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自治体経営のリーダーシップと組織（１） 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

自治体経営は、行政組織の持続性を確保する「行政経営」と地域の持続性を確保する「地域経営」に分

けられ、相互が密接不可分の関係で展開されている。この両者に求められる人的資源の共通要素として、

組織あるいは地域集団（コミュニティ等）に対するリーダーシップ力がある。とくに、「管理志向」から

「行動志向」へ、「知っていること」から「生み出すこと」へと自治体機能が進化するに伴い、マネジメ

ント力とリーダーシップ力の違いを認識した人事政策と組織の展開が必要となっている。 

自治体経営では、現在の住民ニーズを無秩序に受け止めるのではなく、優先順位をつけ取捨選択する力

が同時に求められる。自治体経営の進化、すなわち、絶え間ない変化は、何によってもたらされるのか。

それは、現状に対する「自覚的フィードバック」を原点とした「創造的批判」にある。批判には、根拠と

なる証拠や政策議論に基づかない主観的な否定的批判（感覚的なダメ出し型批判）と証拠や政策議論に基

づく客観的な創造的批判（体系的な提案型批判）がある。主観的な否定的批判は、新たなイメージ形成に

は結びつかない。創造的批判の視点があって、はじめて自治体経営は進化する。 

 

１.リーダーシップ力とマネジメント力 

リーダーシップ力への一般的認識としては、長く支持されてきた「特性論」の視点を受け、「個人的

特性に基づくものであり教育的・組織的に培われるものではなく、属人的資質である」と位置づけられ

てきた。このため、行政組織の管理職選考でもリーダーシップ力とマネジメント力を明確に分けること

なく、主観的評価軸をもって選考する例も少なくない。両者の違いが理論的にも指摘されたのは比較的

新しく、1980 年代に入ってからである。代表的なのは 1988 年に発表された「コッター・リーダーシッ

プ論」である。この理論は、リーダーシップ力とマネジメント力の違いを明確に指摘し、変革の時代に

必要な力はリーダーシップ力であることを強調している。そして、リーダーシップ力に最も重要な要素

を「ビジョンを掲げること」であるとし、変革を実現するための８段階を提唱している。1980 年代に

入り、二度のオイルショック（石油危機）を受けた先進国の成長力低下により、新たな経済社会の枠組

みを構築するビジョン性が強く求められたことなども、コッター・リーダーシップ論を生み出した背景

にある。 

リーダーシップ力とマネジメント力の違いについて具体的には、「マネジメント力」が「複雑な環境

にうまく対処し、既存のシステムを運営」することであり、①計画立案と予算策定、②組織化と人材配

置、③コントロールと問題解決が重視されたのに対して、「リーダーシップ力」は「組織をより良くす

るための変革」であり、①進路の設定、②人心の統合、③動機づけと啓発が重視される。 

自治体経営においても、従来は「マネジメント」の統制が取れていることが重要視され、ガバナンス

の意味もこの点から指摘されることが多かった。しかし、自治体経営も変革の時代を迎え、「リーダー

シップ」の必要性を強く指摘できる段階となっている。もちろん、従来型のマネジメントを否定するの

ではなく、組織内のマネジメントに加えて「リーダーシップ」の力を同時並行的に形成することが必要

となっている。本稿では二度に分けて、自治体経営のリーダーシップについて考察する。第１回では、

これまでのリーダーシップ論の変遷を整理、第２回で社会構造変化が激しくなる中で中心となる「変革

型のリーダーシップ」のあり方について整理する。 
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２.リーダーシップ論の変遷 

リーダーシップ力とマネジメント力の違いを具体的に認識する前提として、リーダーシップに関する

理論的変遷について整理する。なぜならば、リーダーシップに関する一般的認識は、長く続いた「特性

論」の視点の影響を受け、属人的な個性として位置づけられ、現状においてもそうした認識が強く形成

されていることによる。リーダーシップに関する主な理論の変遷は、以下のとおりである。 

 

（１）リーダーシップ特性論（資質論） 

特性（資質）論は古典的理論で、古くはプラトンの「国家論」、マキャヴェリの「君主論」などに登

場する。優れたリーダーに共通する身体や性格、知能に関する研究で、「リーダーは作られるではなく、

生まれながらに持つ資質である」と考える。 

１）プラトンの「国家論」における「英知を持ったリーダーが国を治めよ」という哲人理論 

プラトンの「国家論」は、「原始共産制的階級社会」を想定しており、共産主義と階級社会とを融合

させて、超国家主義的な社会のありかたを理想としている。プラトンの考えは、すべての人間が平等と

いうことはあり得ず、人間の能力や資質には歴然とした差があり、国家社会はこの差を前提にして構成

し思慮に欠けた人間が統治をすべきではなく、国を守るべきものは、勇気を持たねばならないとしてい

る。 

２）マキャヴェリの「君主論」における権謀術数に長けたリーダー像 

マキャヴェリは、プラトンと異なり実際の政治活動に携わりながら、実践的視点から理論に接近して

いる（帰納法的接近）。君主論の中核は現実主義（リアリズム）であり、政治で理想を追い求めるので

はなく、政治独自の運動性を理解することが「よい政治」を生み出すとする。君主論では、①世襲制で

は、先代君主の統治を継続、②新たに生まれた国家では、君主自体の「力量」と「運命」が統治に影響、

③君主は個の信念に固執せず、柔軟に運命を繰り力量でそれを味方にする、④国家の土台は「徳」では

なく、「よい法律」と「よい武力」としている。 

３）トーマス・カーライル「リーダーシップ偉人説」 

「他より優れた何らかの資質を持ち合わせた偉人だけがリーダーとなり得る」という考え方であり、

リーダーシップを上手く「展開できる人」と「展開できない人」の差を、身長、体重、性格などで測定

し、リーダーとしての資質を明確にしようとする取組みである。20 世紀初頭に「知能テスト」が開発さ

れ、それを活用し IQ を個人的資質の測定として組み込むことで発展している。知能テストは、1904 年

スピアマンが一般知能の考え方を提案し、1905 年にビネとシモンが史上最初の知能テスト（ビネテス

ト）をパリで発表し、同年ユングが言語連想テストを公表している。但し、個人的資質を測る項目を多

様化・精緻化するほど、資質の差が不明確化する課題を抱える結果となっている。 

４）ストックディル特性論 

ストックディルは「リーダーシップ偉人説」を発展させ科学的な検証を進めている。リーダーシップ

と高い相関関係がある特性を調査し、「公正」「正直」「誠実」「思慮深さ」「公平」「機敏」「独創性」「忍

耐」「自信」「攻撃性」「適応性」「ユーモアの感覚」「社交性」「頼もしさ」を指摘している。現実には特

性の定義、測定、因果関係を明確化しきれず、リーダーシップ特性論の限界を自ら宣言している。 

以上の各特性論は、リーダーに普遍的に求められる資質が確定できていないほか、リーダーシップの

動態的影響過程（資質がフォロワーに与える因果関係）を解明するには至っていない。また、外見的資

質以外の点はフォロワーから認識することは困難であり、共通して認識可能なのは、リーダーが示す行

動であるとする考えが強まる結果となった。この流れが、次のリーダーシップ行動論に発展する。 

 

（２）リーダーシップ行動論 

基本的に「リーダーは作られるものであり、生まれながらの資質ではない」と考え、リーダーとリー

ダーでない者の行動の違いに着目する理論である。基本的に「課題達成の機能（TASK）」と「集団を維

持し人間関係に配慮する機能（RELATION）」を分ける。二つの要因で整理する二次元モデルの視点が
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中心であり、行動科学の影響を強く受けている。行動科学は、人間行動の法則性を解明しようとするも

のであり、社会科学が社会システムの構造分析が中心であるのに対し、行動科学では社会システム内の

個体間コミュニケーションや意思決定メカニズムなどに焦点を当てる。オハイオ州立大学やミシガン大

学の二次元モデルが代表的研究例となっている。その中で、「マネジリアル・グリット論」は、リーダ

ーシップの行動スタイルを「人間に対する関心」「業績に対する関心」の２軸から形成する二次元モデ

ルとし、それぞれにどの程度の関心を持っているかを９段階に分けて測定する。これによって形成する

81 の格子（グリッド）をマネジメント･グリッドとし、典型的な次の５つのリーダーシップ類型（1･1

型、1･9 型、9･1 型、9･9 型、5･5 型）に分類している。この類型の中では 9･9 型が最も理想的なリー

ダー類型であると主張している。1･1 型：生産（目標達成）にも人間にも無関心な放任型リーダー、1･

9 型：生産を犠牲にしても人間への関心が高い人情型リーダー、9･1 型：人間を犠牲にしても生産最大

化への関心が高い権力型リーダー、9･9 型：生産にも人間にも最大の関心を示す理想型リーダー、5･5

型：生産にも人間にもほどほどな関心を示す妥協型リーダーとする。但し、実証的検証は不十分である。 

 

（３）条件適応理論（コンティンジェンシー理論・偶然偶発理論） 

1960 年代に入り、状況が異なれば求められるリーダーシップも変わるとするリーダーシップ条件適

応理論が提示される。「全ての状況に適応される、唯一絶対のリーダーシップ・スタイルは存在しない」

という前提に基づき、どんな人でも適切な状況に置かれればリーダーシップを発揮出来るとする立場を

取る。このため、あらゆる環境に対して唯一最善の組織（人間集団の仕組み）は存在せず、環境が異な

れば有効な組織の形も異なるとする。また、安定期ではライン型の組織、市場急成長期や経済混乱によ

る不安定な環境にはスタッフ型組織など、組織戦略は外部環境によって適切に変化するべきと考える。 

１）フィドラー理論 

1964 年にフィドラーは、「リーダーシップ・スタイルは集団が置かれている課題状況によって異なる」

とする理論を指摘している。リーダーシップとは資質ではなく、「状況に応じて役割を変える必要があ

る」と考える。そして、リーダーシップの有効性に関わる条件変数を「状況好意性」で定義づけ３要素

を設定し、３つの変数が高い場合にリーダーシップが発揮しやすい状況となり、低い場合にはリーダー

シップを発揮するには不利な状況になるとする。その３要素は、①リーダーが組織のフォロワーに受け

入れられる度合い、②仕事・課題の明確さ、③リーダーが部下をコントロールする権限の強さとしてい

る。 

次に、リーダーシップ・スタイルは、「タスク中心・指示的なスタイル」と、「人間関係中心・非指示的

なスタイル」に分ける。①状況がリーダーにとって非常に好意的、または非常に非好意的である場合、

タスク志向が有効であり、②状況がリーダーにとって好意的でも非好意的でもない場合は、人間関係志

向が有効とする。そして、LPC（Least Preferred Coworker）を提示し、リーダーの最も苦手なフォロ

ワーを LPC 指数で計測し、苦手なフォロワーを好意的に評価するリーダーを「高 LPC」、苦手なフォロ

ワーを避けるリーダーを「低 LPC」と定義し、人間中心型と課題中心型に分類している。 

２）パス・ゴール理論 

リーダーシップの本質を「フォロワーが目標を達成するため、リーダーはどのような道筋（パス）を

通れば良いのかを示すことである」（関係論）とする。フォロワーの目標達成を助けることがリーダー

の職務で、目標達成に必要な方向性や支援を与えることが組織の全体的な目標にかなう」とする。リー

ダーのリーダーシップ・スタイルを「指示型」、「支援型」、「参加型」、「達成型」の４つに分けている。 

①指示型=課題志向が強くフォロワーに何を期待しているかを明確にし、仕事のスケジュールを設定、

達成方法を具体的に指示する。 

②支援型=相互信頼を基本にフォロワーの発想を尊重、感情に配慮して人間関係を重視。 

③参加型=決定を下す前にフォロワーに相談し、提案をもらい活用する。 

④達成型=困難な目標を設定し、フォロワーに全力を尽くすことを求める。 

さらに、リーダーを取り巻く状況を、業務の明確さ、経営責任体制や組織等の「環境的要因」とフォ
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ロワーの自立性、経験、能力等の「部下の個人的な要因」に分けて分析している。リーダーとしての行

動が環境的要因に対して過剰、あるいは部下の要因と調和しない場合はリーダーシップを発揮出来ず、

逆にリーダーの行動が条件に適合している場合に、リーダーシップは発揮可能とする。道筋（パス）を

指し示すことが、なぜ全体目標を達成するのに適するかをパス・ゴール理論では、モチベーション理論

の中の期待理論を活用している。期待理論は、「人や組織が動機づけられるためには、①魅力的な報酬 

②明確な目標 ③必要充分な戦略の３条件が必要である」とする考え方。期待理論をパス・ゴール理論

に適用すると、「環境条件に適合した、リーダーシップ行動パターンを実行ができているか」を確認す

る際には、①「目標を明確に示し、共有できているか」、②「目標実現の為の必要充分で具体的な戦略

を共有できているか」、③「目標を実現する意義や、その成果がもたらす魅力を共有できているか」を

判定する。 

３）SL理論（Situational Leadership Theory） 

1977 年にハーシィとブランチャードが提唱した理論。フォロワーの成熟度によって、有効なリーダ

ーシップ・スタイルが異なるとする。フィドラーのコンティンジェンシー・モデルの状況要因を掘り下

げ、とくに成熟度に着目し発展させている。SL 理論では縦軸を仕事志向、横軸を人間志向の強さとし

て４象限に分け、リーダーシップの有効性（指示決定の指導の強弱、説得・参加型スタイルなど）を高

める方向性を示す。SL 理論において有効なリーダーシップは、フォロワーの成熟度により次のとおり

である。 

①S１：教示的リーダーシップ=具体的に指示し、細かに監督する。 

（課題志向が高く、人間関係志向の低いリーダーシップ）→フォロワーの成熟度が低い場合 

②S２：説得的リーダーシップ=考えを説明し、疑問に応える 

（課題志向・人間関係ともに高いリーダーシップ）→フォロワーが成熟度を高めてきた場合 

③S３：参加的リーダーシップ=考えを合わせて決める 

（課題志向が低く、人間関係志向の高いリーダーシップ）→フォロワーの成熟度が高まった場合 

④S4:委任的リーダーシップ=仕事遂行の責任をゆだねる 

（課題・人間関係ともに最小限のリーダーシップ）→フォロワーが完全に自立性を高めて場合 

 

（４）カリスマ的リーダーシップ論 

1970 年代後半から米国経済の停滞を背景に、組織間競争環境が深刻化し従来の延長線上ではなく、

将来のビジョンを描く資質がリーダーに求められる時代となり生じたのがカリスマ的リーダーシップ

理論である。1924 年に社会学者マックス･ウェーバーがカリスマ性を指摘しているが、1976 年ハウス

により再定義がなされた。特性論の先天的な資質ではなく、「フォロワーにカリスマと認知されること

で、リーダーはカリスマとなる」・「きわめて高水準の自己信頼とフォロワーからの信頼があることで、

リーダーはフォロワーを目標に導くことが可能である」とした。さらにフォロワーからの認知の視点か

ら「具体的にどんな行動を取ればカリスマと認知されるのか」を、87 年、コンガー・カヌンゴが①戦略

ビジョンの提示すること、②リーダー自らリスクを取りフォロワーの規範となる行動を取ること、③現

状の正しい評価を行うことを指摘している。但し、全体として科学的整理が不十分となっている。 

 

（５）変革型リーダーシップ論 

1980 年代後半以降のリーダーシップ論。不確実に変化する組織環境に対して、組織を成功へと導く

リーダー行動に焦点をあて、ビジョンを提示しながらフォロワーを導き、動機づけ,組織変革を実現する

ことがリーダーシップの中核的な行動であるとする｡次回以降、整理する。 

 



 

 

6 

英国離脱と EU圏の行方 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

英国は、1973 年に EU の前身となる欧州共同体（EC）に加盟し、その後も共通通貨ユーロの採用や

国境管理に関するシェンゲン協定批准の免除など、独自の姿勢を維持してきた。そうした中で英国離脱

は、スコットランド問題を再燃させているほか、フランスの EU 内での位置づけにも影響を与える結果

となっている。加えて、フランス大統領選挙後の６月８日の英国総選挙の結果もさらにリスク要因とし

て横たわる。 

英国の EU 離脱、そして連合国家や地方自治のあり方について問いかける近年の流れの原点のひとつ

として、2014 年９月 14 日実施のスコットランド独立住民投票がある、最終的に賛成 44.7％、反対 55.3％

の僅差で連合王国内に残留する結果となったことは記憶に新しい。この住民投票の政治的スタートは、

1989 年に自治を求める市民組織に労働党、自由民主党等の政党、労働組合、教会等が加わり、スコッ

トランド憲政協議会（SCC : The Scottish Constitutional Convention）が結成されたことに始まる。95

年に憲政協議会はスコットランドの自治案を発表し、97 年に誕生した労働党ブレア政権がこの自治案を

支持したことから同年実施された住民投票によって、1707 年廃止されたスコットランド議会か約 300

年ぶりに復活することになり、99 年初の議会選挙が行われた。この選挙結果を受け労働党ドナルド・デ

ュワーが自治政府初代首相となり、2011 年独立推進派スコットランド国民党（SNP）が過半数の議席

を占めるに至り、翌 12 年当時のサーモンド自治政府首相が英国からの独立を問う住民投票を 2014 年９

月に行うと発表し、キャメロン英首相も同意する協定書に調印し（エディンバラ合意）、住民投票に至

っている。 

こうした潮流に続き、2016 年６月 23 日の EU 離脱か残留かの国民投票で、英国の EU 離脱が決定し

今年に入り英国から EU に対する離脱の通告が行われている。しかし、スコットランドにおける EU 離

脱に関する投票結果を見ると残留が多数を占めておりスコットランド側は反発し、スコットランドの独

立を問う住民投票には「疑う余地のない民主的な義務」があると指摘している。但し、スコットランド

の住民投票の実施には、英国政府の承認を得る必要がある。英国政府のスコットランド担当相デイビッ

ド・マンデル氏は「EU 離脱中に住民投票をするのは、フェアではない」と批判し、また、「EU 離脱中

に、独立住民投票をすべきかどうかの交渉はしない」と強調している。英国政府報道官は「300 年以上

一つの国として共にやってきた。私たちは共に働き、共に繁栄し、共に戦争をたたかい、そして明るい

未来がある。この重要な時期に際し、私たちは共に働くべきだ。互いから離れるべきではない」とも語

っている。これに対して、英国政府がスコットランド議会の「意思を尊重」するよう求め、「スコット

ランドの人々に選択肢を与えることであり、今が最適のタイミングではないことには同意するものの、

EU 離脱の条件が明らかになった時、この選択肢が与えられるべき」との考えも示している。 

一方で、EU の体制自体に大きな影響を与えるのは、４月 23 日、５月７日の二回投票で実施された

るフランス大統領選挙である。極右政党・国民戦線ルペン党首、社会党から離れ選挙戦に臨むマクロン

氏（オランド政権経済閣僚）、③共和党フィヨン元首相が中心となっている。極右阻止で右派や左派の

支持層が連携する流れが見込まれており、極右のルペン党首が当選する可能性は限定的との指摘がある

一方で、米国大統領選挙や英国国民投票等の流れもあり危機感は依然高い。ルペン氏は選挙公約の中で、

主権回復を目指す EU 協議が成立しない場合、フランスでも EU 離脱国民投票を実施することを明確に

している。もちろん、国民投票を実施するには国民議会等の協力が必要であり、大統領単独では実施で

きないことからハードルが極めて高い。しかし、英国に続きフランスで EU 離脱議論が高まれば、EU

各国に与える影響も大きい。英国と同時にフランス大統領選挙とその後のフランス国内での議論が EU

にとって大きな分岐点となる。 

政策シグナル 
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韓国経済・米中問題と大統領選挙 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）韓国中央銀行等資料より作成。 

（注）「   」は、多項式近似傾向線。 

 

韓国経済が苦悩している。アジア経済全体が対米等輸出増加を背景に堅調さを増す中で、韓国経済も前

年比ベースでの輸出は足元で増加している。こうした増加が消費等の内需拡大に結び付いておらず、経済

全体の回復への足取りは重たい。このため、製造業の活動等一気に回復する流れではなく、国内政治の混

乱に加えて、対中関係も高高度防衛ミサイル配備問題で冷え込む状況にあり、観光も低迷している。韓国

経済の内需・外需の回復ともに国内外の政治的安定が不可欠であり、5 月 9 日に実施が予定されている大

統領選挙が如何なる結果となるかは、韓国経済の今後のシナリオに大きな影響を与える。 

加えて、米国と北朝鮮の緊張関係の高まりに伴う米中の朝鮮半島に対する戦略の行方は、当然に韓国経

済だけでなく政治・国民生活に決定的な影響を与える。米国トランプ政権の戦略の柱は、朝鮮半島の非核

化にある。トランプ政権の交渉姿勢は他の分野も含めまず強い姿勢で接し、その圧力から有利な条件を相

手方から引き出す圧迫政策が基本となっている。米軍による 4 月以降の化学兵器使用を理由とするシリア

攻撃、米空母の朝鮮半島近海への派遣、アフガニスタンへの核兵器を除く最大級爆弾による攻撃は、中国

や北朝鮮政府に対する強い圧力の側面を持っていることは否定できない。また、中国に対しては貿易問題

とセットで北朝鮮への経済制裁強化を求め、中国もピョンヤンへの自国航空会社定期航空路の一時休止

（理由は、利用客の減少） 等を行いつつ、対話による解決を米国に求める姿勢となっている。 

  こうした中で中国は、いかに対等な中米関係を安定的に構築できるかが、今後の中国経済の安定にも

不可欠な課題となっている。朝鮮戦争を共に戦った政治的理念としての中国・北朝鮮関係が時代の経過と

ともに劣化する中でも、米国と安定的関係を形成するには中国にとっての北朝鮮の存在は外交政策におい

て重要な位置づけにある。 

他方、北朝鮮の外交姿勢は現在の支配体制の継続と核保有であり、米国の利害との妥協点の模索が困難

な中で中国の経済制裁の行方がさらに大きな焦点とならざるを得ない。北朝鮮も今年 4 月の最高人民会議

で 19 年ぶりに外交委員会設置を決定しており、韓国の新大統領がこうした政治経済情勢の中で国内問題

も踏まえつつ、いかに敏速に対応できるかも大きな課題とならざるを得ない。 

アジアリンク 
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世界の自然災害リスクマネジメントにおける日本の役割 
 株式会社富士通総研 クロスインダストリビジネス企画グループ 

林 代至未 

 

はじめに 

昨今、「地震」「ゲリラ豪雨」「竜巻」「気候変動」等、自然災害に関する報道に触れる機会が増えたと感

じる人は少なくないであろう。報道が増えた背景は、大規模災害を受ける国や地域が広がってきているた

めでもあり、2016 年上半期だけでも、１～２月の寒波（アジアや北米）、３月の干ばつ（大洋州）、４月

の地震・津波（日本およびエクアドル）、５～６月の洪水（欧州）等、世界各地で様々な自然災害が相次

いでいる。 

本稿では、国際社会が有する自然災害リスクを概観し、自然災害リスクへの対応準備における日本の状

況、及び公共機関や企業等が自然災害リスクの軽減に向けて貢献できる取り組みを検討したい。 

 

１．増加する自然災害の件数とその地域分布 

自然災害は、多くの人命を奪うだけではなく、それまで築き上げてきた街や個人資産等、長年の開発

の努力や成果を短期間に破壊する。自然災害の発生傾向の把握、予測や防災に向けた取り組みは、中長

期に安定した開発を計画及び実施するために重要な施策のひとつである。 

Center for Research on the Epidemiology of Disasters（CRED）によると、世界で発生している自

然災害の数は 1960 年頃の 40 件から急激に増え始めた。2000 年の 526 件をピークにその後は 2016 年

の 297 件まで減少しているものの、長期的には増加の傾向にある（図表 1）。自然災害の発生地域を見

ると、最も多発しているのはアジアであり、全件数の約半数を占める。被害金額の地域分布では、2005

年（ハリケーン･カトリ

ーナによる被害）や

2012 年（ハリケーン･

サンディによる被害）

等、経済活動の活発な

北米において大規模な

経済被害を突発的に受

けることはあるが、ア

ジアは一定して被害額

全体の約４割を受けて

いる（図表 2）。死亡者

数を含む被害者数では、

災害発生件数に加えて

人口が多いアジア地域

が全体の８割を占める

（図表 3）。 

 

 

事例研究 

（出所）ED-DAT, CRED ウェブサイト（2017年 3月 14日アクセス） 

 

 図表 1 世界の自然災害発生件数（1960～2016年） 
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図表 2 地域別被害額（1960～2016年） 

 

（出所）ED-DAT, CRED ウェブサイト（2017年 3月 14日アクセス） 

 

図表 3 地域別被害者数（1960～2016年） 

 

（出所）ED-DAT, CRED ウェブサイト（2017年 3月 14日アクセス） 
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２．自然災害リスクとリスクマネジメント 

前述の自然災害の発生件数や被害規模から、アジアにおける自然災害対応準備が同地域の経済発展に与

える影響が大きいことが分かる。それでは、防災・減災に取り組むには何を検討すればよいのだろうか。

ここでは、自然災害を減らすために、まず、自然災害を構成する要素を明確にしておきたい。 

自然災害は、自然現象に人間の活動が関わる過程で発生するもので、地震や台風等の自然現象が発生し

ても必ずしも災害につながるとは限らない。例えば、無人島にある火山が噴火した場合、噴火や噴煙等が

届く地域に訪問者や農地等の経済的な資産・財産に代わるもの存在しなければ、それは噴火という単なる

自然現象である。世界銀行等の国際機関では、自然災害は、自然現象（hazard）が社会的また構造的な脆

弱性（Vulnerability）を有する地域や社会に発生し、対象（Exposure）となる人や建物等に被害をもた

らすことと整理している。 

図表 4 災害リスク 

 

（出所）「The making of a riskier future: How our decisions are shaping future disaster risk」

Global Facility for Disaster Reduction and Recovery（2016 年）、国土地理院ホームページ

等を参考に筆者が作成 

 

従って、災害のリスクを減らすには、災害リスクを構成する自然現象、被害の対象、脆弱性の各々に対

して、発生原因を特定し、抑制していく活動が求められる。例えば、自然現象に対しては地球温暖化の抑

制、被害対象の管理では、災害を考慮した土地の利用計画として居住地区の分散や非難地の確保、脆弱性

に対しては予知精度の向上や避難訓練等を通じた啓発等がそれぞれの要因を抑制する活動として挙げら

れる（図表 5）。これらの取り組みに対して、活動主体となる個人及び組織がハード･ソフトの両面から自

然災害を考慮した事業計画を立て、施策や事業の実施及び評価、施策・事業計画への反映を繰り返すこと

で、被災の可能性と災害時の被害規模を効果的に軽減していくことが可能になる。 

防災・減災の活動主体としては、政策の立案及び実施を行う行政機関が主体となることもあるが、人間

活動の活動主体は個人や企業等であるため、家庭や職場における食糧の備蓄や有事の集合場所の取り決め、

組織内の事業継続計画（BCP）準備等、災害リスクマネジメントの取り組みは、これら社会を構成する個

人及び組織単位での準備と対策の連携が災害リスクの軽減に貢献する。 
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図表 5 自然災害リスクマネジメントツールの例 

災害リスク

の要素 
マネジメントツール 

活動主体と活動例 

公共機関 企業 個人・家庭 

自然現象 自然災害の予測 研究、情報公

開 

研究、情報公

開 

情報収集 

地球温暖化の緩和に向けた取り組み 制度制定 制度の適用、

運用支援 

制度の適用 

災害の対象 土地の利用（安全地帯の確保） 計画、情報公

開 

計画、購入 計画、購入（使

用） 

脆弱性 災害保険等の財務維持管理 情報整備 商品開発、販

売 

購入（使用） 

構造物の耐震・性能 制度制定 制度の適用、

技術・商品開

発、販売 

購入（使用） 

予知、警報システム等の導入 研究、情報公

開 

技術・商品開

発、販売 

情報の活用 

安全確保に必要な行動の啓発及び認識

（BCP の準備、避難訓練等） 

計画、実施 計画、実施 訓練への参加 

食糧等の備蓄 計画、実施 計画、実施 計画、実施 

組織内や個人間の連絡方法の取り決め 計画、実施 計画、実施 計画、実施 

 

３．日本における災害リスクマネジメントの成果 

自然災害リスクに対して各国が有する政策、公共及び民間によるリスクマネジメントツールの有効性

や成果を総合的に評価できる指標として、World Risk Index（WRI）というものがある。WRI は、国

連大学等が中心となり開発した指標で、災害の対象を国境で区切り、脆弱性を変数として各国が有する

災害リスクの度合いを示すものである。2015 年の WRI によると、日本は地震、暴風雨、洪水、干ばつ

等の自然現象に対して最

も多くの人口及び資財を

有する国として位置づけ

られているが（図表 6）、

自然災害に対する脆弱性

は最も低い（他国に比べ

て最も準備ができてい

る）（図表 7）と評価され

ている。ただし、相対的

な視点ではなく絶対的な

視点で見ると、日本の場

合は、災害対応準備の度

合いに比べて、災害の発

生件数や災害の対象規模

が大き過ぎるため、災害

リスクを劇的に下げるま

でには至っておらず、未

図表 6 災害の対象 

（出所）Integrated Research on Disaster Risk（IRDR）ウェブサイト 
（2017年 3月 10日アクセス） 
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だに高い災害リスクを有している（図表 8）。 

 

図表 7 災害に対する脆弱性 

 

（出所）IRDRウェブサイト（2017年 3月 10日アクセス） 

 

図表 8 WRI 

 

出所：IRDRウェブサイト（2017年 3月 10日アクセス） 
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４．世界の災害リスク軽減に向けた日本の貢献 

図表 6、図表 7、図表 8 が示すように、特にフィリピンを始めとするベトナム、カンボジア、パプア

ニューギニア等のアジア太平洋州においては、自然災害が発生する確率が高いうえに、経済発展に伴い自

然災害の対象となる資本財や人口が増加しているにもかかわらず、リスクの軽減に向けた対応準備が遅れ

ている。この状況を翻って見ると、災害リスクの高い国々は、日本の公共機関や民間企業がこれまでに培

ってきた知見、災害の予測技術や防災製品、防災及び復旧の機器・システムに係る運用ノウハウ等に対す

る強いニーズを有しているということでもある。日本は、災害リスクの高い国々が有するニーズを的確に

掴み、公共機関であれば国際協力や情報共有の機会等、民間企業であれば自然災害の軽減に資する商品の

技術・開発と海外への販売促進等を通じて、国際社会にさらに貢献することができるのではないだろうか。

特に、日本同様に脆弱性が比較的低く（図表 7）、かつ災害対象の規模が大きすぎる（図表 6）、マレーシ

ア、タイ、ベトナムに対しては、例えば水位計等のセンサーや救助資器材等のハードコンポネント単体で

の導入効果が期待でき、フィリピンやカンボジア等、脆弱性が相当に高い国々に対しては、運用支援等の

ソフトコンポネントと資器材を併せた導入方法が検討できる。 

日本政府はこれまで、フィリピン、インドネシア、タイ、ベトナム等において、災害予測調査支援、災

害リスク管理局の体制や設備の整備、緊急車両の導入、病院整備等、包括的な支援を行っており、これら

の支援は、災害救助活動の質及び量の向上、各地のファザードマップ整備や避難訓練の定期開催等に貢献

している。政府による民間企業の技術やノウハウの活用も進んでおり、例えば、インドネシア国ジャカル

タ特別州防災局と本邦独立行政法人国際協力機構（JICA）と富士通株式会社は、スマートフォンを活用

した市民参加型災害情報共有システムを試験的に導入し、住民から収集した災害情報を共有するアプリの

普及とその情報分析を通じて、住民の災害対応能力強化を図っている。 

 

おわりに 

富士通グループ及び株式会社富士通総研では、緊急地震速報システムや災害予測シミュレーター、事業

継続計画（BCP）等の開発、これらの導入及び適用支援、データの活用、研究調査等、多面的な災害対応

業務を行っている。筆者も同グループのコンサルティング業務を通じて、今後も日本を始めとする世界の

自然災害リスクの軽減に向けて貢献し続けたいと考えている。 
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