

たということです。未だに多くの人達は建設の時代であると思っているのでは

ないでしょうか。

しかし建設が主で管理が従だという認識は非常に不可解な話なのではないで

しょうか。

このことは，道路事業について見てみれば歴然としているのではないでしょ

うか。道路はそれを利用するためにあるのであって，ただ単に道路を建設する

ためにはないのだということは，子供でも理解できる話ではないで、しょうか。

まわりくどい話をしましたが，これからは管理の時代だというのも正確な話

ではないのであって，正しくは「今も昔も管理の時代なのだ」ということです。

さて「危機管理」も「管理」の一分野を成すことは，皆様当然、ご理解してい

ただけるものだと思います。従って，これからは危機管理の時代と唐突に述べ

るのは誤りを犯しているのであって，今も昔も「危機管理の時代」なのだとい

うことだと思います。

2. 危機管理と危機対応

危機及び危機管理について述べる前提として，「危機管理」と「危機対応」

との区別について明らかにしておきたいと思います。

この両者について緩やかに解し，区別しない立場もあるかと思います。しか

し私は，後述しますように危機管理の本質が潜在的危機の発見にあると解する

以上，両者を区別せざるを得ません。

私は危機が潜在している段階から，危機の生成発展過程を時間の経過に従っ
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「 ①危機管理（狭義）・・・原因の倶iiから見る危機管理
危機管理（広義）ー→

」 ②危機対応・・・結果の側から見る危機管理

危機管理，危機対応の視点

て追跡してし、く立場を「危機管理」と定義します。次に潜在的危機が顕在化し，

「危機」として一般人が認識可能となった状態において，その危機が最悪事態

となることを回避することを「危機対応」と呼ぶことにします。

一般的には両者を含めて広義の危機管理と定義することには異論がないよう

ですが，人によっては後者をもって危機管理と定義することもあるようです。

私はあまり賛成できません。なぜなら「危機Jの本質的なものは前者において

顕著だと判断するからです（図 1）。

なお，危機管理を狭義の危機管理と危機対応に分類しましたが，このように

単純に分類できるものではないと思います。ただモデル化するに当り，このよ

うに単純化できるというだけの話です。例えば，危機対応でもそれを誤れば新

たな危機を招くことになるわけですから，危機対応段階でも狭義の危機管理的

場面が生ずることがあることを充分認識していただきたし、と思います。

図 1

3.危機の本質

それでは「危機」とは何でしょうか。この「危機」の本質について諸説ある

ようですが，私たちが身近に感す．ることができる「危機」から「危機」の本質

に迫ってみようと思います。

多くの場合，人々が危機状態に陥るとき， その「危機」は事前に認識されて
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図2 危機の本質

いないことが多いのではないでしょうか。表現が適切でなし、かも知れませんが，

人によっては後から突然切りかかられるように感じられるのが「危機」ではな

いでしょうか。つまり「危機」は，その大きな特徴として，それが我々に認識

される前は，常に深く潜行して存在するということです。

次に，このようになかなか認識しにくい「危機Jも，人によっては事前に認

識する人達が存在するということです。例えばj・F・ケネディ暗殺も，これ

を事前に予知していた人達がし、たということ，またスペースシャトルが墜落し

た時も事前にパネルがはがれており，これを危険であると指摘していた人達が

いたということ，更にまたニューヨークのビルが爆破された事件で、も， CIA

の一員が事前に事件の発生を指摘していたというような事例が数々あります。

これらのことから「危機」の二番目の特徴である事実は，危機の顕在化の水準

は人によって異なるとし、う特徴があることが判ります（図 2）。

以上から「危機」の本質として次の 2点を示すことができると考えられます。

①危機は，まず潜在的な危機として存在するということ

②危機の顕在化の水準は人によって異なるということ

4. 人は危機を如何に受けとめているか

「危機」は，潜在しているものと顕在化しているものがあると整理しました。

このような危機に対して人は，その認識を通じて「認識のある危機」と「認識

のない危機」として理解します。すなわち，我々は危機と対するとき，それを

認識するか， しなし、かとし、う行動をとるということです。

更に人が「認識」するとはどういうことでしょうか。その中身をより厳密に
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表 1 危機の認識

予見可能性

0 
0 
0 
× 

結果回避可能性。
× 

× 

× 

認識のある危機

認識のない危機

分析してみましょう。それでは認識の中身は何でしょうか。私は，次の節で述

べる「管理」，「責任」概念を導入することから，回避すべき重大結果に対する

「予見可能性」と「結果回避可能性」を認識することがし、わゆる「認識」であ

ると考えます。これを表示すると表 1のようになります。

すなわち「予見可能性」と「結果回避可能性」の両者を備えれば「認識のあ

る危機」となることは間違いありません。「認識のない危機」とはその両者を

備えないものであることも確かです。

ただ「予見可能性」はあるが「結果回避可能性」がない場合，それは危機管

理者の立場により「認識のある危機」となることもあれば「認識のない危機」

となることもあるでしょう。少ししっこし、かも知れませんが，以上のことを具

体例をもって示すこととします。

某河川に設けられた橋梁について考えてみます。我々は橋梁の構造設計する

に当り，地震による荷重を考えると思います。これは，まさに地震に対する予

見可能性を踏まえた結果回避行動て、あると考えられます。ですから我々は河川

橋梁を設計するに当り，地震について予見し，その結果回避行動を取ることに

より，地震とし、う危機について認識していることになるのだと思います。

更に身近な例で考えてみます。ある国道をまたぐ横断歩道があり，これを横

断しようとしている人がおり，そこをたまたま自動車が通過しようとしている

場面を想定してください。

その時，たまたま深夜で月明かりのない暗闇であり，街灯の電気も切れてい

たとします。更に，横断しようとしている人は泥酔していたが酒に強い人であっ

たため，その様子は外見からは判断できるものではなかったとします。車の運

転手は，交通事故の発生とし、う危機状態について予見できるでしょうか。当然

運転手は予見できないのはもちろん結果回避行動もとることはできないでしょ

う。

このようなとき，運転手は危機を認識できないのであり，このときの危機は
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 図3 危機の潜在と顕在

「認識のない危機」であることになります。

次に，横断しようとしていたのが 2歳の幼児だったとします。当然幼児が夜

歩きまわることはないので昼間だったとします。

このとき運転手は当然，危機を予見して結果回避行動をとって，車を止める

なり徐行するでしょう。このときの危機は運転手にとって「認識のある危機」

ということになるでしょう。

最後に予見可能性はあるが，結果回避可能性のない危機というものが考えら

れるのでしょうか。いわゆる教科書事例となってしまうのですが，先の事例で

自動車はタクシーであって，乗客がタクシー強盗であり，その時たまたま運転

手にピストルを突きつけて，横断歩道を強引に直進するよう脅していたとしま

す。

このとき運転手は「危機」は予見していますが，結果回避行動は自分の命が

「危機」にさらされているわけですからとれないということになり ます。従っ

て危機は予見しているが結果回避ができないとし、う状態であるということです

（図 3）。

5. 「危機」及び「危機管理」とは何か

以上の「危機」の本質を前提として「危機」及び「危機管理」とは何か，そ

の定義付けを試みたいと思います。「危機」及び「危機管理」の定義付けを行

うのは次の効果があるからです。ただその効果の意味は，これからの議論を待っ

て理解してし、ただきたいと思います。

①個人レベルで、危機管理を捉えることができる

②我々一般人の具体的な行動との関連付けが明確なものとなる

③「危機管理」概念の中に「可能性」を含めることにより，「危機」が結

果として発生している時や，発生の可能性でとどまっている状態につ



表2 責任概念

①任務的責任（duty)
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委任された事務ないし機能そのものを意味する

②応答的責任（responsibili削 ｜委任者の意向に合致させて事務を遂行すること

③弁明責任・（ac削 nt ility) ｜委任者によつて応答不十分と評価された場合lこ説明ないし弁明が求められること

④受難的貨任（liabilit ｜弁明不十分と判定される場合に非難と不利益としての制裁を受けること

いても「危機管理」対象となる広い概念として把握することができる

④「危機」とし、う結果から原因に向けて分析していくのにとどまらず，結

果の発生していない時も分析の対象とすることから，危機は原因から結

果へ向けて分析していくことになる

まず，「危機」は中立概念であり，無理に定義すると本質を見誤るおそれが

あることを認識しなければなりません。なぜなら，①三段論法において大前提

の中に結論を入れてしまう誤りを犯しかねないし，②単なる形式論であり，論

理性がないという誤りを犯しかねないからです。「危機」の定義は文言に素直

に「危ないこと」，「危険なこと」としみ程度としておくのが望ましいでしょう。

更に「危機管理」については，「管理」とし、う所為を通じて目的概念化する

ので，これに更に「責任」概念を導入して具体化することができます。ただし

責任概念は多様性に富む概念であるので，本分析では責任概念を②の意味にお

いて限定的に理解する必、要があります（表 2）。

ここでなぜ責任概念を導入するのかということについて，説明しなければな

りません。責任概念導入の根拠は危機の本質にあります。なぜなら危機の顕在

化の水準が人によって異なるからです。このことは，危機管理における対処の

責任が人によって異なるから，その顕在化の水準が異なってくるということを

意味します。従って当然に責任概念の導入が必要になります。

行為者の責任についてより具体的に述べるならば，危機には潜在的なものと

顕在化しているものがあり，これに対する予見可能性及び結果回避可能性をよ

り具体化することが行為者の責任なのです。

認識のある危機すなわち顕在化している危機に対しては，これに対する予見

可能性ないし結果回避可能性について具体化すれば，責任は果たしたと言える

でしょう。

次に認識のない危機すなわち潜在的危機に対しては，当然予見可能性及び結

果回避可能性はまず無いのですから，これをその行為者の能力の限度で顕在化
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危検及び危機の発生ないしその可能性についての予見義務及び
結果回避義務に対する責任を負視することである

図4 危機管理とは

すれば責任が果たされたと言えるでしょう（図 4）。

6. 危機管理責任の判断基準

潜在的危機発見のための能力，責任は人によって異なるので，伺を基準に責

任を課すのが妥当かとし、う問題が生じます。そこで考えられる判断基準として

は，①行為者本人，②社会的一般人，③技術的一般人，④研究者がありますが，

③が妥当であろうと考えます。

ただ，技術は進歩しその時々の時代的要請により，技術的一般人に要求さ

れるものは高まってくるでしょう。そこに技術者の真の悩みがあるのでしょう。

7. 危機管理と技術

「危機」の本質は，前に述べた通り①その潜在性と②人による顕在化水準の

違いにあります。このような「危機」と，「危機管理」するための技術の目標

はどこにあるのでしょうか。

私の独断と偏見なのかもしれませんが，顕在化している「危機」については，

それが予見可能性の認識にとどまっているとき，それを結果回避可能性の認識

までレベルアップすることに技術化の目標があり，また潜在している「危機」

についてはそれを顕在化すること，すなわち少なくとも予見可能性を確保する

ことに技術化の目標があると考えます（図的。



8. 危機発見手法
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図5 危機管理技術化の目標

， ， 

それでは，危機管理における技術目標は設定できたのて、すが，実際に技術的

に可能なのでしょうか。既存技術としてそれは存在するのでしょうか。

まず，既存技術として存在するのは過去に起きた事例分析的手法があります。

これをとりあえずデータベース法として定義しておきます。

この方法は過去の事例を蓄積しこれにより危機の分析を進めるものです。

例えば佐々氏の「危機管理のノウハウ」等もその典型的な例だと思L、ます。

この手法は，簡単に言えば過去の事例でもって現在を推しはかるものだとい

えます。これからの危機管理の分析に当って現状分析は，まず自らの足元を固

めることが重要ですから，この手法は危機管理にとって一番重要な手法であり，

大切にしなければならないものだと思います。

この方法は，非常に着実であり，また有効な手法であると思いますが，限界

があると思L、ます。図 6を見て下さい。データベース法の最大の欠点は，世の

中が変化していない，固定されているとし寸大前提があるということです。

しかし世の中は変化するのです。この世の中が変化することは，ギリシャ時

代も認識されていましたし日本では有名な平家物語の冒頭にも悲しく語られ

ているのです。

世の中が変化し，元の母集団からずれた部分は，過去の事例から推計できな

くなり，そのずれた部分は当然に潜在化してしまうのです。このずれた部分の

危機を発見する技術があるのかということが我々に求められた課題ということ
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図6 データベース法の限界

になるのだと思し、ます。

少し話の先が見えなくなってきたかも知れませんが，失望しないで下さL、。

諸先輩は，その技術を開発してきてくれているのです。技術屋は遠慮深いのか

控えめなのか知れませんが，ただあまり大げさに宣伝してこなかっただけなの

です。

表3を見て下さい。誠実な技術者は「危機管理」について多くは語りません

が，着実に危機管理手法を具体的に提案していることを認識していただけるで

しょう。

これらの技術は，おそらく個別の問題解決のため工夫考案されてきたものと

考えられるので，ある手法が画一的にすべての事案において適用可能であると

は思えませんが，すべての技術手法について一つの共通点があるように思える

ので指摘しておきます。

危機を発見するにあたり，一つの理想的状態をまず設定しこれに対する「ズ

レ」を想定することにより，危機を予見，発見しているようだということです。

何も特別のことをやっているわけではありません。我々が日常生活において何

気なくやっていることを定型化，理論化しているのです。ただ，これがむずか

しいのです。

9. 危機管理技術の適用事例について

危機管理技術の適用事例として，洪水氾濫対応の場合について検討してみま

しょう。
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危機管理の手法

子－ 法 概 要 長 所 短 所

特性要因図 問題とする特性と，それに影 何が婆悶か，要因がどのように関連しあっ 体系的な把握が困難になる虞れがあるc

響を及ぼしている要因との関 ているか，特性に要因がどのような影響を

速を整理して，体系的にまと 与えているかを明確に表すことができる。

めた図。

イベントツリー 初期事象から出発していろい どのような事故が発生する可能性があるか 二者択一の論理ー構成なので部分的な故障を

手法 ろなシーケンスをたどること を論理的に求められる。 考慮できない虞れがある。

により，結果を明らかにする 事故が発生するまでのシナリオを明らかに インシデント発生時の事故進展シナリオの

手法。 することカミできる。 検討であるので，全体のリスクを把握でき

ない。

フォルトツリー システムの故障を要素ごとの 複雑なシステムを解析するのに適しており， 複雑かっ巨大なツリーになりがち。

手法 故障の発生確率と要素聞の因 人間のエラーと環境条件の関係も有効に表 時間経過に関係する事象の展開が困難であ

果関係で表し，システム全体 現できる。 る。

の信頼性を分析する手法。

PDPC法 不確定な条件下において，次 複雑な事態に対して展望を与えることがで すべてのケースを考察するのではないので，

の方策を決定し，最終的に目 きる。 充分な経験を備えた者が実行しなければポ

的を達成できるように計画す シナリオの中の重要ポイントを指摘できる。 イントを見落とす虞れがある。

る手法。

FMEA法 原因となる問題を分析し，相 システムの相互関係が確認できる。 ヒューマンファクターや環境条件を考慮し

互関係を明らかにして，安全 複数の人間による作成が可能である。 にくい。

性に致命的な関係のある故障 複数のエラーを検討するのには適していな

を識別する手法。 し、。

HAZOP法 設計からのズレが起こる箇所 ガイドワードによって発想がやりやすい。 位置的な影響など系統以外の関係がつかみ

及びその原因と結果を明らか 系統的な関係を把握しやすい。 にくい。

にするために，プロセスの各

部分を調査する手法。

表3
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ある現場において，河川lが氾濫して甚大な被害が発生するまでの，おおよそ

の過程は Flow-Iのようになるでしょう。

しかし，河川の現場で Flow-Iのように事態が進行するのは，きわめて稀で

しょう。ただ Flowlから少しもしくは大きくズレが生じたり，又は予想もし

ない事態が発生することは考えられるのです。理想的な過程からのズレ又は想

定していた過程からのズレが時間の進行とともに発展し，重大な危機状態に

至ってしまうことがありますが，これは何が何でも管理する者として避けなけ

ればならないて、しょう。そしてここで重要なのは，危機管理者は絶対的に当初

予想していた理想的状態だけを求めるのではなく，柔軟に状況に対処し，次善

の策を提案し，最悪の状態にならないようにするということです。

この思考過程を論理的に整然と示し，妥当な解決策を提示してくれる手法は，

前の論文で説明した通り PDPC法であると思います。

ただ読者の立場からは，突然 PDPC法が紹介されたので，今までの論述か

らの連続性について疑問を持たれる方もあるのではなし、かと思います。そこで

PDPC法が，私の説明してきた危機発見手法の一つで、あることを再度確認す

ることにします。

危機発見手法とは，潜在する危機を顕在化させる手法もしくは認識のない危

機を認識ある危機に転化させる手法です。

潜在している危機を発見することは困難なことのようにも思えますが，これ

をただ傍観していたのでは発見という喜びを味わうことはできません。

そこでどうしたら良いのでしょうか。発見の動機付けないし契機が必要とな

ります。そこで考えられたのが「ズレ」の発想です。「少しのズレ」を想定さ

れるだけ仮定することにより，その中に大きな危機を招くものを発見していく

のです。

PDPC法は「ズレ」を想定することにより重大危機を回避する手法として

世間一般に紹介されています。何度も同じことを説明するのは，非常にくどい

ように思えます。しかし PDPC法はまだ我々の世界では一般的になってい

ないようですので，ここで再度簡単に概略を説明します。

PDPC法は新QC七つ道具の研究グループでは次のように定義をしていま

す。

「事態の進展と共に，いろいろな結果が想定される問題について，望ま

しい結果に至るプロセスを定める方法」
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または，

「状況や環境の変化に対応させながら目的達成までのプロセスをあらか

じめ，いろいろと読みそれらを図に表しながら検討し最適ルートを決めて

し、く方法」

発案者の近藤博土は文献で次のように定義しておられます。

「手順図または過程計画決定図， PDPCは，情報が不足である上に，事

態が流動的で予測が困難な不確実性の状況のもとで，問題の最終的な解決

に向かつてつぎつぎに一連の手段を講ずる計画を表す図である。これは外

交交渉や労使交渉など特定の相手のある交渉や世論対策や宣伝キャンベー

ンなど不特定な多数を対象とする場合に，相手の出方や状況を見て一つの

手を打ち，それによって状況を変え，また次の方策を決定し最終的には

計画者の希望が達成できるように計画する方法である」

私は， PDPC法は「ズレ」を想定することにより潜在的な危機を顕在化す

る危機発見手法であると解しています。

それでは洪水氾濫過程 Flow-1にPDPC法を適用してみます（図 7）。ただし，

全過程に適用すると膨大なものとなるのでその一部について適用し，皆様の理

解を深めたいと思います。ここでは， Flow-1におLて，例えば水位観測にお

いて諸々の支障が発生した場合において PDPC法を適用してみます。

ただ Flow-2を作成してそれで危機管理対応が終わるのではありません。

Flow-2を例えば河川管理者の目で評価しこれを行動規範としなければなら

ないのです。

10. おわりに

さて今までの危機管理の分析はいかなる意味があるのでしょうか。私は，危

機管理というものを，責任という概念に基づいて各個人の「行動規範」を明確

化することにより，危機管理対応を確実化するようにしたものだとも解してい

ます。

しかし危機管理ないし危機対応は，組織として対応することによ り，その

効果がより期待されるものであることを無視できないと思います。そこで，個

人レベルにまでブレークダウンすることにより明確化できた危機管理を，今度

は逆に個人レベルから組織レベルまで押し上げることにより，危機管理の統合

化が必要になると思L、ます。この点については，まだまだ不勉強なので充分理
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図 7 PDPC法の適用
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論化できていませんが，これが危機管理研究の大きな課題であることを認識し

ています。

例えば， ISO, TQC等の基本的な考え方はその有効な解決策になるのでは

ないかと思っていました。

しかし残念ながら最近において，重大事故の頻発している状況をみますと，

事はそうなまやさしいものではないようです。

この点について私がTQCなり， ISOについて気が付いた事を少し申し上げ

させてもらいたいと思し、ます。

TQCの特徴は，民主的な意思決定を行うことにより合理的な統一意思の決

定を図ることにあると思います。この TQCの特徴が「両刃の剣」になりかね

ないものであり，また更に近年の社会状況が追討ちして TQCの悪い面が表面

化したのではないかということです。

すなわち民主的な意思決定を図るということと，合理的な統一的意思を図る

ということは，両者が摩擦を起こさないでいる聞は，非常に好ましいものなの

ですが，この両者は，状況によって対立しかねないものであり，往々にして民

主的な意思決定が無視されて，統一的意思決定の方が勝利する場合が多いので

す。例えば採算や効率に偏重した意思決定が後者の立場から決定されてしまい

安全性が軽視されてしまう等のことが考えられます。

TQCなり ISOは確かに技術屋として理想郷をめざして考案されてきたもの

だと思いますが，その使い方によっては大いに技術屋を苦しめるものになりそ

うです。

（元水資源開発公団審議役）
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