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1. 序論 

1.1 研究の背景と目的 

東日本大震災をはじめとして，地震，津波，洪水，土砂災害，火山噴火，豪雪等激甚な災害が

頻発している．自然災害に備え，堤防，ダム，道路等の防災に関わる社会資本の整備，災害への

備えの基本となる災害リスク評価とハザードマップ等による災害リスクの社会への周知・共有化

や住民の避難訓練等の様々な準備，発生した災害からの被害回避・軽減のための避難と対策要員

や資機材の投入等が行われている．しかし，依然として多くの人命が失われ，大きな社会・経済

的損失が発生し，復旧・復興に長い時間と膨大な費用を要している． 

住民避難等の災害応急対策は，発生した災害から住民の生命を守る最後の砦である．災害対策

基本法に基づき市町村長がその責任を担っており，対策項目は情報収集，救急・救助，医療及び

消火活動，緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動，避難収容活動等々広範にわたっている．

このため，首長等の責任者や防災担当者は，事前に想定し準備した災害シナリオに基づく防災計

画や新たな情報等に基づいて，地域への災害情報等の伝達を図るとともに要員や資機材を投入し，

生命・財産の保護に当たっている．これまでの災害対策は，一定の規模の災害を想定し、これに

対応するための計画を策定し準備することで強化されてきた． 

しかし，災害応急対策の対象となる災害は，事前に想定した発生時期，規模，形態，場所，範

囲とは異なることが多く，原因である自然現象は時々刻々変化し，災害の状況や形態等も変化し

ていく．このため，災害応急対策における意思決定は，時間等の厳しい制約条件下で、事前の想

定と異なる状況や災害リスクとその変化等必要な情報の収集・集約が不十分で災害の全貌の把握

が困難な中で行われている．このような，事前の想定とは異なる想定外の事態や住民の生命が危

機に直面する緊急事態等への対応等、自然災害時の危機管理における意思決定は，極めて困難な

状況に直面している．しかし，このような意思決定を支える体制は一般的には構築されておらず，

結果的に防災に関する計画において，計画の錯誤ともいえる状況も生じている． 

現実に被災し，厳しい条件下での災害応急対策にあたった多くの市町村長から，自然災害時の

危機管理における意思決定の困難さと，この課題を解決し人命を守ることを基本にした防災・減

災機能強化への取り組みの必要性についてご意見をいただいてきた．市町村長は，被害に関わる

情報，科学技術に関わる専門的な知見，発生している災害のリスク評価等が十分でない中で、避

難等の困難な意思決定に直面している．市町村長からの「想定外」，「考えてもみなかった」，「初

めて経験」，「危ない，危ないだけなら，私でも言える」，「学問がほしい」等の発言がある．紀伊

半島豪雨において，災害発生直後の国土交通省からの TEC-FORCE 派遣に対していただいた，

「どうすればいいのか混乱しているところに、必要な情報と対策として何ができて何ができない

かを示してくれた．助かりました．」は，象徴的な言葉と考えている． 

2000 年有珠山噴火現地災害対策本部，多くの水害や土砂災害の現場，東海村 JCO 臨界事故現

地本部等で応急対策に加わり，意思決定の難しさ，特に避難等の応急対策に関する意思決定の重

要性とこれを支援する体制強化の必要性を痛感してきた．さらに，科学研究，技術開発，情報化

社会等の進展は，災害に関わる自然現象の予兆や発生した災害に関する状況を早期に把握・評価

し，これらの情報を防災関係者だけでなく住民・地域等の防災・減災を担う多様な主体に広く伝

えることを可能にしている．しかし，このような科学技術の進展を生かした，意思決定とその支

援体制の構築は十分でなく，その強化が求められている． 
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また，激甚な災害が頻発する中，住民避難等が不十分なことによる被害の拡大や，災害対策基

本法に基づく市町村長による避難指示等の発令遅れや結果的に避難の対象が過大であった等の

批判が多くの災害でなされているが，このような自然災害時の危機管理に対する認識の共有化や

議論が成熟していない．このため，過去の教訓を活かし同様な失敗を繰り返さないための，実効

ある取り組みの構築と実践には至っていない 

危機管理（crisis management）の研究は、第 2 次大戦後の核戦略に関する政治学の研究とし

て始まり，キューバ危機におけるアメリカ政府の意思決定構造を分析したグレアム・T・アリソ

ンによる「決定の本質」1)はその代表とされる．以降，政治学から行政学、経営学、社会学等の

学問分野において，自然災害，原発事故，テロリズム，感染症等、様々な事象を対象として，危

機管理に関する研究が蓄積されてきている．しかしながら，このような研究の中における危機管

理の定義は次に示すように多義的である，大泉は，危機管理を「時と場所を選ばず思わぬ形で発

生する緊急事態(危機)を予知・予防することであり，万一，危機が発生しても素早い対応で人的

及び経済的損失を最小限に食い止めること」と定義している 2)．日本の法律では，阪神・淡路大

震災を受け改正された内閣法では，危機管理という用語をより一般的に「国民の生命，身体又は

財産に重大な被害を生じ，又は生じる恐れがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止」

と定義している 3)． 

防災研究の分野においても，危機管理や災害対応に関わる実証的・経験的研究が蓄積されてき

た．その中で，現実の災害事例を通して，災害対策本部の役割 4)，関係諸機関の連携体制 5)，災

害対応の実態や課題 6)等が検討されている．火山災害に関しても，火山噴火時に行政機関が行っ

た災害対応に関わる事例研究が蓄積されつつある 7),8)．また，国や地方自治体においても，関係

機関の連携強化や情報系統の整備等，危機管理体制の構築に向けた議論が進められている 9)．し

かし，従来の研究では，災害発生時の危機的事態における意思決定構造に関する研究や意思決定

のあり方に関わる規範理論については十分に議論されていない．特に，自然災害によって危機的

事態が生起した場合，通常のモードとは異なる状況判断や意思決定の基準を採用することが求め

られると考えるが，こうした意思決定モードの選択・変更に関わる判断基準や方法論は確立して

いない． 

このような，自然災害時の危機管理における意思決定がおかれている困難な状況を踏まえ，意

思決定とこれを支える体制や制度を構築し，防災・減災機能の強化を進めるには，以下の 4 つの

課題があると考える． 

 

① 自然災害時の危機管理に関する意思決定は，住民の生命に直結するだけでなく，一定の拘束力

を持つことから，その妥当性・正統性の担保が求められる．また，このような意思決定は時間

等の厳しい制約条件下で行われ，災害後に結果論として評価されざる得ない性格を持つととも

に，避難の空振りや生命の保護を財産の保全に優先させることなどへの批判を考慮し，意思決

定を躊躇せざる得ない場合もある．このため，意思決定の妥当性・正統性に関する議論は重要

であるものの，これまでの議論は限定的である． 

② 意思決定は，発生している災害リスクの程度に対応して行われ，その判断基準は複数存在する．

自然災害時の危機管理においては，日常的な状況下での一般的に用いられる期待費用最小化原

則等の基準に代わって，非日常的な厳しい状況下での生命の危機に対処するための最大被害最
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小化原則や衡平性原則等の基準等が用いられ，判断基準の選択そのものも意思決定事項となる．

しかしながら，判断基準とその選択に関する議論はこれまであまりなされていない． 

③ 自然災害は不確実性を持って発生し，さらに発生後も時々刻々変化することが多い．このため，

危機管理における意思決定において，最悪を含んだ災害リスク評価に基づく事前の準備に加え，

目前で発生している災害に対するリスク評価は不可欠である．しかし，このようなリスク評価

に基づいた意思決定とこれを支える体制の構築は十分でない． 

④ 災害リスク評価に当たっては，科学的・工学的な知見・経験を持った研究者，専門家，専門家

組織（以下専門家）による，災害の原因である自然現象の調査や観測データ等の調査・分析評

価が不可欠である．また，自然災害時の危機管理における意思決定においては，リスク評価と

ともに，災害からの防禦，避難にあたっての輸送手段の確保等の対策とそのオペレーションに

関する専門家による検討が不可欠であるが，一般的にはこのような体制は構築されていない． 

 

本研究は，従来，議論のされることが少なかった自然災害時の危機管理における意思決定に焦

点を当て，防災・減災の具体的な機能強化に繋げることを目指すものである．具体的には，自然

災害が事前の想定とは異なる規模・形態で発生し、発生後も時々刻々変化する等の不確実性を持

つものとして捉え，これまで困難な状況におかれてきた危機管理に関する意思決定が抱えている

課題を明確にし，自然災害時の危機管理における意思決定構造を明らかにするとともに，社会認

識論等の理論的知見を踏まえて，災害時の状況判断や意思決定を適切に進めるための規範的条件，

方法論や制度的枠組みを明らかにするとともに、規範的条件を踏まえた避難ルールや意思決定の

規範的条件を担保するための方法論を示すことに主眼を置いている． 

具体的には，2000 年有珠山噴火を対象に危機管理に関する意思決定構造を明らかにしたうえ

で，火山噴火一般を対象に市町村長等が時間，情報，資源等の厳しい条件下で行っている意思決

定とその判断基準が正統性を担保するための規範的枠組みを考察するとともに，災害時の意思決

定を支える避難ルールや意思決定の正統性を担保するための方法論等の提案を行うものである．

また，災害一般への展開を図ることを目指し，災害形態やリードタイムの異なる水害へ適応する

ものである． 
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1.2 論文の構成と本研究の概要 

本論文の構成は，図 1 - 1に示すように，第 1 章序論，第 2 章災害時の意思決定構造に関す

る分析，第 3 章火山災害の意思決定構造と正統性，第 4 章，火山災害時の意思決定を支える避難

ルールン関する研究，第 5 章火山災害時の意思決定の正統性に関する実証的研究，第 6 章水害の

避難指示等の意思決定に関する展開，第 7 章結論からなる． 

 

 

図 1‐1  論文の構成 

 

第 2 章「災害時の意思決定構造に関する分析」では，2000 年有珠山噴火を対象に，噴火状況

の段階的変化に対する災害リスク評価とこれを踏まえた意思決定を考察し，避難指示等の意思決

定の実態や災害応急対策の実態や意思決定構造を明らかにする．その上で，討議倫理の考え方を

導入し，噴火の状況に応じて進められた危機管理に関する意思決定の正統性を考察する．これま

第1章 序論

第2章 災害時の意思決定構造に関する分析

・ 意思決定の体制とリスク評価・リスク認識の分析

・ 意思決定の判断基準と意思決定構造に関する分析

・ 意思決定の正統性に関する考察

2000年有珠山噴火を対象に災害時の避難指示等の
意思決定構造を明らかにし、意思決定の正統性を考察

第3章 　火山災害の意思決定構造と正統性

・ 意思決定モードを変更するためのメタ原則の考察

・ 意思決定の正統性を担保する規範的枠組みの提示

・ 意思決定モード変更を正当化する規範的枠組みの考察

危機管理問題がステージに応じて変化することを踏まえ、
判断基準、意思決定原理、規範的枠組みの考察

第7章 　結論

4章 　火山災害時の意思決定を支える避難ルールに関する研究

・ 避難ルールの規範性に関する考察

・ 避難ルール決定モデル提案

・ 有珠山噴火での実証分析

避難指示が具備すべき規範的条件と異常状態の生起を
判断するための避難ルール決定モデルの提案

第5章 　火山災害時の意思決定の正統性に関する実証的研究

・ マクロ討論領域の正統性要件の考察

・ マクロ討論を分析するためのオントロジーによる方法論

・ 有珠山噴火への適用と正統性要件に関する評価

災害応急対策における意思決定の正統性の
評価のための方法論の提案

第6章 　水害の避難指示等の意思決定に関する展開

・ 水害における避難等の意思決定構造

・ 意思決定の正統性の担保

・ 東海水害での実証分析

火山災害において構築した避難等の意思決定構造と
正統性評価の枠組みを水害に対して展開
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での災害記録には，災害発生時の危機管理に関する意思決定，とりわけ災害発生とその変化に対

し，どのような検討を踏まえて意思決定がなされたかについて記録されているものは少ないが，

2000 年有珠山噴火に関しては，現地災害対策合同本部等の関係諸機関や関連する研究者の記録

や検証結果が詳細に残されており，この記録を基に検討を行う． 

第 3 章「火山災害の意思決定構造と正統性」では，火山災害における危機管理問題が災害の展

開状態（ステージ）に応じて変化することを踏まえ，各ステージにおける意思決定の内容や優先

事項について考察する．また，危機管理に関わる意思決定モードが通常時意思決定モードと非常

時意思決定モードという 2 類型に分けられることを指摘し，それぞれの意思決定モードを規定

する判断基準や意思決定原理について考察する．そのうえで、意思決定の正統性を担保するため

の規範的枠組みを提示する．さらに，災害ステージの進展に対応して意思決定モードを変更する

ための高次の意思決定原則（メタ原則）について述べ，こうしたメタ原則に基づいて危機管理を

進めていくための規範的な意思決定モデルを構築する． 

本章での研究でのアプローチはパースによって提唱されたアブダクション（abduction）10) に

基づいて行う．アブダクションとは，一般に，ある観測事実を前提にしてその観測事実が生じる

理由を説明付けるような仮説を導き出す推論形式である． 

第 4 章「火山災害時の意思決定を支える避難ルールに関する研究」では，第 3 章で整理した

「自分の命を護る」という選択肢を保証することが，危機管理に関わるメタ意思決定の妥当性を

担保するためのメタ原則となることを踏まえ，火山噴火における避難指示が具備すべき規範的条

件と異常事態発生を判断するための避難ルール決定モデルの構築を行う．さらに，この避難ルー

ル決定モデルを用いて有珠山噴火での実証分析を行う．避難ルールの検討に当たっては，災害の

生起パターンが多様であり，どのような災害が発生するかが不確実であることから，遡見

(retrodiction)11) の考え方を用いる．これは、ある特定の避難ルールに対して，そのような避難ル

ールにより，住民の安全性を確保できるような災害生起パターンの集合を求める逆向きの推論行

為である． 

第 5 章「火山災害時の意思決定の正統性に関する実証的研究」では，危機管理に関わる意思決

定モードの変更の正統性の確保において重要な役割を担うマクロ討論を分析するための方法論

の提案を行う．第 3 章で取りまとめた討議倫理に基づくミクロ討議、マクロ討議、橋渡し型討議

からなる危機管理に関わる討議システムを基盤とした意思決定の正統性の確保にあたり，重要な

役割を担うマクロ討議の俯瞰的把握が不可欠である．このための方法論として情報学で用いられ

ているオントロジーを導入し，2000 年有珠山噴火において観測された新聞報道の内容を分析し

その全体像を抽象化し，一般的な概念として把握する方法を提案する． 

第 6 章「水害の避難指示等の意思決定に関する展開」では，第 5 章までにまとめられた火山噴

火災害を対象とした危機管理における意思決定構造と意思決定の正統性の確保に向けた規範的

枠組みを用いて，災害の形態や避難のリードタイム等の異なる他の災害への展開を考え水害に適

用する．具体的には 2000 年の東海水害を対象に意思決定の状況や構造を分析するとともに意思

決定の正統性に関する考察を行い，水害に対しても展開可能なことを示す． 
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2. 災害時の意思決定構造に関する分析 

2.1 緒言  

近年，東日本大震災をはじめとして，地震，津波，洪水，土砂災害，火山噴火，豪雪等の激甚

な自然災害が頻発している．一層の防災・減災をめざした災害に関する法律の改正や防災計画の

強化，避難等の訓練及び防災に関わる社会資本整備が進められているが，依然として十分でなく

多くの生命が失われ，甚大な経済的損失をもたらす災害が続いている． 

地震，津波，洪水等に対する対応，特に災害応急対策の現場においては，非日常的でかつ変化

する状況下において，時間や資源等の厳しい制約のもとで，かつ可能な限り専門的な知見にもと

づいて，住民の生命等に直結する避難等の意思決定を迅速に下さなければならない．しかし，こ

のような困難な状況に対応した意思決定体制の強化等は進んでいない．災害応急対策における意

思決定体制を強化するためには，下に示す 4 つの課題が内在していることを踏まえて取り組む

必要がある． 

現実に発生する災害は，事前に想定した災害の形態，空間位置等とは異なるとともに，発生後

の状況が時々刻々と変化することが一般的である．このため，避難等の災害応急対策の意思決定

には，事前のリスク評価だけでは不十分であり，発生しようとしている，あるいは発生した災害

の状況とその変化に対応したリスク評価が不可欠である． 

災害の原因である自然現象の調査や観測データ等を基に災害リスクの評価を行うためには科

学的・工学的な知見・経験を持った研究者，専門家，専門家組織（以下専門家）が不可欠である．

また，災害応急対策の検討においても，災害からの防禦，避難にあたっての輸送手段の確保等の

対策とそのオペレーションに関する専門家による検討が不可欠である． 

意思決定にあたっての判断基準が，非日常的な基準を含め複数存在するため，判断基準の選択

そのものが意思決定事項となる．例えば，日常性の中で一般的に用いられる期待費用最小化原則

等に代わって，生命の危機に対処するために最大被害最小化原則や衡平性原則等に変更し，災害

応急対策の実施を判断することが求められる． 

意思決定者は，住民等の生命に直結する避難等の意思決定にあたって，その妥当性・正統性が

求められる．さらに，災害応急対策の意思決定の妥当性等の評価は，災害後に結果論として評価

せざる得ない性格を持っている．しかし，災害応急対策の意思決定は困難な状況下で行われるだ

けでなく，批判を浴びやすいにもかかわらず，その判断基準の妥当性・正統性等に関する議論は

ほとんど行われていない 

現実に被災し厳しい災害応急対策にあたった多くの市町村長は，災害発生時の応急対策の難し

さを訴えている．その訴えの中でも特に人命に直結する避難等の意思決定の困難性が際立ってい

る．さらに，防災・減災に向けて様々な検討や研究が行われてきているが，災害発生時の住民避

難等に関わる意思決定に関してはその構造も明らかにされておらず，議論も限られている．この

背景として，災害応急対策にあたりそもそも明確な体制が構築されておらず，情報や記録・資料

等も整理あるいは公開されていないため，研究や議論の対象になりにくいことにも原因があると

考えられる． 

本章は，上述したような災害応急対策の課題を念頭に，災害応急対策の実施・展開した活動の

意味，構造と判断基準等について分析することを目的とする．その際，市町村長の意思決定と，

これを支援した災害対策現地本部等の記録が詳細に残されている 2000 年有珠山噴火の災害応急
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対策（以下，有珠山噴火）をとりあげる．有珠山噴火の災害応急対策における意思決定事項の中

から，住民等の生命に直結する避難等を主たる対象として，災害応急対策の意思決定の構造を明

らかにするとともに，意思決定にあたって重要な役割を担う災害のリスク評価及び対策検討とそ

れぞれを担う専門家の役割を明らかにする．その上で，これまで議論されることの少なかった災

害応急対策の意思決定の高度化を通じて，防災・減災の強化に向けた新たな提案を行うことを目

的としている．  

なお，この有珠山噴火は阪神・淡路大震災の検証による政府等の危機管理機能強化が図られて

以降初めての災害である． 

 

2.2 災害応急対策の概要  

2.2.1  阪神・淡路大震災の検証と有珠山噴火対策 

阪神・淡路大震災（1995）は激甚な被害をもたらし，災害応急対策での国や地方公共団体等

の初動の遅れや危機管理機能の脆弱性が厳しく指摘され，政府は行政改革会議や防災問題懇談

会等において災害応急対策等の検証を行った． 

行政改革会議は，1997 年 5 月に「内閣の危機管理機能の強化に関する意見集約」を提言し

た．この提言では，特に緊急事態対応における政府のリーダーシップの強化を柱に検討がなさ

れ，基本認識として，1）早期に行政の総合力が発揮できる態勢を整えることは内閣の重要な役

割であること，2）政府の取り組みが国民の目に見えること自体に意味があること，3）危機の

範囲については初期的には幅広にとらえ，事態の推移に応じて順次態勢を手直しするという考

え方に立って危機管理機能の強化を図ること等が示された．更に内閣が政府全体の司令塔とし

ての役割をより効果的に果たせるようにするために内閣危機管理監を置くこととし，その責務

として突発的事態に際し，内閣として必要な措置についての第一次的な判断を行い，初動措置

についての各省庁への連絡・指示や平素からの内外の専門家等とのネットワークの構築等が明

示された 1），2）．  

このような，行政改革会議や防災問題懇談会等の提言に基づき，防災・危機管理機能・体制

が強化された．具体には，内閣法や災害対策基本法等の改正により，危機管理を専門的に担う

内閣危機管理監と内閣安全保障・危機管理室の設置，情報の迅速かつ一元的収集・集約体制の

強化，災害時の現地への権限移譲と迅速な意思決定を目指した政府の現地対策本部の設置とと

もに，警察，消防，自衛隊等の広域支援体制の構築・強化等が図られた． 

なお，内閣法改正にあたり内閣危機管理監の責務を定めるに伴い，法令上はじめて危機管理

の定義が「危機管理（国民の生命，身体又は財産に重大な被害が生じ，又は生じるおそれがあ

る緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう）」（内閣法第 15 条）となされた． 

このような新たに強化された制度・体制等が有珠山噴火災害応急対策において初めて実践さ

れ，試されることとなった．特に，有珠山噴火では，初動段階から災害対策に関わる伊達市，

虻田町（当時），壮瞥町の 1 市 2 町（以下，1 市 2 町），北海道，政府関係機関等ほとんどすべ

ての防災関係機関・機能が参画した有珠山現地連絡調整会議（以下，調整会議）が設置された．

噴火後には，調整会議に政府の非常災害現地対策本部を含めて，非常災害現地対策本部合同会

議（以下合同会議）に切り替え，実質的な現地合同災害対策本部となった．これにより，災害

応急対策に必要な情報や課題，災害のリスク評価や対策の実施状況等が関係機関において共有
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化され，災害の状況と変化に対応した迅速な意思決定と対策が行われた． 

阪神・淡路大震災の検証を踏まえ，新たに構築された防災・危機管理の機能や体制は，有珠

山噴火の災害応急対策で初めてその成果を試されて以降，今日に至る基本的な体制となってい

る． 

なお，有珠山は，1663 年以降発生した 7 回の噴火活動では，いずれも有感地震を含む激しい

前兆地震活動を伴っていたことから、噴火の予知がしやすい火山であり 3)，2000 年噴火では噴

火の事前予知により，約 1 万人が噴火前に避難した成功例としての評価もあるが，この噴火で

は想定外の位置からの最初の噴火により多くの住民が生命の危険に直面し，約 1 万人が混乱の

中で避難あるいは再避難することとなった．噴火による直接的な被害者が出なかったことは偶

然とも言え，科学的な噴火の予知と災害応急対策における避難等に有効な予知とは，その役割・

機能が大きく異なるとともに，避難等に必要な災害発生予知の難しさを示した災害でもある． 

 

2.2.2  災害応急対策の概要 

有珠山噴火に関する気象庁 4），国土庁 5），北海道庁 6）の記録等 7），8），9）から，噴火に関わる

現象と避難等の災害応急対策に関わる主な経過を表 2 - 1に示す．有珠山噴火における対策の

経過は，火山性地震の増加や最初の噴火等の現象や噴火予知連の見解等による総括的なリスク

評価を基本に，火山活動と対策の進行に応じて概ね 6 つの段階で実施された． 

a) 自主避難・避難勧告（段階 1） 

3 月 27 日の朝に有感地震が始まり，1977 年以来の噴火の可能性が早くから社会的に共有

化され，市町の災害対策本部が設置された．災害対策本部は火山性地震の増加や緊急火山情

報第一号による数日内の噴火の可能性が示されたことを受け，ハザードマップに基いた自主

避難及び危険度の高い地区には避難勧告が出された．いずれも強制力を持たない住民への呼

びかけとして行われた． 

b) 避難指示（段階 2） 

北西山麓を中心とした火山性地震の増加等を踏まえ，道防災会議地震火山対策部会等に

より，一両日にも噴火するという切迫している状況が市町長に伝えられ，29 日に避難指示

の意思決定が各市町長によってなされた．この避難指示が出された区域内の住民に対して

は自治体，消防，警察，自衛隊等によりその避難が確認・徹底された．さらに，30 日には，

ハザードマップの想定を超えてさらに西側での噴火が予想されたことから，危険区域を修

正し西側に避難指示区域を拡大した．さらに，現地伊達市役所に市町，北海道，政府及び関

係機関による有珠山噴火現地連絡調整会議（以下調整会議）が設置され災害応急対策を担う

こととなった． 

c) 緊急的避難（段階 3） 

3月 31日 13時 07分に噴火が始まった．最初の噴火口は図 2‐1に示した位置であった．

これは，前日の想定よりさらに西側の新たな避難指示区域の境界の近くであったため，多く

の住民が火砕サージ，噴石，降灰等による生命の危険に直面した．このため，避難所も危険

区域に含まれることとなり，既に避難していた者の再避難を含め約 1 万人が混乱の中で緊

急に避難することとなった．幸い噴火による直接の被害者を出すことなく，夕方には避難を

完了した． 
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表 2 - 1  有珠山噴火における対策の経緯 

 

 

d) 一時帰宅等（段階 4） 

4 月 5 日に，北西山麓に限定された噴火が続いているが，新たな爆発的噴火には前兆的シ

グナルが現れるなどの見解が示された．一方，避難の長期化に伴い，避難指示区域での生活

物資の持ち出しや農作業やホタテ養殖作業等の経済活動が強く求められていた．この見解

を受け，噴火の観測体制の強化を図り，避難指示区域内を火砕流等の危険度で 3 つに区分

し（カテゴリー1，2，3），噴火の状況が変化した場合の緊急退避等の安全対策を確保したう

えで，一時帰宅や一定の経済活動を行う等の対策が取られた． 

段階 月 日 時間 噴火の状況と見解等 避難等の対策

27 朝 火山性地震増加

0：50 火山観測情報第l号

8：30 壮瞥町災害対策本部設置
※

自主避難呼びかけ
※

10：00 予知連拡大幹事会（1～数日の噴火の可能性）

11：10 緊急火山情報第1号（数日の噴火の可能性）

13：00 避難勧告※

18：20
道防災会議地震火山対策部会
（一両日の噴火の可能性）

18：30 避難指示※

18：55 調整会議①

30 13：20 緊急火山情報第2号（地殻変動確認）

14：00 調整会議④（山麓西側での噴火の可能性）

14：30 避難指示区域の西側拡大

31 11：50 緊急火山情報第3号（山麓西側に断層群等）

13：07 最初の噴火（有珠山西山西麓）

13：30
避難指示区域拡大
（虻田町全域：一部除く）

14：30 政府現地災害対策本部設置

14：30 予知連拡大幹事会

4 2 16：00 避難指示の一部解除（伊達市）

5 17：00
予知連有珠山部会
（爆発的噴火には前兆的なシグナル）

8 15：30 一時帰宅オペレーション開始

9 10：00 ホタテオペレーション開始

10 9：00
カテゴリー区分による
一時帰宅オペレーション開始

11 9：00 時間帰宅オペレーション開始

17：00 予知連（現状継続：大きな爆発判断可能）

21：55 避難指示一時解除（以降順次）

6 5 22 9：00 予知連（終息に向かう可能性） 避難指示順次解除

※自主避難，避難勧告，避難指示，カテゴリーによる一時帰宅・ホタテ作業はl市
　2町において数次にわたって順次発令等されており，その中で早い発令を表示

5 4 12

4 4

一時帰宅、経済活動等の要請

3
3 31

2 3

29

30

1 3
28

29
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図 2‐1  ハザードマップ（1995年）の危険区域と最初の噴火 

（有珠山火山防災マップ 1995 年から転記作図） 

 

e) 避難指示順次一時解除（段階 5） 

4 月 12 日の「当面は現状と同様な水蒸気爆発等が継続，大きな爆発に推移する前には総

合的監視解析によりその到来を判断することは可能」とされたことから，安全度の評価と状

況が変化した場合の再避難の確実性を検討・確保したうえで，避難指示区域の一時的解除が

順次行われ，4 月 13 日には伊達市，5 月 12 日には壮瞥町の避難指示区域全域が解除され

た． 

f) 避難指示解除（段階 6） 

5 月 22 日に「このままの傾向が続けば噴火が終息に向かう可能性」が示された．これを

受け，地域のリスク評価と噴火の状況が変化した場合の再避難の確実性を検討・確保したう

えで，虻田町の避難指示区域が順次解除された． 

 

2.3 意思決定に関わる制度とハザードマップ  

2.3.1 災害応急対策の意思決定に関わる制度  

災害対策基本法では，第五章災害応急対策における災害応急対策事項（表 2 - 2）とその実施

責任者を決めている．災害応急対策責任者として，指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長，

地方公共団体の長その他の執行機関，指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定によ

り災害応急対策の実施の責任を有する者としている．さらに，被害拡大の防止に向け 災害応急 
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表 2 - 2  災害応急対策事項（災害対策基本法第 50条） 

 

 

対策事項（災害対策基本法第 50 条）この中でも，特に住民等の生命に直結する代表的かつ象徴

的なものとしての避難指示等があり，その基本的な責任は市町村長におかれ，市町村長がその

任を行うことが困難な場合においては都道府県知事あるいは警察官又は海上保安官ができるこ

ととしている． 

このように，応急対策事項等の責任者は明らかにされているが，一方で，災害発生時の緊急

的な状況に対応した災害応急対応事項の意思決定に関する仕組みや支援する体制等に関しては，

災害対策基本法及びこれに基づく地域の各種防災計画，防災訓練等においても一般的には準備

されていない．このため，災害の発生時には，それぞれの意思決定者がその時々の災害に応じ

て困難な意思決定を行わざる得ない状況にある．なお，市町村長は，災害応急対策項目の実施

に当たり，指定行政機関の長もしくは指定地方行政機関の長または都道府県知事の助言を求め

ることができる，あるいは助言を求められたら，その所掌事務に関し必要な助言をするものと

するなどが示されている．しかし，市町村長の災害応急対策の意思決定への支援に関しては，

一般的には有効に機能しているとは言えない状況にある． 

 

2.3.2 避難に関する制度 

災害時の避難に関する基本的な制度は，表 2 - 3に示すように災害対策基本法に基づく避難

勧告，避難指示，警戒区域がある． 

逐条解説災害対策基本法（第二次改訂版）10)によれば，避難勧告は住民等を拘束するもので

はないが，「勧告」を尊重して避難のための立ち退きを勧め又は促す行為であり，避難指示は被

害の危険が目前に切迫している場合に発せられ，「勧告」より拘束力は強いが，仮に立ち退きに

従わなかった場合に被害を受けるのは本人自身たる等の理由で直接強制はとられていないとし

ている．また，警戒区域は災害が発生し，またはまさに発生しようとしている場合において，

人の生命又は身体に対する危険を防止するために，警戒区域を設定し，当該区域への立ち入り

を制限し，もしくは禁止し，または退去を命じるものであり，罰則規定がある拘束力を持つ規

定である． 

 

 

1 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示

2 消防，水防その他の応急措置

3 被災者の救難，救助その他の保護

4 被災を受けた児童及び生徒の応急の教育

5 施設及び設備の応急の復旧

6 清掃，防疫その他の保健衛生

7
犯罪の予防，交通の規制その他災害地における社会秩序
の維持

8 緊急輸送の確保

9 その他災害の発生の防禦または拡大の防止
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表 2 - 3  災害対策基本法等に基づく避難と拘束力 

 

 

このほか，各市町村が地域防災計画による自主避難や「避難勧告等の判断・伝達マニュアル

（内閣府；平成 17 年 3 月策定，平成 26 年 9 月改定）」1）に基づいて，災害時要支援者の早期

避難等を促す自主避難や避難準備情報がある． 

有珠山噴火においては，災害対策基本法における避難等に関する制度を基に，自主避難，避

難勧告，避難指示が状況に応じ適用された． 

 

2.3.3  意思決定におけるハザードマップの役割 

自然災害に関するハザードマップは防災マップとも呼ばれ，災害種類に応じて多くの地域で

作成されており，予防から災害応急対策までの災害対策の基本となっている．地域の持つ災害

リスクを，関連する分野の科学的な知見や過去の災害に関する経験等を基に専門家や防災関係

者によって評価することによって作成される．そして，このリスクを平常時から地域社会で共

有化し，防災計画，避難訓練や避難所・資機材等の準備を行い，災害発生時等の非常時の災害

対策に繋げる重要な役割を担っている． 

避難指示等は個々の災害の運用に幅があるものの，災害時における住民の行動等への一定の

拘束力あるいは強制力を持つものである．しかし，ハザードマップでのリスク評価やこれに基

づく危険区域は一般的に網羅的・総合的なものであるため，災害時に危険区域を特定し，住民

の行動等を具体的に制約する避難等にそのまま用いることは難しい．このため，住民の行動等

への一定の拘束力等を持たせるためには，現実に発生している災害のリスクを具体的に示す，

つまり，リスクを構成する要素である被害の発生位置，空間範囲，規模，形態等を，発生ある

いは発生しようとしている災害に応じ，絞り込みあるいは限定していくことが必要である． 

火山に関するハザードマップは，法律に定められたものではないが，多くの活火山において

噴火等のリスクの評価とともに避難所や避難路等の情報を合わせてハザードマップが作成され，

地域に周知が図られている．  

有珠山噴火のハザードマップは，2.4.2に示すように 1995 年に策定され，作成過程や作成後

のハザードマップを基にした地域での学習等を通じ，地域住民，行政，専門家等の有珠山噴火 

避難の種類 根拠 内容
自主避難

　（呼びかけ）
各市町村の地域防災計
画等

災害時要援護者等の早期避難を進める
ための呼びかけ

避難準備情報＊
避難勧告等の判断・伝達
マニュアル作成ガイドライ
ン（平成17年3月）

災害時要援護者等の早期避難を進める
ための呼びかけ

避難勧告
災対法第3節事前措置及
び避難第60条

居住者等がその「勧告」を尊重することを
期待して，避難のための立ち退きを勧め
又は促す行為

避難指示
災対法第3節事前措置及
び避難第60条

被害の危険が目前に切迫している場合
に発せられ，「勧告」よりも拘束力が強
く，居住者等を避難のため立ち退かせる
ための行為

警戒区域
災対法第4節応急措置第
63条

警戒区域を設定..当該区域への立ち入り
制限，禁止，区域からの退去（災害応急
対策に従事する者を除く）

＊避難準備情報は平成17年のガイドラインに基づくものであり、有珠山噴火時には
　定義されておらず自主避難として実施
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図 2‐2  平成 12年有珠山噴火非常災害現地対策本部合同会議の意思決定構造 

 

のリスクや避難の必要性等の共通認識が形成されていた．2000 年の噴火では，この共通認識に

基づいて避難の意思決定や住民の避難行動等がなされたといえる． 

法律に基づくハザードマップとして，水防法による浸水想定区域図と周知のための印刷物（ハ

ザードマップ）がある．ここにおいてもリスクは網羅的・総合的に示されているので，現実の

豪雨あるいは洪水の発生時においてはハザードマップを基本に，発生しようとしている災害の

状況を踏まえ，どこの地点・地域において浸水，堤防越水あるいは破堤等が発生する可能性が

高いなどのリスクの絞り込みが不可欠である． 

 

2.4 有珠山噴火の災害応急対策における意思決定  

2.4.1 意思決定の体制 

有珠山噴火では災害対策基本法に位置付けられた政府の現地対策本部が初めて設置され，1

市 2 町，北海道等の災害対策本部，現地対策本部や防災関係機関等と一体となった合同会議が

実質的な合同災害対策現地本部として機能した．これは，図 2‐2 に示すように避難等の意思

決定者である市町長を中心にこれを支援する北海道（知事），政府の現地対策本部長及び関係機

関等の防災に関わる機関により構成されたものであり，合同会議での迅速で機動的な情報収集・

集約と判断・意思決定を可能にした．また，表 2 - 4に各機関の役割分担を整理している． 

 

 

意思決定者

市長

道
現地本部長

町長

各省庁

意
志
決
定
事
項
実
施

有
珠
山
地
域

有
珠
山
噴
火

社
会
、
地
域
か
ら
の
要
請
と
課
題

有
珠
山
噴
火
に
関
わ
る
情
報

リ
ス
ク
評
価
（
専
門
家
）

応
急
対
策
検
討
（
専
門
家
）

政府
現地本部長

関係機関等

関係機関等

支援

現地対策本部合同会議
（拡大意思決定機構：リスク評価・対策検討の内部化）
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表 2 - 4  有珠山噴火災害応急対策機関分担表 

 

 

有珠山噴火の災害応急対策における体制の特徴を以下に示す． 

・ 災害応急対策の意思決定者である伊達市長，虻田町長，壮瞥町長（以下市町長）と現地

での迅速な意思決定を委ねられた北海道，国の機関等で構成された合同会議が実質的な

現地災害対策合同本部として機能． 

・ 調整会議および合同会議で構築した，火山等の専門家，火山噴火予知連絡会（以下，予

知連）や有珠山部会，北海道防災会議火山専門委員会等との連携体制により，専門的知

識・経験が不可欠な噴火に対するリスク評価とその共有が，合同会議で常時なされた． 

・ 災害応急対策の検討と実施を担う警察，消防，自衛隊等の実働機関や建設省（当時），北

海道開発庁（当時）等の機関においても情報が共有化され，危機的な状況下においても

迅速なリスク評価とこれに対応した弾力的な災害応急対策の検討と実施が可能となった． 

・ 合同会議の下に，観測体制，緊急避難対策，救急医療の確保，帰宅問題，泥流対策等を

担う主機関と支援する機関等を明確にした体制の構築がなされ災害応急対策が実施され

た．この体制は，米国における危機管理機能の骨格となっている ESF（Emergency 

Support Function：緊急時支援機能）12）の日本での初めての実践とも言える 

・ 合同会議による一元的な情報収集・集約ととともに，自衛隊，警察，消防，海上保安庁

等で災害応急対策のオペレーションに不可欠な情報を常時共有化するためのオペレーシ

ョンルーム（指揮所）の設置により連携の強化が図られた． 

・ 合同会議の報道機関への公開，会議後の記者会見及び記者会見における大学の研究者等

の専門家による報道機関への噴火に関する説明や専門的事項の解説のブリーフィング等

が総合的に行われた，日本での初めての実践であった． 

・ その他，被災者への災害状況・情報の迅速な提供体制の構築，被災者生活支援の仕組み

やボランティアの受け入れ態勢の充実，FM 放送の活用等の取り組みが行われた． 

対策項目・機能 責任組織 支援組織
観測体制 気象庁 開発庁，自衛隊，消防，北海道，国土地理院
帰宅問題 道 警察，自衛隊，消防
緊急避難対策 道 海保，自衛隊，警察，消防
ホタテの養殖管理 道 農水，海保，自衛隊，警察
泥流対策 建設省 開発庁，道
交通規制 警察，道 自衛隊，消防
船舶の移動 道 農水，海保，自衛隊
航空(ヘリ利用調整) 国土庁 建設省，開発庁，海保，自衛隊，警察，道，消防
虻田町支援 国土庁 道，各省庁
医療・保健・福祉 道 道，消防，自衛隊
生活支援・用品供給 道 厚生省，自衛隊，警察
学校教育 道(教育庁) 文部省

制度金融
通産，農水，
厚生 道

お知らせ(システム構置) 道 郵政省，国土庁
(システム運用) 国土庁 各省

映像配信 国土庁 開発庁，厚生省， 道，NTT
家畜 農水省 道，警察
ペット 道 農水省，警察
　※4月8日合同会議資料を基本に整理
　　機関の名称は平成12年の名称
　　道：北海道庁，開発庁；北海道開発庁
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表 2 - 5  有珠山ハザードマップの要素 

 

 

2.4.2 有珠山噴火のハザードマップ 

有珠山噴火に関わるハザードマップは 1995 年に 1977 年噴火の経験を踏まえ，火山や砂防等

の専門家の全面的な支援の下で，伊達市，虻田町，壮瞥町，豊浦町，洞爺村そして北海道によ

って作成された．また，ハザードマップの作成と併せて地域住民の有珠山噴火とその危険性へ

の理解を深めるための活動が自治体と専門家によって継続的に進められた．なお，有珠山のハ

ザードマップは 2000 年噴火を受けて 2002 年に改定されている．本章では 2000 年噴火に対す

る対策の評価を行うため，1995 年作成のハザードマップを対象に検討を進める． 

2000 年の有珠山噴火への災害応急対策では，まず，ハザードマップ に示された噴火口位置

や火砕流，噴石等のリスクが基本情報となった．しかしながら，危険区域を特定した確実な避

難等の意思決定を行うためには，ハザードマップに示された網羅的・総合的なリスク情報だけ

では不十分であった．このため，最初の火山性地震が始まって以降，噴火の状況と変化に対応

した調査・観測とこれに基づく火山や砂防等の専門家による分析・評価を同時に実施すること

により，網羅的・総合的なリスク評価を基にリスクの絞り込み・限定等が行われた．さらに，

ハザードマップの想定を越える噴火等の状況に対しても，リスク評価に基づく迅速な見直しと

対策の検討と実施が速やかに行われた． 

火山噴火予知計画 13）によれば，火山噴火予知の 5 要素として，噴火の場所，時期，規模，

様式及び推移をあげている．この考え方を参考に，有珠山噴火のリスクについてハザードマッ

プを中心に，a) 時期，b) 位置（噴火口），c) 空間範囲（規模），d) 形態（様式），e) 変化（推

移）の 5 つの要素について以下に整理する． 

a) 時 期 

噴火の周期は，1663 年（寛文 3 年）の噴火から 1977 年の噴火までの 7 回の噴火を対象

に，間隔が約 30 年から 50 数年と比較的周期性があり，前回の噴火が 1977 年であることか

ら，2000 年時点ではまだ先であろうと言われていた．また，有珠山のマグマは粘性が高く

力学的な前兆現象を伴いやすく，過去の噴火では数日～32 時間前ぐらいから発生する火山

性地震が噴火の前兆現象を示している．このため，2000 年噴火対策では前兆現象発生から，

最初の噴火までの時間（リードタイム）の目安として用いた． 

さらに，ハザードマップには噴火の前兆現象として，地鳴り，地割れや崖崩れ，落石，地

盤の変動，地下水・湧水・温泉水の異常，噴気の活発化や色の変化，地温の上昇，地熱地帯

の拡大，植物の枯死，動物の異変などの前兆現象についても網羅的に示されている． 

b) 位置（噴火口） 

過去の噴火ごとに火口位置が異なり，山頂や山麓からの噴火があるだけでなく，昭和新山

のように新たに新山を形成する場合等多様であることから，火口位置の予測は困難である

a)　発生時期 b)位置 c)空間範囲 d)形態
（リードタイム） （噴火口） （危険区域） （火砕流等）

概ね30から50年周期
火山性地震発生から
約32時間から数日で
噴火

山頂，
山麓

噴火口が山頂の
場合は火砕流の
広がり広域に

火砕流，
火砕サージ，
噴石，降灰，
２次泥流等

噴火口位置の移動，
変化の過去の事例

e)変化
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と考えられ，噴火した場合の影響が最も広範囲に及ぶ山頂噴火を基本にハザードマップは

組み立てられている． 

c) 空間範囲 

噴火に伴って災害を受ける可能性のある空間範囲は，リスクの基本となる噴火口の位置

と関連性が高く，風向きによっても大きな影響を受ける．特に，山頂噴火の場合は火砕流等

の影響範囲が広範にわたることから，山頂噴火を中心にリスク評価されている．具体的には，

山頂噴火により火砕流等が発生した場合に影響が及ぶ区域をハザードマップの基本的な危

険区域として示している． 

d) 形 態 

噴火の形態は多様で，予め噴火の形態を予測することは困難であり，ハザードマップでは

これまでの多様な形態について網羅的に示されている．特に危険性の高い火砕流等を基本

に危険区域が評価されている．形態ごとに空間的なリスクが示されているのは，山頂噴火に

よる火砕流・火砕サージ等の危険区域と噴出岩塊，風向きによって方向が変わることを前提

とした降灰，火山泥流と二次泥流（土石流）である．この他に，地殻変動とともにマグマ水

蒸気爆発，岩砕なだれ，洞爺湖の大波，地震，地盤の液状化も示されている． 

e) 変 化 

これまでの有珠山噴火では，噴火ごとに噴火口の位置が異なるだけでなく，噴火開始から

終息に至るまで噴火の状況は変化している．このため，噴火がどのように変化するかを予測

することは困難であり，既往の噴火の事例を参考としてリスク評価を示している．  

上述したように，1995 年に作成された有珠山ハザードマップにおいては，有珠山噴火に関わ

る調査や研究成果を基に，想定されるリスクを網羅的・総合的に示すとともに，リスク評価の

限界についても示されている．また，特に危険度の高い火口位置と形態を示すことで，想定さ

れる最悪の状況を含めた評価がなされている．具体的には，1822 年の文政噴火で大規模な火砕

流が発生し，今日の市街地を含む範囲に被害をもたらし集落が壊滅したことが知られており，

1995 年のハザードマップにおいてはこの噴火を対象として危険区域を設定している． 

 

2.4.3 リスク評価とリスク認識 

有珠山噴火の災害応急対策に当たっては，当初から継続して専門家による噴火に関する状況

とその変化の予測等のリスク評価が行われた．市町長はこのリスク評価を基に地域の危険と安

全の程度を認識した上で，専門家による災害応急対策の検討を踏まえた避難等の意思決定を進

めていった．このリスク評価に基づいたその時点時点の地域が直面する具体的なリスクへの認

識（以下，リスク認識）は，意思決定主体のリスク評価の捉え方の程度を示すものであり，こ

の程度によって意思決定にあたっての優先順位や判断基準が選択されることになる． 

また，リスク評価は，噴火に関する総括的なリスク評価（以下，総括リスク評価）と地域の

土地利用や経済活動等と対応させた具体的なリスク評価（以下，地域リスク評価）の 2 つの評

価が行われた．総括リスク評価は，火山噴火に関する顕著な現象や専門家による観測データや

その分析等に基づき予知連等での科学的な議論に基づく見解が相当する．地域での避難等の災

害応急対策の意思決定にあたっては，総括リスク評価だけでなく地域リスク評価が必要となる． 
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表 2 - 6  意思決定におけるリスク評価及びリスク認識と対策検討 

 

 

総括リスク評価

空間範囲 形態 避難 行動制限

平常 HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM 無

火山性地震増加 三日程度 HM HM HM HM 時期切迫 有 避難支援 生命と財産 自主避難 無(自主的)

数日内の噴火 数日内 HM HM HM HM 時期切迫 有 避難支援 生命と財産 避難勧告 要請

山麓西側の可能性 一両日 西側 HM HM HM
絞り込まれた
危険区域

切迫 避難徹底 生命優先 避難指示 厳格

避難指示

(拡大)

評価困難 評価困難 避難徹底 避難指示

(最悪想定) (最悪想定) （事後） (緊急に拡大)

避難指示

短時間帰宅
と経済活動

避難指示

順次解除

避難指示

順次解除

HM：ハザードマップあるいはハザードマップ以上に絞り込みが困難

避難
時間

(現象及び見解等) 変化 対策検討
意思決定内容

意思決定

判断基準

1

3

2

最初の噴火

さらに西側の可能性 数日内

地域リスク評価

時期
位置

（火口）

規模 リスク認識
段
階

対策検討

避難徹底

4

5

6 終息に向かう可能性

当面は現状と同様の水蒸

気爆発（大きな爆発は監
視解析で判断可能）

爆発的噴火の可能性（こ
の場合前兆的なシグナ
ル）

生命優先 厳格

評価困難
事前の評価
を超えさらに

西側

評価
困難

多くの住民の
生命に直接的
危機

無
生命優先 厳格

さらに西側 西側に拡大 HM HM
更に絞り込ま
れた危険区域

切迫

一次立ち入
りの安全確

保

生命優先と財産
（経済活動）

厳格(一部解

除，立ち入り）

前兆観測 概ね限定 概ね限定 概ね現状
概ね
現状

リスクは一定
の範囲

前兆観測 概ね限定
爆発的噴火
の可能性と

前兆

爆発的噴火
の可能性と

前兆

前兆
観測

リスクは前兆
観測による一
定の範囲

有
解除区域の

再避難
生命と財産
（順次解除）

厳格

(順次解除)

有
解除区域の

再避難
生命優先と財産

（経済活動）

厳格(一部解

除，立ち入り）

前兆観測 限定 限定 低下
終息
へ

リスクは順次
低下

対策
で確
保
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有珠山噴火においては，火山や砂防の専門家と気象庁等により，ハザードマップと総括リスク

評価を基本に噴火現象の推移に応じて時期等の 5 要素を絞り込み，これを土地利用等に対応さ

せることにより地域リスク評価が行われた．このような検討を行えたのは，有珠山のホームド

クターとも呼ばれた有珠山と地域に精通した専門家の存在と助言 14）によるところが大きい．有

珠山噴火の状況と対策の段階に対応して行われたリスク評価とリスク認識を整理し表 2 - 6に

示している． 

なお，リスク評価にあたっては火砕流，火砕サージ，噴石の他，ハザードマップに示されて

いる火山泥流，土石流，岩砕なだれ，洞爺湖の大浪等に関して検討されたが，ここでは主な検

討対象となった火砕流，火砕サージを中心に評価を取りまとめる． 

a) 火山性地震の増加（段階 1） 

3 月 27 日朝からの火山性地震の増加により噴火の可能性の認識がなされ，さらに緊急火

山情報第 1 号及び北海道防災会議の専門家により数日内の噴火の可能性が示され，噴火が

時期的に切迫していることが認識された. 

時期以外の位置等の要素については絞り込みが困難なため，ハザードマップの総合的・網

羅的なリスク評価を基本にリスク認識がなされた． 

b) 有珠山西側山麓での噴火の可能性（段階 2） 

火山性地震の震源や地盤の隆起等から，ハザードマップで想定している山頂噴火等に加

え有珠山山麓西側での噴火の可能性が示された． 

その後，さらに西側での地盤の隆起やキレツ等の観測から同地域へのマグマの貫入等が

想定され，火口位置がより有珠山西側に絞り込まれた．このため，これまでのハザードマッ

プのリスク評価を超えた地点での噴火の可能性が高くなり，ハザードマップを見直し，西側

に新たな危険区域を拡大し，全体を危険区域として評価した． 

この段階では，時期，位置，空間範囲に関してハザードマップからさらに絞り込まれたリ

スク評価と認識であった． 

c) 最初の噴火（段階 3） 

3 月 31 日の最初の噴火口の位置は想定外ともいえ，直前の評価よりさらに西側であり，

前日拡大した危険区域の境界線付近での噴火であった．噴火口の位置が想定外であったた

め，噴火口の直近で観測機器を設置していた要員や，多くの住民が火砕サージ，噴石，降灰

等の生命の危険に直面した．また，噴火直前まで想定していなかった新たな危険区域内の約

1 万人の住民が生命の危機に直面するという厳しいリスク認識となった．火砕流・火砕サー

ジの有無の確認や噴煙の高度の観測等がなされたが，噴火直後においては情報が限られ，そ

の後の噴火の状況・推移を評価することは困難であった．このため，噴火口位置以外の空間

範囲，形態，変化等に関しては，その時点における最悪の状況として，最初の噴火口から火

砕流が発生し地形的に到達する可能性のある範囲を危険区域として地域リスク評価がなさ

れた．噴石等に関してはその範囲が火砕流に含まれるとして評価した． 

d) 爆発的噴火には前兆的シグナル（段階 4） 

最初の噴火以降順次出現した噴火口は，いずれも山頂でなく最初の噴火口のある西山山

麓等であり，火口位置のリスク評価は概ね限定されたものの，それ以外の要素は最悪を想定

して設定した状況が継続していた． 
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4 月 5 日に，噴火予知連絡会有珠山部会により「…北西山麓における溶岩ドーム活動に移

る可能性が高いと考えられる．溶岩ドーム出現以前には，爆発的噴火やそれに伴い火砕流や

火砕サージに発生する可能性がある．このような爆発的噴火の発生に際しては噴煙の発生

状況の変化や地形変動，地殻変動等の前兆的シグナルが現れると考えられるので，厳重な観

測・監視が重要である」との見解が示された．新たな見解に基づき，今後の爆発的噴火の可

能性と，こうした噴火に対しては観測体制を強化することにより一定の前兆を観測できる

ことが示されたことから，現時点の噴火の状況を基本に位置，空間範囲，形態，変化の前兆

を観測することで，爆発的噴火の発生までの一定の時間確保が可能とのリスク評価がなさ

れた． 

これにより，噴火口等の観測の強化の必要性と，爆発的噴火発生に対しては前兆観測によ

り一定のリードタイムを確保することが可能とのリスク認識がなされた． 

e) 当面は現状と同様な水蒸気爆発等継続（段階 5） 

4 月 12 日に，予知連より「当面は現状と同様な水蒸気爆発等が継続，大きな爆発に推移

する前には総合的監視解析によりその到来を判断することは可能」との見解が示された．こ

の見解を受け，噴火の要素は概ね現状が継続し，爆発的噴火に推移する場合は前兆現象の観

測により判断可能となった．その結果，リスクは一定の範囲にあり，爆発的噴火に対する地

域リスク評価については，一定の時間的余裕が確保できると認識された． 

f) 噴火の終息の可能性（段階 6） 

5 月 22 日に予知連より，「マグマ活動が次第に低下しており，このままの傾向が続けば噴

火が終息に向かっている可能性がある」との見解が示された．これを受け，火口位置に関し

ては既に限定されていることに加え，形態，規模等に関するリスクは縮小していく見通しと

の地域リスク評価とリスク認識がなされた． 

 

2.4.4 リスク認識を踏まえた対策検討と意思決定 

有珠山噴火における噴火の現象及びこれに対する科学的な見解等に基づき，2.4.3 に示した

ように噴火対策にあたっては 6 段階でのリスク評価とこれに基づくリスク認識がなされた．さ

らに，6 つの段階のリスク認識の下で災害応急対策の検討がなされ，リスク認識と対策の可能

性を踏まえて住民の避難に関する意思決定がなされた．この意思決定にあたっては，リスク認

識に基づく判断基準が大きな役割を担うこととなった．具体的には，判断基準は 2.4.3 に示す

ように，生命と財産を守るにあたっての優先順位であると同時に，避難に伴う住民等の行動制

限の程度も決めることとなる． 

a) 自主避難と避難勧告 

この段階では，ハザードマップに示された総合的・網羅的なリスク評価を絞り込み，リス

クが高い地域等を限定することが出来ないため，ハザードマップに基づくリスク評価を基

本とした．このため，住民の諸活動を制約するまでのリスク認識はなされず，噴火した場合

に避難が困難となる高齢者等を対象に，法律に基づかない自主避難を呼びかけた．自主避難

にあたっては，噴火まで一定程度の時間的余裕があるとの認識の下で移動等の支援が検討

され実施された． 

さらに，噴火の時期が数日内と絞り込まれ，切迫しているとのリスク認識に伴い避難のレ
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ベルを強化し，避難勧告が意思決定された．しかし，基本はハザードマップに基づく総合的・

網羅的なリスク認識であるため，ハザードマップにおいて示されている山頂噴火とこれに

よる火砕流のリスクを考慮した空間範囲の絞り込みを行い，避難勧告区域の設定が行われ

た．この段階の避難勧告においては，避難の確認等の強い措置と確認まではとられず個人の

判断に委ねられた．なお，壮瞥温泉街の旅館の観光客等へは，1977 年噴火対策の検証に基

づいた退避要請が出され，退去の確認もなされた． 

b) 避難指示 

一両日中に山頂あるいは有珠山北西部での噴火の可能性という，時期と噴火口の位置を

絞り込んだリスク評価を踏まえたリスク認識がなされ，避難のレベルを避難勧告から避難

指示に強化する意思決定がなされた． 

避難指示にあたり，山頂噴火に加え北西部に想定される新たな噴火口位置を基に火砕流

や噴石等の地域リスク評価を行い，住民等へのリスクが具体地域ごとに示されたことから，

住民の生命へのリスクが切迫しているとのリスク認識がなされた．これに基づき，住民の生

命を守ることを優先させる判断を行い，避難指示区域内の住民の避難状況を消防，警察，行

政により個別に確認するとともに，避難を拒否する者に対しても避難の徹底を図り完了さ

せた． 

その後，さらに西側において噴火の危険性が高まったことを受け，リスク評価の見直しに

より危険区域を西側に速やかに拡大し，新たな危険区域においても個々の避難の確認と徹

底がなされた． 

c) 避難指示区域拡大（緊急） 

多くの人命が噴火のリスクに直面しているとの認識の下で，火砕流等の最悪の状況を想

定したリスク評価に基づき，緊急に避難指示区域の拡大が決定された．約 1 万人が生命の

危機に直面した極めて緊急を要する状況にあると認識され，a) から b)のような避難の体

制や支援等に関する実質的検討が一切行えないまま，住民等の生命の迅速な保護を全てに

優先させた意思決定がなされた．避難所や避難手段は避難指示区域拡大の意思決定の段階

には準備できず，避難の実行とともに事後的に検討決定された．このため，避難の手段とし

て自動車のほかヘリコプター，艦船，JR 北海道の列車等，現地で可能なあらゆる手段が投

入された．幸運にも噴火による直接的な人的被害を出さずに済んだ混乱の中での避難であ

った． 

この意思決定は有珠山噴火の中でも象徴的なものであり，有珠山噴火では噴火の予知に

成功し事前の避難により被害者が発生しなかったとの評価があるが，実態は全く異なる状

況であった． 

一方，噴火口が明らかになったことから，ハザードマップに基づき，山頂噴火等の最悪の

状況を想定して設定していた避難指示区域等のうち，有珠山の東側については，リスク評価

に基づき速やかに解除された． 

d) 避難指示区域内での一時的社会・経済活動の実施 

避難指示が徹底される中，地域からは社会・経済活動のための避難指示区域への立ち入り

が強く求められた．とりわけ，噴火に伴う避難が突発的であったため，必要最低限のものの

持ち出しもできなかった人が多かったうえに，農作業やホタテ養殖において重要な時 
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表 2 - 7  避難指示区域におけるカテゴリーの考え方 

 

 

 

図 2‐3  有珠山噴火にけるカテゴリー図（4月 13日） 

平成12年有珠山噴火-火山砂防の緊急対応-，平成14年3月， 
北海道建設部 6) P71のカテゴリー変化図から転記作図 

 

期にあたっていたため，作業ができない場合には地域の社会・経済に大きな影響を及ぼす可

能性が高いことを受けたものであった．噴火のリスクへの対応と区域内への立ち入りの相

反する対応を可能にする必要があるとのリスク認識の下に，避難指示等に関する検討が行

われた．生命優先のもとに設定した避難指示区域を維持したうえで，一次立ち入り実施中に，

噴火が変化する前兆が観測された場合の緊急的退避の可能性を考慮し，制限付きで一定の

立ち入りを行う可能性と具体的な方法に関する検討が各機関の連携と役割分担のもと行わ

れた． 

この検討に基づき，地域リスク評価とこれに対応した安全確保の対策とを組み合わせた

一時立ち入りの方式が構築された． 

表 2 - 7および図 2‐3に示すカテゴリー分類の考え方は，総括リスク評価のもとで噴

火の状況に対し地域リスク評価を行い，このリスクに対応したリードタイムの中で緊急退

避の確保を図ることにより，避難指示区域内への一時立ち入りによる経済的活動等を可能

としたものである． 

具体的には，火口周辺への火砕流到達の可能性を火砕流に関わる科学的モデル 15）等によ

危険度および条件 立ち入り条件

カテゴリー1
火砕サージや噴石の
危険性の高い地域

全面的に立ち入り禁止

ヘリによる火山活動の監視
1時間程度の短時間
対象地域の限定
万一の場合の避難体制
火山活動の状況の把握
必要な連絡・避難体制

カテゴリー2 厳重な安全措置により立ち入り

カテゴリー3 厳重な安全措置により立ち入り
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ってリスク評価し，その危険度に応じ避難指示区域をカテゴリー1，2，3 に区分した．さら

に区域内で活動を行う場合には，噴火口の状態を専門家が上空のヘリコプターで常時監視

し，火口の状況に変化や異常がないことが確認される場合においてのみ立ち入れることと

し，噴火の状況に変化が生じた場合には速やかに区域外に退避可能な体制が準備された．退

避の体制の確保のため消防，警察，自衛隊等の支援のもとで緊急的な体制が確保され，実行

された．また，ホタテの養殖管理においても同様な考え方の下で体制が構築され実施された． 

このカテゴリーの境界はリスク評価を基に，市町長が決定したものであり，噴火の状況変

化に対応し頻繁に見直しがされた．4 月 10 日に初めてカテゴリーによる一時帰宅オペレー

ションが実施されて以降，最後の見直しがされた 7 月 28 日までに，噴火の状況等に応じて

弾力的かつ迅速な評価が行われ，17 回に及ぶ見直し及び変更が行われた． 

なお，このカテゴリーの考え方は災害対策基本法のもとで構築された初めての試みであ

った． 

e) 避難指示区域を順次解除 

地域リスク評価の 5 つの要素は概ね現状程度であるとの限定がなされ，爆発的噴火に対

しては前兆現象の観測により判断可能との認識がなされた．これにより，4 月 13 日には各

市町の避難指示区域の大幅な解除が決定された．特に伊達市の避難指示区域はすべて解除

された．以降，状況に応じ順次避難指示区域が解除され 5 月 12 日には壮瞥町の避難指示区

域はすべて解除され．虻田町だけが避難指示区域を有する状況となった． 

なお，爆発的な噴火に改めて移行する可能性に備え，避難指示区域の解除は一時的な解除

とされ，再避難の場合の体制の確保も図られた．また，引き続き避難指示区域となった地域

では引き続きカテゴリーの考え方の下で一時帰宅が行われた． 

f) 終息に向けた避難指示区域の解除 

5 月 22 日の噴火が終息に向かう可能性があるとの予知連の見解を受け，今後の噴火のリ

スクが，現状より減少していくとの認識の下，想定外の状況の悪化に備えた再度避難の体制

の確認や訓練を実施し，安全が確保された区域はできるだけ早く避難指示区域を解除する

ことを基本に，避難指示区域の解除が順次進められた． 

g) まとめ 

噴火の状況とその変化に対するリスク評価を踏まえ，専門家の要請に応えた観測体制の

迅速な強化が図られた．さらに，専門家による総括リスク評価と地域リスク評価に基づき，

災害リスク評価に対応したリスク認識のもと市町長による対策の検討と意思決定そして実

行がなされた．この背景には，噴火の状況の観測・把握とリスク評価が災害応急対策にとっ

て必要かつ不可欠なことが，1995 年のハザードマップの作成過程や訓練等を通じて広く認

識されていたことがある．さらに，観測情報やリスク評価等が合同会議を通じて関係機関に

おいても速やかに共有化されたことから，初動期からのリスク評価や課題の共有化や共通

認識が形成されていたことが，迅速な災害応急対策の検討と実施につながった． 

このように，有珠山噴火においては，災害対策基本法に基づく避難指示を基本に災害応急対

策が進められた．これは，雲仙普賢岳の噴火において強制力を持つ警戒区域を設定したが，災

害の状況とリスク評価に応じ弾力的に変更することが困難であったという経験から，有珠山噴 
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図 2‐4  災害のリスク認識のステージと判断基準の関係イメージ 

 

火においては避難指示により対応することを基本に，自治体，消防，警察，自衛隊等が連携し

警戒区域の設定に相当するような厳格な運用を行うとともに，噴火の状況と対策の構築に対応

した弾力的な区域見直しと一時立ち入り等の弾力的なオペレーションが実施された． 

 

2.5 有珠山噴火における意思決定の構造 

2.5.1 意思決定の判断基準 

表 2‐6 に示したように，災害応急対策に関わる市町長（意思決定者）の意思決定の判断基

準は，有珠山噴火のリスク評価とこれに基づくリスク認識に対応して変化している．1 つは，

地域の全ての生命・財産を対象として期待被害額を最小化する（あるいは期待社会的厚生を最

大化する）原則である．この原則は平常時における意思決定基準であり，効率性（有効性）に

基づいた判断がなされる．もう 1 つは，災害の危険性が高く（とりわけ生命への切迫性が高く）

なった段階では，全てに対して生命の保護を明確に優先させ，最も危険な人の状況を可能な限

り安全にできるようなマキシミン原則ともいえる非常時における判断基準が採用される． 

有珠山噴火における a)～f)までの 6 段階に対応したリスク評価，リスク認識と判断基準を見

ると，リスク認識と判断基準が対応して推移しているといえる．このリスク認識に対応して判

断基準が変化する段階を図 2‐4に示す． 

段階の推移に沿って判断基準を見ると，a)の自主避難あるいは避難勧告の段階においては，

生命・財産のいずれをも守ることを基本とし，生命・財産を守るために必要な対応が意思決定

されている．また，ここでは自主避難，避難勧告いずれにおいても避難に関し強制的な対応は

とられておらず，住民等の避難に関する判断を支援し，生命・財産を守る意思決定がなされて 

いるといえる． 

次の b)では噴火状況の変化に対応したリスク評価が進められ，噴火口位置の評価や火砕流等

の形態に関しての住民の生命へのリスクがより具体的に明らかになったことを受け，生命の保

護を優先させ，避難指示に切り替えられた．住民避難の実施にあたっては，避難の徹底と確認 

リスク

時間

大

小

不確実性の幅

段階３ 段階４ 段階５ 段階６平常 段階１ 平常段階２

最初の
噴火

爆発的噴火
の可能性

水蒸気爆発

終息に向かう
可能性

火山性地震
の増加

山麓西側で
噴火可能性

生命優先 生命優先と財産生命と財産 生命と財産

a) b) c) d) e) f)
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表 2 - 8  避難にあたっての行為制限 

 

 

等の厳格な運用がなされた．なお，避難を拒否する等の行動をとった者がいたため，市町長は

避難の徹底に時間を要することとなった． 

さらに，c)においては，想定外の個所からの噴火により，多くの住民等の生命が直接的な危

険に直面したため，最悪の状況を考慮して，生命の保護を明確に優先させた意思決定がなされ

た．この緊急的な避難にあたっても，避難の徹底と確認等の厳格な運用がなされた．d)，e）で

は，生命優先の判断基準を継続するものの，住民等からの危険区域内での経済活動を行う必要

があるとの強い要請を受け，生命優先の下で限定的な経済活動を危険区域内で行うという，生

命優先と経済活動の双方を目的とした意思決定を行なった．具体的には，噴火口等の観測体制

の強化と一時的立ち入りでの緊急的退避体制を確保することにより，噴火状況の変化に伴うリ

スクへの対応を行ったうえで，噴火の状況に応じた安全確保が可能な場合に限って立ち入りを

可能とした． 

次に f)では，リスク評価により危険度の低下した避難指示区域を順次解除し，生命優先の区

域を順次縮小した． 

ここまで述べてきたように，避難等の意思決定に必要な専門家による具体的な地域リスク評

価を用いることが出来ない場合には，市町長の明確なリスク認識の形成が難しく，具体的な対

策の検討も困難になるとともに，判断基準の選択も困難になる．特に，避難等の厳格な運用や

住民に対し一定の拘束力あるいは行為制限を持つ避難等の対策を意思決定するためには，地域

リスク評価によるリスクの絞り込み・限定により危険区域を明確にする必要がある． 

ここで，意思決定の基本となる住民等の行為への制限の程度と避難の関係を整理すると表 2 

- 8のようになる． 

災害対策基本法に基づく避難勧告，避難指示，警戒区域の設定による行為制限と法に基づか

ない自主避難における行為制限の程度は，法には明確に示されておらず運用に任されているこ

とから，個別の避難指示や警戒区域の運用は幅があり，明確な境界も無く重なっている状況に

ある．このため，市町長のリスク認識と判断基準の選択においては，生命の保護等の安全と行

為制限等の個人の権利の制約とのバランスに苦慮することが多くなっていると考えられる． 

有珠山噴火対策においては，リスク評価やリスク認識等の推移や段階に応じた判断基準が選

択された．また，噴火の状況の変化等に応じた対策を弾力的に行うために，カテゴリーの概念

を導入し弾力的な一時立ち入り等の経済活動をおこなうオペレーションを行い，安全と経済活

動との相反する状況を極力小さくする取り組みが行われた． 

自主避難

避難勧告
避難指示

警戒区域

※行為制限は災害対策基本法に基づいて分類

一般的な行為制限
有珠山での
行為制限

状況に応じ一定程度

自主的

厳格

避難勧告

自主避難

避難指示

避難の行為制限
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図 2‐5  有珠山噴火におけるリスク評価と意思決定の構造 

 

以下に，有珠山噴火における意思決定の判断基準とその選択の特徴を示す． 

・ 専門家によるリスク評価等が一貫して行われ，これに基づき市町長のリスク認識と判断

基準の選択が行われた． 

・ 最初の噴火時においては，情報・状況等の把握が困難であり，その時点で想定される最

悪の状況を基本としたリスク評価やリスク認識等を基に判断基準が選択された． 

・ リスク評価，リスク認識の推移と段階に対応した判断基準の選択がされ，状況に応じて

切り替えられた． 

・ 危険区域における生命保護と経済活動という相反する事項双方を目指す判断基準が選択

され，実行された． 

 

2.5.2 意思決定の構造 

有珠山噴火に対する災害応急対策に関する意思決定の構造の特徴は以下のように整理できる． 

・ 意思決定に用いることが可能な具体的なリスク評価は，基本的に専門家でなくては困難

である．有珠山噴火で言えば，火山性地震の震源の分布や地盤の隆起等の観測等をデー

タを基としたリスク評価が必要であった．このリスク評価は，火山の専門家，気象庁，

国土地理院，建設省，北海道開発局等によりなされた． 

・ 専門家によるリスク評価や対策検討を市町長がどのように受け止め，認識するかが災害

応急対策において重要である．有珠山噴火対策においては，市町長と専門家や関係機関

により構成された合同本部の場において，専門家や関係機関によるリスク評価が行われ

た．さらにその過程等を通じて，噴火現象とリスク評価，リスク認識等の市町長を含め

た相互理解が深められ，並行して相互の信頼関係が構築されていったことが，迅速な意

思決定に結びついた． 

以上で議論した有珠山における議論を踏まえると，災害応急対策における意思決定は，図 2–

5に示すように整理できる．すなわち，災害応急対策に関わる意思決定は，火山性地震や噴火等

の現象の発生と変化に対応した専門家等によるリスク評価，専門家等による対策検討，市町長

によるリスク認識，判断基準の選択と意思決定といった段階的プロセスを経る． 

リスク評価，とりわけ地域リスク評価においては，災害初期の段階では，個別地域のリスク 

（専門家）
＜噴火状況の推移＞ ＜リスク評価と対策検討＞ ＜リスク認識と意思決定＞

日常時 ハザードマップ

火山性地震（予兆）

噴火

噴火状況の変化

対策検討

　日常時 　災害時

対策の意思決定

リスク認識リスク評価
（総括リスク評価，
地域リスク評価）

（意思決定者）

網羅的・総合的リスク認識

判断基準の選択
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図 2‐6  災害時の意思決定の構造模式図 

 

の絞込みや限定が困難であるため，ハザードマップに示された総合的・網羅的なリスク評価を

用いざるを得ないが，観測体制の強化や噴火状況に応じた科学的な知見の集積によりリスクの

高い地域の絞り込み・限定が順次進み，リスク評価の安定性あるいは信頼性が順次高まってい

った． 

リスク認識と対策検討に基づく意思決定においては，専門家等によるリスク評価が，ほぼそ

のまま市町長のリスク認識に繋がる場合が多く，意思決定におけるリスク評価の重要性は明ら

かである．さらに，災害発生時に専門家によるリスク評価が無くて意思決定を行わなければな

らない場合の意思決定の困難さも明らかである． 

災害の進行状況や変化の度合いの不確実性が高い段階では，リスクの絞り込み・限定が十分

に行えないため，ハザードマップを基本としたリスク認識がなされる．例えば，噴火直後のよ

うにリスク評価が困難であり住民の生命がリスクに直面している場合には，最悪を想定したリ

スク評価とリスク認識がなされている．小康状態等の事態が一定程度安定した場合においては，

リスク評価自体の確実性・信頼性が高くなることから，意思決定者のリスク認識も安定し，生

命と経済活動との調整を図ることが可能な意思決定を行うことが出来るようになる． 

一方，災害の原因となる自然現象に関する研究の進展と観測体制の整備や情報化社会の進展

により，リアルタイム情報がリスク評価に大きな役割を果たすようになってきている．地域リ

スク評価は，災害の発生時期，リスクの規模・形態に関する予測がなされ，それらの情報を基

として土地利用等を勘案して空間的影響評価が行われる．特に，リスクの発生時期つまり現時 

点からどのくらいの時間で事態が発生するかを予測できるのか，その場合には災害発生までの

時間の長さと，この間に避難等の対応が可能かといういわゆるリードタイムの有無あるいは長

さがリスクの程度を示す要因ともなる． 

以上の議論を踏まえると，火山噴火における意思決定構造は，図 2‐6 に示すように，発生

している現象に対するリスク評価と，リスクから生命・財産を守るための対応策検討の 2 つに

よって支えられていることが理解できる．この中でもリスク評価は，災害全体を俯瞰し，かつ

総合的に置かれている状況を把握するための基本的条件であると同時に，災害が生命・財産に

どのような影響・ダメージを与えるかといった具体的なリスクを市町長に提示する．このリス

ク評価に基づき市町長は，リスク認識，判断基準の選択と対策の選択，そして意思決定を行う

対策検討

リスク認識リスク評価
（絞り込み・限定） 意

思

決

定
対策選択

判断基準の選択

社
会
・
地
域
で
の
実
行

社
会
・
地
域
か
ら
の
情
報

専門家の役割 市町長の役割
（意思決定者）
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こととなる．しかし，これまでの災害対策においては，この災害現象の状況や変化に応じたリ

スク評価は，発生に直面している場面はもちろんのこと，平常時における災害対策の仕組みや

体制等の構築においても，その機能・役割は必ずしも評価や位置付けがされず，災害対策が進

められてきた．災害対策全般を通じたリスク評価の役割と，ハザードマップに示された総合的・

網羅的なリスク評価を，個々の災害とその状況の変化に対応して絞り込み・限定していく機能

は，防災・減災の強化において重要な役割を担っている． 

 

2.6 意思決定の正統性に関する考察 

2.6.1 正統性確保の必要性 

災害時における住民避難等の災害応急対策に関わる市町村長の意思決定は，時間や資源等の

制約の厳しい条件の下で行われているが，意思決定の可否は災害後に評価を受け，厳しい批判

を受ける場合もある．特に，意思決定に対する評価は，結果的な成否だけに着目された評価が

中心となり，避難の意思決定の遅れや避難の対象が過大であるなどの批判を受ける可能性を内

在している．意思決定がどのような条件下で行われたかではなく，結果的な成否だけに着目さ

れた評価が，意思決定を躊躇させる背景ともなっている． 

近年，水害における垂直避難の位置付けの明確化等の避難先の確保とその多様化や，市町村

長の避難等の判断にあたっての空振りの許容を認める等の意思決定を支援する取り組みが始め

られているが，更なる強化が必要と考える．今後，住民避難等の意思決定を災害の状況に応じ

た機動的で効果的なものにしていくためには，意思決定が困難な状況や空振りなどが批判され

てきた背景を分析・評価し，災害応急対策時の危機管理（以下，災害危機管理）に関わる意思

決定の構造を明らかにするとともに，意思決定とその判断基準の正統性を確保するための社会

的な条件等も明らかにすることを通じ，意思決定を社会的なシステムとして強化していくこと

が必要である． 

 

2.6.2 意思決定の構造と正統性 

災害危機管理における意思決定の正統性を担保する要件に関する研究は緒についたばかりで

あり，ほとんど研究の蓄積が進んでいないのが現状である．その中で，羽鳥等 16)は，社会基盤

整備の計画決定を対象に，公的な意思決定のための公的討論に関する正統性について議論して

いる．羽鳥等 16)の研究は，いわば平常時を対象としたものである．災害応急対策の場合，意思

決定を行うまでの時間的な余裕が非常に短く，意思決定の前提条件が時間とともに変化してい

くいなどの自然災害の特性を考慮した正統性の要件について考察することが必要である． 

羽鳥等 16)は，社会的意思決定の正統性を確保するうえで討議（discourse）が本質的な役割を

果たすことを主張し，Habermas の提唱した討議倫理（discourse ethics）に基づいて，社会的

意思決定に関わる正統性の要件について考察している．そこでは，社会的意思決定の正統性に

関し，実用的正統性，道徳的正統性，認識的正統性の 3 つの正統性のサブ基準を示すとともに，

1）ミクロ討論領域，2）マクロ討論領域，3）混合討論領域（ミクロ－マクロ討論領域）の概念

（図 2‐7）を用いて，社会的意思決定に正統性を賦与するための討議の要件等について整理し

ている．いうまでもなく，社会的意思決定は，実際に意思決定者が意思決定を行う場であるミ

クロ領域における討議が中核となる．しかし，ミクロ領域における討議単独で，意思決定の 
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図 2‐7  討議システムの構造 16) 

 

 

図 2‐8  有珠山噴火対策におけるミクロ－マクロ，ミクロ－マクロ領域 

 

正統性を担保することは困難であり，マクロ，ミクロ－マクロ領域における討議を通じて，意

思決定の結果により影響を受ける人々との間で，高次の次元における合意（メタ合意）を形成

しておくことが重要であることを指摘している． 

有珠山噴火では合同会議が意思決定者の権限圏であるミクロ領域に相当し，避難等の災害応

急対策に関わる公的な意思決定が行われた．そこでは，時間的制約が厳しいだけではなく，火

山噴火リスクの分析・評価に必要なデータや情報，応急対策を検討するために必要な専門家が

不足するという厳しい制約条件下で意思決定が実施された．しかも，地域住民の私権の制限に

関わる意思決定を行わざるを得ないため，災害応急対策の実施に際して多くの軋轢を生み，意

思決定の正統性に関する危機に直面する事態が発生した．災害対応策に関わる意思決定の正統

性に限界がある場合，危機管理にあたり多くの社会的制約を生むことになる．危機管理に関わ

る意思決定の正統性を担保するためには，マクロ領域とミクロ－マクロ領域討論において，危

機管理の過程で発生する意思決定内容について，事前にメタ合意を形成しておくことが重要に

なる． 

マクロ討論領域
（非公式）

例）様々な談話、社会運動、
抗議、ボイコット、
代表的アクター：社会運動家、
ネットワーク、活動家、ＮＧ
Ｏ、利益団体、企業、メディ
ア、 世論リーダー

ミクロ討論領域
（公式）

例）有識者委員会、
学会、審議会
代表的アクター：
議員、行政関係者、
専門家、裁判官、
仲裁人

混合（ミクロ－マクロ）
討論領域（非公式と公式）

例）討論設計、タウン・ミーティング、セミナー
代表的アクター：市民の集まり、 利益団体の代表者、活動家、

専門家、メディア、政府の役人、議員

<マクロ領域> <ミクロ領域>

現地対策本部合同会議
（意志決定者、政府・道の本部長、専門家）

日常時 ハザードマップ

社会活動

災害発生（予兆）

経済活動

情報の収集・集約 リスク評価

防災活動

自然現象

対策検討

災害現象

意思決定事項の実施

日常時 非常時

<ミクロ－マクロ領域>

地域社会
メディア住民組織

農業・漁業等

経済活動組織等

避難等

<リスク評価と対策検討> <リスク認識と意思決定>
広報、情報伝達

網羅的・総合的リスク認識

情報

<状況の推移>

リスク認識

判断基準の選択

要請 対策の意思決定



2.災害時の意思決定構造に関する分析 

30 

 

表 2 - 9  意思決定に関わる正統性確保 

 

 

理論的枠組み 正統性に関する項目 要件等

実用的正統性 ＜関連する人々の利益の増進に繋がることが必要＞

＜行為が正しいかどうかという評価＞

・行為の結果（不利益を被る主体や環境に対する十分な配慮と負の影響の及ぶ範囲の縮

減と影響を緩和するための対策）

・行為の手続（意思決定の手続き的妥当性と過程の透明性の確保）

・行為主体（適切な誘因・報酬構造）

＜利益や評価でなく社会的に必要性が認識されていること＞

・理解可能性（結果が予測可能,行為の内容と結果が分かりやすい）

・当然性（行為と結果にする十分な議論と検討，社会が当然のこととして受容）

討論的代表制 どの様な議論・討論が行われているかの俯瞰的・網羅的把握

メタ合意 社会の中での合意と不合意の形成に関する高次元の合意

討論的代表制の吟味

間主体間的合理性の担保

権限圏と公共圏の
役割分担原則

メタ合意の成立

権限主体と一般市民の間で権限内容に関する相互理解と意味の共有化（専門的知識の厳
密性と適切性の区分）

公共圏における利害関係者が，権限圏における専門的議論の内容を理解できるという理
解可能性条件を確保することが重要

公開性要件 公的討論の内容を公共圏一般に広く公開

※羽鳥ら 16)の正統性確保要件を参考として整理・加筆

討

論

シ

ス

テ

ム

ミクロ討論（公的討論）
(権限圏，公式）

道徳的正統性

認識的正統性

マクロ討論
(公共圏，非公式）

正統性を担保するための
規範的要件 メタ討論

ミクロ－マクロ討論
(ミクロ，マクロの補完）

権限圏と公共圏の
アカウンタビリ
ティー要件
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有珠山噴火時に対する危機管理上の意思決定の構造とそれに付随して発生した正統性担保の

問題の関係をミクロ領域，ミクロ－マクロ領域，マクロ領域別に整理した結果を図 2‐8に示す．

さらに，同図における各領域において，意思決定の正統性を担保するために必要となるメタ合意

のための条件を羽鳥ら 16)の整理を参考に一括して表 2 - 9に整理している．表 2 - 9に示した

メタ合意条件に基づいて，有珠山噴火の危機管理時に実施された意思決定の正統性に関する事後

評価を試みる． 

図 2‐8 には，有珠山噴火災害に関わる各討議領域におけるステークホルダーを整理してい

るが，ミクロ領域には意思決定者である市町長とこれを支援する合同会議（現地対策本部合同

会議），マクロ領域には各種の社会活動，経済活動を営む主体が重要なステークホルダーとなる． 

ミクロ－マクロ領域には，対象地域を中心に活動する各種の住民組織や農業等などの経済活

動組織，情報メディア等が存在する．ミクロ－マクロ領域は，ミクロ領域とマクロ領域を結び

つける役割を果す領域であり，マクロ領域における社会活動や被害の状態に関する情報のミク

ロ領域への伝達とミクロ領域からマクロ領域への意思決定に関わる情報の伝達と情報公開等に

関わる機能を担っている． 

(1) ミクロ討論における正統性 

ミクロ領域の討論における実用的正統性，道徳的正統性，認識的正統性という 3 つのサブ正

統性の内容について評価を試みる．ミクロ討論は，社会的意思決定に権限を有する主体が公式

の場において行う討論である．そこでは，災害危機管理における権限組織として，災害対策本

部が意思決定において中心的役割を担うことになる．有珠山噴火においては，2.4.1で言及し

たように，市町のみならず北海道，国の災害対策に関わる大半の機関が参画した合同会議にお

いて情報の収集・集約，災害リスクの評価や対策の検討がなされた．合同会議においてミクロ

討議の大半が実施され，その結果が市町長の意思決定の正統性を確保するために重要な役割を

果した． 

1) 実用的正統性 

ミクロ討論における実用的正統性は，主体の行為がそれに関連する人々の利益の増進に繋

がるか否かによって判断される．有珠山における避難等に関わる意思決定は，災害により生

命・財産の被害を受け，あるいは受ける可能性のある者を対象にその不利益を減少させる行

為である．被害を受けた者はすでに不利益を被っている．一方，今後，被害を受ける可能性

がある者に対して，避難指示を発令することが，当該個人にとって利益，もしくは不利益の

みをもたらすかは，避難指示の段階では不確実であり，結果論でしか評価できない側面を持

つ．このため，避難指示に関わる意思決定の正統性を，実用的正統性のみに着目して判断す

ることは困難であり，道徳的正統性，および認識的正統性の確保が重要になると考えられる．

もっとも，不必要な避難，長期間にわたる避難は避難者に対して多大な不利益をもたらすた

めに，避難指示の対象となる地域住民の時空間的範囲の設定にあたっては，意思決定の道徳

的・認識的正統性の根拠について慎重に検討すべきであることは論を待たない． 

2) 道徳的正統性 

道徳的正統性は，行為が正しいかどうかの評価であり，a) 不利益への十分な配慮，b) 手

続きの妥当性と過程の透明性の保証，c) 行為主体の適切な誘因・報酬構造の 3 つの要件が求

められるが，本章では自然災害を対象としているため，c) との関わりが小さいため，主とし
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て a)，b)について議論する． 

a) 不利益への十分な配慮 

行為の結果，不利益を被る主体や環境に対して十分な配慮がなされ，可能な限り負の影響

が及ぶ範囲を縮減し，その影響を緩和するための対策が，十分かどうかが問われる．有珠山

噴火における不利益として，災害によって既に受けた生命・財産への被害と今後被害を受け

る可能性を回避するための避難等による社会活動・経済活動等の停止による不利益がある． 

避難指示等の意思決定は，災害のリスクに直面する地域住民等の生命の保護が目的であ

り，不利益への配慮である．しかし，避難指示区域内への経済活動等のための立ち入りは，

生命の保護と相反する可能性を有するため困難な対応が求められる．このため，有珠山噴火

では既に述べたようにカテゴリーの概念を導入し，地域リスク評価の実施とこれに対応す

る安全対策の検討・確保により，一次立ち入り等の対策がとられた．これは，必要な資源を

可能な限り動員して行われたものであり，不利益に対する配慮が十分なされたと考える． 

b) 意思決定の手続き的妥当性と過程の透明性の保証 

意思決定が手続き的妥当性とその過程の透明性が保証されているかが問われる． 

一般的に，日本での災害応急対策における避難等の意思決定は，手続き等のプロセスや判

断基準等のルールが整っていない中で行われている状況にある．有珠山噴火では表 2 - 4

に示したように，アメリカ合衆国 FEMA の活動の基本である ESF（Emergenncy Support 

Function；緊急時支援機能）に相当する災害応急対策事項とこれに対する各機関の役割分

担・責任を，合同会議で明確にしたうえで対策が進められた． 

合同会議では，災害応急対策項目毎の責任者とともに，意思決定の過程等の意思決定構造

も構築された．これは，2.6.2の図 2‐8に示したミクロ討論領域に相当する合同会議にお

ける，(1) 合同本部での意思決定に関わる主体等による情報収集・集約と共有化，(2) 専門

家と連携したリスク評価，(3) 専門家と連携した対策検討，(4) リスク評価と対策検討に基

づくリスク認識と判断基準の選択と意思決定の 4 つの機能・プロセスからなる意思決定の

構造である． 

災害応急対策項目とその実施における役割分担・責任さらには意思決定構造と過程が明

確に構築されたことそのものが一つの評価につながると考える．さらに，このような意思決

定の手続きである構造・過程が明確化されたことにより，多くの機関の限られた資源を迅速

かつ効率的な投入につながったともいえ，手続きに関する妥当性は確保されたといえる． 

手続きの透明性の保証に関しては，ミクロ領域である合同会議で関係機関連携の下で手

続きが構築され，この手続きのもとで情報収集・集約や各事案のリスク評価，対策検討等が

進められ，ミクロ領域における透明性は確保された．さらに，合同会議が報道機関に公開さ

れたこと等から，ミクロ領域のみならずマクロ領域，ミクロ－マクロ領域を含めた透明性が

確保されたといえ，透明性が保証された構造のもとで対策が進められたといえる． 

3) 認識的正統性 

三番目の認識的正統性は，利益や評価で無く，社会的に必要性が認識されていることに基

づく正統性であり，3 つの正統性の中でも特に重要とされている．公的討論は認識的正統性

を確保するための手段である．認識的正統性においては，(1) 理解可能性と(2) 当然性の 2 つ

の要件が示されている． 
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理解可能性は行為がもたらす結果が予測可能で，かつ行為の内容とそれがもたらす結果が

分かりやすいかどうかである． 

有珠山噴火における噴火の予測等が不確実な状況下での意思決定では，理解可能性の基本

である結果の予測可能性そのものが一般的な意味においては困難である．また，当然性は行

為とそれがもたらす結果に対して十分な議論や検討がなされて，その内容が社会的に当然の

こととして受け入れられる程度に成熟したものであるかどうかが問われるが，このように，

災害応急対策における認識的正統性は困難な状況におかれている．有珠山噴火時において，

意思決定とこれに伴う行為の結果に関する十分な議論や検討を行うことは困難であった． 

このような困難性がある一方で，事前あるいは事後にこれを補う議論や検討は重要な役割

を果たした．詳しくは，同様の評価がなされるマクロ討論においてハザードマップやその作

成過程の役割と討論との関わりを通じて整理した． 

(2) マクロ討論における正統性 

マクロ討論は，公式・非公式の討論から成る討論システム全体を対象とする討論であって，

討論的正統性の規範要件として，表 2 - 9に示すように，討論的代表制，メタ合意，メタ討

論の 3 要件が示されている． 

有珠山噴火におけるマクロ討論の特徴としては，災害発生時における討論であることから時

間的制約が厳しくマクロ領域での個々の討論のみならず，相互の合意・不合意あるいは調整・

連携といった討論も現実的には行われず，地域や業種といった単位からなる基礎的討論ともい

える討論がそのままミクロ－マクロ，ミクロ領域での討論となったといえる．マクロ領域では

避難そのものに関わる事項のみならず，避難所における物資・資器材の不足や健康に関する事

項等が課題となった．これらの中でも大きな課題の一つである避難指示区域とされた危険区域

への生活あるいは経済活動のための立ち入りに関しては，ミクロ－マクロ領域を通じてミクロ

領域に持ち込まれ，意思決定された． 

こうした状況を踏まえ，厳しい時間的制約を前提とすれば，マクロ領域における討論の正統

性はミクロ討論，ミクロ－マクロ討論と合わせた評価が必要となる．有珠山噴火におけるミク

ロ－マクロ，ミクロ－マクロ討論は，ミクロ討論の場である合同会議にテーマ等に関わらず速

やかに収集・集約され，俯瞰的・網羅的に把握された．また，合同会議は意思決定等を含め会

議の内容を積極的に公開・周知を図るとともに，会議そのものの報道機関への公開等を通じ，

合意・不合意に関する事項も広く共有化されることから高次の合意であるメタ合意も得られ，

このメタ合意との整合性を図り意思決定がなされたことからメタ討論に関する要件も考慮さ

れたと考える． 

しかし，実際に噴火災害が発生した事後の時点においては，討論的代表制，メタ合意，メタ

討論いずれの領域の討論も厳しい時間的制約の中で限定的に行われざるを得ない．仮に時間的

な余裕があったとすれば，さらに十分な討議を行い得ると考えられるため，この意味において

マクロ討論の正統性を災害発生の事後の時点で確保することは困難と言わざるを得ない．こう

した中で，有珠山災害の場合，災害発生前の日常時においてあらかじめ災害リスクや避難行動

に関して討論を行うことが重要な役割を果した．具体的には，有珠山噴火の前に作成されたハ

ザードマップはその作成過程を含め，当該災害の被害あるいは影響を受ける者が災害発生前の

日常時に，そのリスク評価に関し具体的に認識することとなった．現実に発生した場合に想定
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されるシナリオやハード・ソフト対応の可能性や困難性に関しての地域住民，防災関係機関，

専門家等の事前の共通理解により，一般的な認識的正統性が一定程度確保されていたことが，

災害発生時において時間的制約によるマクロ討論の不十分性を補完する役割を有していたと

考える． 

このため，有珠山において事前の討論として役割を持ったハザードマップとその作成過程を

討論の役割を以下に整理する． 

1972 年の有珠山噴火では，噴火が始まっても迅速な避難が行われず，地域住民のみならず

観光客等も降灰や噴石等の危険に晒されたことに対する検証がなされ，いわば事後の討論を通

じて噴火に関するリスク等の評価と地域における理解を深める取り組みの必要性が認識され

た．地元自治体と専門家である有珠山の研究者等の連携のもとでハザードマップ作成の検討が

始まり，住民等参加の参加によりマクロ圏，ミクロ－マクロ圏を通じて取りまとめられた．こ

のことが 2000年の有珠山噴火にあたっての避難等の災害危機管理にあって噴火のリスクとリ

スクに対応した避難行動を行う必要性等に関する地域住民の幅広い理解に繋がったと評価さ

れる． 

有珠山噴火の災害応急対策過程では，マクロ領域において十分な討論を行うことは困難であ

り，マクロ領域における関係主体は，ミクロ圏で実施される意思決定や災害に関する情報等の

受け手という立場にとどまらざるを得なかった．特に，有珠山噴火における避難指示の意思決

定は実質的な強制力を持っている．また，噴火が沈静化する過程の中で，避難指示区域へ経済

活動等のための立ち入りに関する討論が，災害応急対策過程の中で，もっとも災害関係者の関

心をもたらした典型的な討論であった． 

避難等に関する意思決定の実効性が確保されリスクに直面した住民等の避難が迅速に行わ

れ，生命の保全につながるためには，意思決定の正統性が確保されることが必要である．時間

的及び専門的な条件下において有珠山で機能したのは事前の討論ともいえるハザードマップ

とその作成過程を通じたミクロ－マクロ，ミクロ－マクロ領域を通じた討論であった．この過

程において専門的な制約に対応し火山噴火のリスクに対する科学的であり専門的な理解が深

められリスクへの対応としての避難の役割・必要性への理解がなされた．このことから，強制

的な避難が時間的余裕なく意思決定されたにもかかわらず，避難の必要性に関する社会的な共

通の認識のもとで多くの住民の迅速な避難につながったと考える．また，危険区域への経済活

動のための立ち入り（カテゴリー）に関する対応も，このような事前のリスクと避難に関する

各領域での共通の認識によるものと考える． 

いわば，災害危機管理における意思決定の正統性の確保にあたっての厳しい制約条件に対応

するためには，事前討論において正統性を確保しておくことが不可欠である．さらに事前討論

における正統性の確保が，実効ある意思決定を担保することにもつながるともいえる．一方で，

地域における状況や課題等マクロ圏の状況は可能な限り合同会議に情報収集・集約され，社会

的にどのような要請・意見等があるかに関する俯瞰的・網羅的把握がなされた．また，避難指

示の適否に関し異なる討論があることは，社会的に共通に認識されておりメタ合意がなされ

た． 

(3) ミクロ－マクロ討論における正統性 

災害応急対策過程における意思決定の正統性を確保するためには，マクロ討論を通じて公共
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圏におけるメタ合意を形成しておくことが重要である．しかし，マクロ討論に決定権はなく，

最終的な意思決定はミクロ領域における権限圏に委ねられる．したがって，ミクロ－マクロ討

論は，ミクロ討論とマクロ討論を接合し，両者の間のコミュニケーションを補完する役割を果

たす． 

ミクロ－マクロ領域における正統性の条件は，表 2 - 9に示すように，1) 権限圏と公共圏

の役割分担，2) 権限圏の公共圏に対するアカウンタビリティ，3) 公的討論の内容を公共圏一

般に広く公開する公開性が示されている．この条件に基づいて，有珠山噴火時における意思決

定におけるミクロ－マクロ領域の正統性について事後評価を試みる． 

1) 権限圏と公共圏の役割分担 

有珠山噴火対策における権限圏と公共圏の役割分担に関しては，両者の間における政治的

対立等の問題は発生せず，市町長に委託されている避難等に関する権限の行使にあたっての

正統性の問題が主たる論点になったと考える．災害対策基本法の応急対策に関する規定に基

づく委託は，基本的な責任と役割分担を規定しているが，その手続き・プロセスや意思決定

にあたっての判断基準，さらには避難の実行に関わる強制力とその取扱いは整理されていな

い．そのため，有珠山噴火では，新たにこうした関係を構築しながら，市町長は避難に関す

る意思決定を実施せざるを得ないという問題が発生した． 

2) 権限圏の公共圏に対するアカウンタビリティ関係 

行政の意思決定は一般市民が権威に対して諸権限を委任することで成立しており，この委

任は権限圏と公共圏のアカウンタビリティ関係を通じて成立するとされている．ここでは，

再び越水等 17)に従って，アカウンタビリティ関係を維持する上で重要な役割を担うとされる

意味の構造化，正統性の構造化，支配の構造化という 3 つの視点から，有珠山噴火対応にお

けるミクロ－マクロ領域の正統性について事後評価を試みる． 

・ 意味の構造化 

権限主体と一般市民とのコミュニケーションの維持であるが，有珠山噴火対応では主に時

間的，専門的制約から意思決定に関するコミュニケーションの大半は一方通行的なものであ

った．事前のコミュニケーションを通じて構築されていた関係の維持が，噴火災害発生時に

おいても継続できる範囲において確保されたと考える． 

・ 正統性の構造化 

権限主体に課される業務内容の明確化であり，有珠山噴火対策の意思決定においては避難

等に関する権限の内容とその行使に関する手続きや過程が対応する．既に述べたようにこれ

らは災害対策基本法において骨格が定められているが，手続き等に関しては明確なものが存

在せず，災害危機管理のプロセスの中で構築されたことから，正統性の構造化という観点か

らはアカウンタビリティ関係は十分成立しているとは言えないと考える． 

・ 支配の構造化 

権限主体と一般市民の信頼関係の形成である．この信頼関係については事前のハザードマ

ップとその作成過程を通じたリスク評価と避難行動の必要性に対する理解を通じた信頼関係

が中心となっており，この範囲において維持されたといえる． 

また，有珠山噴火では，合同会議等からの情報伝達・公開のみならず，合同会議後の記者

会見等において，専門家からの報道機関に向けた専門的な知見に対する理解を深めるための
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解説が一体的に行われ，発生している状況や今後の予想に関する一般住民の理解も報道等を

通じて深める対応がなされた．しかし，災害発生時には事前のリスク評価と対応策に関する

状況とは大きく異なった展開がなされたことから，このような災害は事前の想定と異なり，

また時間的に変化するものであることの理解に関しても事前に構築しておく必要がある．ま

た，災害のリスクの評価等にあたっては専門性の持つ役割が大きいことから，専門的な情報

を地域住民等に対し如何に理解可能な方法で伝達するかも重要な要件となる． 

3) 権限圏の公開性 

公的討論の内容を公共圏一般に広く公開することにより，一般市民の正統性への認識の促

進や公的討論の内容が一般市民から評価されることにより，討論内容の改善を期待するもの

である． 

有珠山噴火においては，合同会議での情報や結論等の速やかな公表や記者会見，合同会議

そのものの報道機関への公開を通じて，意思決定事項とともに意思決定の主たる役割を担っ

た構造や過程が逐次公表され，公的討論の内容は迅速に公共圏一般に公開された． 

しかし，有珠山噴火において実施した情報公開等は市民の避難等の行動の必要性の理解に

は貢献するものの，時間的制約等の大きなものほど公的討論にフィードバックすることは困

難であった．このため，避難等に関わる公的討論の改善等のためには，討論の構造や過程さ

らには想定される公的討論の項目等に関し，時間的制約等を考慮し事前に公開しておくなど

の対応が考えられる． 

 

2.6.3 有珠山噴火における意思決定の正統性の課題 

有珠山噴火対策における災害危機管理の意思決定の構造と過程をまとめると，権限圏である

合同会議において行われる災害のリスク評価やこのリスク評価に基づく対策の検討等を踏まえ

た意思決定者のリスク認識のもとで判断基準が選択され，この判断基準のもとで被害の回避・

軽減のための対策を決定し，実行された． 

この意思決定の正統性の確保にあたっては，マクロ圏における様々な公的討論をミクロ－マ

クロ圏の機能を通じてミクロ圏に結び付けることにより，順次フィードバックしていくことが

求められる．しかし，災害危機管理においては時間的制約等が厳しく災害時におけるフィード

バックによる改善等は事実上困難であることから，事前あるいは事後の対応を通じて正統性を

担保することが求められる．具体的に言えば，事前の対応としてはハザードマップが，事後の

対応としては災害対策の事後検証が大きな役割を果たす．この時，従来は意識されていない災

害危機管理における意思決定の正統性を，この 2 つが事前あるいは事後に担う大きな役割を踏

まえて対応することが必要である．とりわけ，意思決定の結果に対する理解可能性や意思決定

の結果が社会に当然のこととして受け入れられる当然性の確保は困難な課題であり，これらが

事前・事後の対応を通じて確保されることが重要である． 

また，ミクロ－マクロ討論におけるアカウンタビリティ要件に関しては，専門家の担う役割

が大きく，専門的判断に関わる権限主体と一般市民の間での相互理解と意味の共有化が不可欠

となる．そのためには，迅速かつタイムリーな情報公開にとどまらず，専門的知識の厳密性と

適切性を踏まえたうえで，一般市民，報道機関に如何に専門領域に関する状況とこれに伴う意

思決定の持つ意味を速やかに伝えることができるかが問われることとなる． 
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さらに，災害対策基本法の応急対策に関する規定が基本的な責任と役割分担を規定している

が，役割分担を果たすための具体的な手続き・プロセスや意思決定者が判断・意思決定にあた

っての判断基準，さらには実際の避難の実行に関わる強制力に関する取扱いは整備されておら

ず，有珠山噴火における対応では，新たに構築しながら災害応急対策が進められた．このため，

意思決定に関する過程の透明性の確保等のためには，あらかじめ意思決定の構造や過程を明ら

かにし，マクロ圏における公的討論を踏まえた上で災害対策に臨むことが必要となる． 

このような災害の事前・事後の対応を新たに組み立て実施することにより，災害危機管理に

おける意思決定は明確な正統性の確保を通じて社会的な信頼を得る中での意思決定となると考

える． 

 

2.7 結言  

災害危機管理における住民避難等の意思決定を行うにあたり，市町村長は時間的制約のみなら

ず，必要な情報等もない極めて困難な状況下おかれている．このような状況に対応し，災害危機

管理における意思決定を明確な拠り所を持って行うことが可能となるような体制の構築が必要

である．本章では有珠山噴火時の危機管理過程における意思決定構造を分析し，意思決定におけ

る正統性について考察してきた．最後に，以上の考察から明らかになった火山噴火に対する危機

管理上の課題について改めて整理するとともに，それを克服するための対策をとりまとめる． 

第 1 に，火山噴火に対する危機対応においては，科学的なリスク評価とこれに対応したリスク

認識を持つことが困難な状況下で意思決定せざる得ないことが起こり得る．これは以下の事由に

よるものである． 

・ 災害は，事前の想定とは異なる状況で発生し，発生以降も変化することを踏まえた科学的

リスク評価が必要となるが，このような評価体制が構築されていない． 

・ 既往のハザードマップは，一定の外力を前提として作成されたものであり，必ずしも想定

外あるいは最悪の災害状況を含んだものとなっていない． 

・ ハザードマップのリスク評価は網羅的・総合的であって，住民等の行動を制約するのに必

要な地域リスク評価は一般に行われていない． 

第 2 に，災害対応に関わる意思決定の正統性に関わる議論が成熟しておらず，災害時における

避難行動等に関するメタ合意が形成されていない．このため，現実の意思決定の局面において，

関係者からのさまざまな個人的意見により，意思決定者が意思決定を躊躇するという問題が起こ

り得る．すなわち，関係者間で以下の事項に関するメタ合意を事前に形成しておく必要がある． 

・ 最悪の状況を含め，災害時に生じる可能性のある状況 

・ 災害の状況が厳しく，生命への危険性が高い状況では，住民等の行動を制約する避難等が

意思決定されること 

・ 災害の状況に応じて，複数の判断基準を使い分けなければならないこと，である． 

第 3 に，意思決定にあたってはリスク評価及び災害対策に関わる専門家が不可欠であるにも関

わらず，現在の災害危機管理には専門家の役割・位置付けが，想定されていないか不明確であり，

とりわけ災害応急対策を担う市町村には多くの場合専門家が不在である． 

以上の 3 つの課題を踏まえれば，災害危機管理に関する体制等を強化するために，以下の 3 つ

の対策を取りまとめることができる． 
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第 1 に，災害に備えた事前と発生時双方の時点におけるリスク評価の高度化と意思決定におけ

るリスク評価結果の位置付けの明確化である．事前のリスク評価は一般にハザードマップとして

社会的に共有化されるが，想定外力のみならず発生する災害の内容・シナリオ等に最悪の状況を

も取り込んだ科学的なリスク評価を行い，これを社会的に共有化しておくことである．また，災

害発生時には専門家による災害状況の変化を含めたリスク評価を継続的に行い，意思決定者であ

る市町村長のリスク認識を可能にすることである． 

第 2 に，上記のリスク評価に基づき，1）災害状況の厳しさに応じた段階に対応した意思決定

が行われ，災害時の意思決定には複数の判断基準があり，災害の状況の厳しさの段階に応じた選

択がなされること，2）住民の生命に関し危険性が切迫しているとのリスク認識の下では，住民

の行動の制約を前提にした避難等の意思決定がなされることを前提として，ハザードマップ作成

過程等を通じて社会的な利害関係の発生等を含めた状況を，社会的に共有化し，事前のメタ合意

を得る取り組みが必要である． 

第 3 に，災害対策とりわけ災害応急対策への専門家の明確な位置付けとその確保である．災害

応急対策にはリスク評価と災害対策の専門家が不可欠であることを示したが，災害応急対策を担

う多くの市町村にはこのような専門家は存在しないのが現状であり，全てに配置することも現実

的ではない．これを解消するため，以下の 2 つの事項が必要と考える． 

・ 有珠山噴火において行われたように，災害の状況に応じて現地災害対策合同本部等を迅速

に立ち上げ，そこに関連する広範な分野の専門家を集めマネジメントする体制をあらかじ

め構築する．このため，日常的に相互の信頼関係を構築しておく． 

・ 国土交通省の TEC-FORCE 等が評価されているように，広域的かつ専門的な組織体制を

基本にして，市町村を支援する体制を構築する． 

現在，全国の一級河川等で進められているタイムライン（事前行動計画）の策定は，最悪の状

況をも含んだ事前のリスク評価を基に，発災時の状況を想定したうえで，必要な対策とその責任

を担う機関等を予め明らかにする．これにより，災害発生の時間的推移に応じた対応を事前に準

備することを目的とする．これは，専門家によるリスク評価や災害対策を迅速かつ効率的に行う

ことを強化する取り組みであり，タイムライン策定の推進は，防災・減災に重要な役割を果たす

と考える． 

本章では，有珠山噴火の意思決定に関する事例をとりあげながら，火山噴火時の危機管理にお

ける意思決定構造の明確化と，意思決定内容の正統性を担保するための条件を考察することによ

り，今後の火山噴火時における危機管理上の課題と対策をとりまとめたものである．本章におけ

る実践的分析は，あくまでも有珠山噴火対策を対象としたものである．有珠山噴火は予知が成功

し事前の避難ができたことから被害を防ぐことができた事例との評価があるが，既に述べたよう

にもっとも緊迫した最初の噴火においては，避難とこれに関わる意思決定という観点からは実質

的な予知は行えず，突発的災害ともいえる状況であった．災害の種類により，災害応急対策のた

めの意思決定構造は異なる．たとえば，水害のような進行型災害と地震のような突発型災害にお

いては，リスク評価と対策検討からなる意思決定構造は明らかに異なる．しかし，いずれのタイ

プにおいてもリスク評価と対策検討の意思決定構造の高度化は重要な課題であり，本章で試みた

ような意思決定構造の構築と意思決定の正当化に関する考察を通じて，災害に対する防災・減災

体制の強化に関する議論を蓄積することが必要であると考える．さらに，災害危機管理における
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意思決定においては，時間的あるいは災害対応に関わる資源等の厳しい制約があり，こうした特

性や条件を踏まえた意思決定の正統性に関する基礎研究の蓄積が不可欠である． 
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3. 火山災害の危機管理と意思決定構造 

3.1 緒言 

我が国では，世界の 7％に相当する 110 の活火山が存在しており，近年でも，1990 年の雲仙

普賢岳噴火，2000 年の有珠山噴火と三宅島雄山噴火，2011 年の霧島山新燃岳噴火をはじめ，全

国各地で火山噴火が相継いでいる．中でも，2014 年 9 月に発生した御嶽山の噴火は，同年 10 月

末時点で 57 名の犠牲者を出し，戦後最悪の人的被害をもたらした．御嶽山噴火のケースを含め

て，火山噴火による被害を巡っては，噴火を予知できたかどうかが常に議論の対象となる．火山

噴火による被害を防ぐ上では，噴火の予知技術が有用であることは間違いない．しかし，現在の

火山科学や予知技術では，いつ，どこで，どのような種類の噴火が発生するかを正確に予測するこ

とは難しい．火山噴火による被害を軽減する上では，噴火予知技術の高度化が不可欠であるが，

それと同時に，不確実な状況の下でも，関係諸機関の連携を図り，火山災害に適切に対処する為

の危機管理体制や意思決定の方法論を確立することが急務の課題である． 

従来の火山災害対策では，事前に噴火の規模やそれによる被災シナリオを想定した上で，その

想定災害に対処するための防災計画を策定し，その計画に基づいて諸対策を講ずることが一般的

であった．こうした方法論は，火山災害に対する対応策や関係諸機関の連携体制を予め整えるこ

とにより，災害発生時の諸対応を円滑に進める上で一定の効果がある．しかし，このような方法

論だけでは，事前の想定を超える火山災害が発生した場合，そうした事態に適切に対応すること

が出来ず，場合によっては甚大な被害を招く可能性も考えられる．火山災害に適切に対応し，可

能な限り被害を軽減するためには，従来の防災計画に依拠した方法論に加えて，仮に事前の想定

シナリオと異なる災害が起きたとしても，当該事態に即した状況判断や意思決定を適切に進める

ための方法論を確立する必要がある． 

現行の災害対策基本法では，災害対応に関わる意思決定者は，主として市町村長と規定されて

いる．火山災害は，噴火の前兆現象が確認された後，噴火が始まり，終息するまで，その状況が

時間の経過と共に刻々と変化する．それに併せて，現場の意思決定者が直面する問題も大きく変

化する．例えば，火山活動の異常現象が現れた段階では，地域住民への注意喚起，避難困難者の

避難介助，あるいは一般登山者への入山規制等，様々な事態を見据えた予防的措置を講じること

が求められる．一方，現実に火山噴火のリスクが顕在化し，甚大な人的・物的被害が懸念される

段階では，最悪の事態を見据えて，場合によっては当該地域における住民全員の避難を実施する

ことが求められる．さらに，噴火発生後，住民避難が長期化した段階では，避難指示の解除や避

難対象区域への一時入域等の措置について判断する必要がある．現場の意思決定者は，限られた

時間と情報しか持ち得ない中で，目の前に展開する問題の緊迫性・不確実性と向き合い，当該事

態に即した的確な判断や意思決定を為すことが求められる． 

以上の問題意識に基づいて，本章では，火山災害に関わる危機管理問題が災害の展開状態(ス

テージと呼ぶ) に応じて変化することを指摘し，各ステージにおける意思決定の内容や優先事項

について考察する．その際，危機管理に関わる意思決定モードが通常時意思決定モードと非常時

意思決定モードという 2 類型に分けられることを指摘し，それぞれの意思決定モードを規定す

る判断基準や意思決定原理について考察する．その上で，災害ステージの進展に対応して意思決

定モードを変更するための高次の意思決定原則（メタ原則）について述べ，こうしたメタ原則に

基づいて危機管理を進めていくための規範的枠組みについて考察を試みる．以下，3.2では，火



3.火山災害の危機管理と意思決定構造 

42 

 

山災害リスクの特徴について述べ，火山災害に関わる危機管理の現状と課題について整理する．

その際，危機管理の既往事例として有珠山噴火の事例について取り上げる．3.3では，火山災害

に関わる危機管理問題のステージ展開と各ステージにおける優先事項や判断基準，関係者間の役

割分担について考察する．それと共に，危機管理に関わる意思決定モードとして，通常時意思決

定モードと非常時意思決定モードの特徴を整理し，火山災害時の意思決定問題がこれらの意思決

定モードの選択に関わるメタ意思決定問題として捉えられることを論じる．3.4では，危機管理

に関わる意思決定モードを変更するためのメタ原則について考察する．さらに，有珠山噴火事例

において，現地の意思決定者がどのような証拠に基づいて意思決定モードの変更を正当化し得た

かについて考察し，認識的正当化の条件や課題について論じる．3.5では，社会における諸討議

に基づいて危機管理に関わる意思決定の正統性を担保するための規範的枠組みとして，討議シス

テムの概念を提示する．その上で，討議システムを認識的基盤として，火山災害時の意思決定モ

ードの変更を正統化するための規範的枠組みについて考察する． 

 

3.2 火山災害のリスクと危機管理 

3.2.1 危機管理の考え方 

行政学，経営学，社会学，心理学等の学問分野において，自然災害，原発事故，テロリズム，

感染症等，様々な事象を対象として，危機管理(crisis management)に関わる研究が蓄積されて

いる．危機の概念は多義的であるが，Pauchant and Mitroff は，危機を「社会システム全体に

物理的な影響を及ぼし，その基本的な前提，それ自体の主観的な判断力，その存在の中核に脅

威を与えるような破壊的事態」と定義している 1)．さらに，Fink は，危機をより広義に「意思

決定の変更が差し迫ると共に，その意思決定によって，極めて望ましい結果か，極めて望まし

くない結果のいずれかが生起するような不安定な時間や事態」と定義している 2)．いずれの定

義においても，社会システムがその根底から覆されるような脅威的な事態を表しており，既存

の意思決定では，そうした事態を克服できない状況が想定されている． 

危機管理には，こうした危機に適切に対処することが求められる．大泉は，危機管理を「時

と場所を選ばず思わぬ形で発生する緊急事態(危機)を予知・予防することであり，万一，危機が

発生しても素早い対応で人的および経済的被害を最小限にくい止めること」と定義している 3)．

内閣法では，危機管理という用語をより一般的に「国民の生命，身体又は財産に重大な被害を

生じ，又は生じる恐れがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止」と定義している

4)．危機管理においては，危機の発生前・発生時・発生後のそれぞれにおいて，異なる対応が求

められる 5)．MitroffandPearson が提示した「危機管理の 5 段階」5)によれば，(1) 危機が発生

する前では，危機に関わる前兆(シグナル)を受けて，危機の発生を事前に察知することが求めら

れる(前兆の発見)．その上で，(2) あらゆる事態を想定して，危機発生を回避するための予防策

を講ずると共に，危機発生時の被害を最小化するための準備が求められる(準備・予防)．(3) 危

機発生時点では，時間的・情報的制約の下で，危機に対して迅速に対処し，被害を最小化する

ことが求められる(被害の極限抑制)．その後，(4) 危機的事態が鎮静化する段階では，平常業務

への復帰を果たすと共に，被害の修復活動を行うことが求められる(平常への復帰)．最後に，(5) 

一連の危機対応を評価し，そこから得られた教訓を基に，危機対応策の見直しを図ることが求

められる(学習)．この様に，危機管理を行う上では，各段階に応じた対策を講じることが必要で
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ある．この点を踏まえて，本章では，火山災害の展開状態をステージと呼び，各ステージにお

ける災害対応に関わる意思決定問題について検討する． 

防災研究の分野において，危機管理や災害対応に関わる実証的・経験的研究が蓄積されてき

た．その中で，現実の災害事例を通して，災害対策本部の役割 6)，関係諸機関の連携体制 7)，災

害対応の実態や課題 8)等が検討されている．火山災害に関しても，火山噴火時に行政機関が行

った災害対応に関わる事例研究が蓄積されつつある 9),10)．また，国や地方自治体においても，

関係機関の連携強化や情報系統の整備等，危機管理体制の構築に向けた議論が進められている

11)．しかし，従来の研究では，危機的事態における意思決定のあり方に関わる規範理論につい

ては十分に議論されていない．特に，上述の通り，自然災害によって危機的事態が生起した場

合，通常モードとは異なる状況判断や意思決定基準を採用することが求められるが，こうした

意思決定モードの選択・変更に関わる判断基準や方法論が確立していない．本章は，社会認識

論等の理論的知見を踏まえて，火山災害時の状況判断や意思決定を適切に進めるための規範的

な方法論や制度的枠組みを明らかにすることに主眼を置いている． 

 

3.2.2 火山災害リスクの特性 

火山災害は噴火の際に噴出物が火口から放出されることにより発生する．火山噴火の発現特性

に関して，1) 噴火の規模，2) 発生位置と影響範囲，3) 発生時刻とリードタイム，4) 噴火の様

式等，多様な不確定要因がある 12)．本稿では，これらの不確定要因を火山災害に関わるリスク

要因と呼ぶ．第 1 に，噴火の規模は一般に溶岩や火山砕屑物等の噴出量を表す．噴火の規模は

個々の事例に応じて様々であり，小規模な噴火に留まるケースもあれば，大量の噴出物を伴う大

規模な噴火に発展するケースもある．第 2 に，噴火の発生位置と影響範囲は火山災害の空間的

特性を表す．噴火がどこから発生するかは，当該災害の緊迫度や被害の大きさに関わる重要な

要因である．それと共に，火山噴火の影響は，噴火口を中心に火山周辺の広範囲のエリアに拡

大する可能性がある．また，噴火の形態や自然的・地理的条件によって，その影響が特定のエリ

アに集中する可能性もある．第 3 に，噴火の発生時刻とリードタイムは火山災害の時間的特性

を表す．リードタイムは，火山噴火の前兆現象が確認されてから，実際に噴火や災害現象が発

生するまでの時間的スパンを表している．リードタイムは，噴火リスクが顕在化してから地域

住民が避難を完了できるかどうかを判断する上で重要な評価基準となる．第 4 に，噴火の様式

は，噴火に伴って発生する災害事象の種類を表している．火山噴火が発生した場合，それに伴

って様々な種類の災害現象が複合的に発生する可能性がある．火山現象の種類は，火山泥流，

土石流，火砕流，溶岩流，山体崩壊，降灰・噴石，火山ガス等，多岐に亘る．それぞれの災害

現象は，その性質や様態がそれぞれ異なっており，どの災害現象が起きるかによって必要な対

応策も異なる． 

火山災害に関わる意思決定者は，これらのリスク要因に関して，その内容やそれによって起

こり得る被害状況，さらにそれに対する対応策について事前に予見を立てた上で，可能な限り

地域住民とも想定を共有化しつつ，必要な対応策を準備する（この様に，本稿では，意思決定

者が認識する災害ハザードの内容や被害状況，それに対する対応策に関わるシナリオを「予見

（prospect）」と呼び，その内，地域住民と共有化すべき部分を「想定（presumption）」と呼ぶ．

従って，想定の範囲は予見に含まれる）．しかし，リスク要因に関わる事前の予想（予見及び想
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定）が実際の結果と一致する保証はない．意思決定者は，時間の経過と共に変化する災害状況

の中で，事前のシナリオと現実の災害展開との相違を随時評価し，直面する災害実態に即した

状況判断や意思決定を図る必要がある．以下，3.では，こうした災害状況の時間的変化に即応

した意思決定の方法論として，非常時意思決定モードについて検討する． 

 

3.2.3 危機管理の現状と課題 

本節では，火山災害時の危機管理の課題として，1) 災害リスク情報の収集・集約，2) 災害リ

スク評価と対応策の検討，3) 災害時の状況判断と意思決定基準，4) 住民等の避難に関わる意

思決定の課題，をそれぞれ整理する．まず災害時の情報の収集・集約に関しては， 

(a) 火山科学や噴火予知技術の進展に伴って，火山活動に関わる早期の情報収集が可能にな

りつつあり，火山災害が発生する前に迅速かつ臨機な災害対応を図ることが求められる． 

(b) 一方で，火山観測データを用いて，迅速かつ臨機な災害対応を図るための意思決定の仕組

みや関係諸機関の連携体制が必ずしも整っていない． 

(c) 特に，緊急災害時の厳しい時間制約の中で，現場の意思決定に必要な災害情報を収集・集

約するための体制が必ずしも構築されていない． 

等の課題を指摘できる． 

災害リスク評価と対応策の検討に関しては 

(a) 危機管理を担当する意思決定者が，直面する災害リスクを評価し，必要な対応策を検討す

るための専門的見識を持ち合わせていない場合が少なくない． 

(b) その一方で，災害リスク評価や対応策の検討を実施するための科学的・技術的知識や経験

を持つ専門家が防災関係の行政機関に存在しているとは限らず，そうした専門的判断を

現場の意思決定に反映する仕組みが整っていない． 

という課題が指摘できる． 

火山災害時の状況判断や意思決定基準に関して以下の事項を挙げることが出来る． 

(a) 火山災害の時間的推移に併せて災害対応の判断基準や優先事項を変更する必要があるが，

こうした危機管理に関わる意思決定問題の動学的構造が必ずしも体系的に明らかにされ

ていない． 

(b) 特に，火山災害により危機的事態が生起した場合，通常モードとは異なる状況判断が求め

られるが，現場の災害状況に併せて意思決定モードを変更するための方法論が確立して

いない． 

(c) さらに，危機管理に関わる意思決定者には，火山災害時の自らの状況判断や意思決定の正

統性が常に問われるが，実際には災害後の結果論として評価せざるを得ない側面があり，

時として厳しい批判に晒される場合も少なくない． 

最後に，住民避難に関わる意思決定の課題について述べる．市町村長は，住民避難に関して，

火山状況に応じて 1）避難準備情報，2）避難勧告，3）避難指示を発令する．ここで，避難準

備は，住民等に対して自発的な避難を呼びかけると共に，要援護者等の避難困難者に事前の避

難を勧めるものである．避難勧告は，住民等の自主性を尊重し，避難のための立ち退きを勧め

るものである．避難指示は，避難勧告よりも強制力が強く，住民等を避難のために立ち退かせ

るものである．市町村長は，災害対策基本法に基づき，火山噴火により人的な被害が発生する
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危険な状況と判断した場合，避難勧告を発令し，さらにより切迫した状況と判断した場合には，

避難指示を発令することが認められている．さらに，市町村長は，災害発生の恐れがある地域

を警戒区域として設定することが認められている．この措置については，その区域への立ち入

りを制限ないし禁止でき，違反者には罰金を課す強制力が認められている．災害対策基本法が

1961 年に制定されてから半世紀が経過し，情報伝達手段の拡大，避難に活用できる各種情報の

高度化，高齢者の単身世帯の増加，市町村合併の進展等，社会環境が大きく変化した．その中

で，住民避難に関わる意思決定に関連する課題として 

(a) 火山噴火により事前の想定を超える災害が発生した場合，住民の避難対応が遅れ，場合

によっては甚大な被害が生じる可能性がある． 

(b) 住民避難の長期化に伴い，避難解除を巡って，例えば安全と生活のトレードオフが顕在

化する等，当事者の様々な利害関心が錯綜する．こうした合意形成問題をいかにして解

決するかについては十分に検討されていない． 

等の課題が挙げられる． 

なお，現行の地域防災計画及び一部の火山周辺エリアで策定されている火山防災計画におい

て，住民避難の決定方法，避難誘導の方法，避難体制の整備等が規定されている．内閣府でも，

1）噴火警戒レベル（いつ），2）避難対象者と避難誘導責任者（どこから誰が），3）避難場所（ど

こへ），4）避難ルート及び手段（どうやって），5）避難に掛かる時間等の項目を明記した実践

的な避難計画策定に向けた指針が示されている 13)．しかし，現行の防災計画及び計画策定の指

針においては，計画案の実効性の向上に重点が置かれている一方で，防災計画やそれに基づく

意思決定自体の妥当性をいかに評価するかについては明記されていない．特に，現実に発生す

る火山災害は防災計画の事前想定と異なる展開を示す場合が少なくないが，こうした想定外の

災害が発生した場合の住民避難に関わる意思決定を評価するための規範的な方法論が確立して

いないのが実情である． 

 

3.2.4 有珠山噴火の事例 

本章では，2000 年に発生した有珠山噴火の事例に着目し，火山災害の危機管理に関わる意思

決定構造について検討する．本章で有珠山噴火の事例を取り上げる理由として，まず本事例が

災害対策基本法改正後初めて設置された政府の現地災害対策本部の支援の下で，火山噴火前か

ら避難指示の発令等の災害応急対策が進められた事例である点が挙げられる．本事例から，火

山災害時の危機管理のあり方を検討する上で有用な示唆が得られると期待できる．さらに，こ

れまで火山災害時の危機管理や意思決定に関する詳細な記録や資料が整理・公開されている事例

はそれ程多くない．1986 年の伊豆大島噴火 14)をはじめ，火山噴火時の災害対応に関わる記録が

残されている事例もあるが，そこでは噴火後の災害対応の軌跡や実態が整理されている一方で，

噴火前の時点から現地の意思決定者がどのような証拠や根拠に基づいて災害対応を図ったかに

ついては必ずしも明らかではない．そうした中，有珠山噴火の事例では，現地の災害対策本部

の対応等について，関係諸機関や関連する研究者の記録や検証結果が詳細に残されている．関

他 15)は，これらの記録を基に有珠山噴火における災害応急対策の意思決定構造について検証し

ている．以下では，関他 15)の知見を踏まえて，有珠山噴火の意思決定事例の内容や特徴を整理

する． 
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図 3‐1  有珠山周辺図(北海道旅客鉄道株式会社 16)より抜粋) 

 

表 3 - 1では,有珠山噴火に関わる政府省庁や防災関係者の記録 16)―20)を基にして，噴火活動

の推移と主な災害対応策の経緯を示している．有珠山周辺（図 3 - 1）では，2000 年 3 月 27

日午前から火山性地震が次第に増加し，28 日午後からは山麓で有感となる地震が多発し，低周

波地震が発生し始めた．このため，同日，壮瞥町では，災害対策本部を設置し，地域住民の自

主避難（避難準備）の呼びかけを開始した．気象庁でも，3 月 29 日 11 時 10 分に「今後数日以

内に噴火が発生する可能性が高くなっている」との緊急火山情報を発表した．政府は，3 月 29

日 11 時 30 分，有珠山関係省庁局長級会議を開催した．それと共に，国の機関，地方自治体，

その他の関係機関で構成する有珠山噴火現地連絡調整会議（噴火後，非常災害現地対策本部）

を現地に設置し，専門家を含む関係機関の連携・協力を得ながら，災害対策を協議した．その

後，18 時 30 分には，伊達市・虻田町・壮瞥町の 3 市町で山頂噴火に備えて避難指示が一斉に

発令された．その結果，3 月 30 日までには避難対象地区の住民全員がほぼ避難を完了した．そ

して，3 月 31 日 13 時 10 分頃，有珠山の西山西麓で有珠山が噴火した．噴火口は，当初の想定

より西側山麓に位置し，住宅街に近接していたため，危険区域が見直された．それに伴って，

虻田町では避難指示区域を急遽拡大した．4 月 1 日 11 時 30 分過ぎには，有珠山北西側にある

金比羅山西側山麓でも新たな火口群から噴火が発生した．西山西麓では，断層群が出現し，4 月

5 日には段差約 10m の陥没地形が確認されており，地殻変動が見られた．西山と金比羅山の火

口で熱泥流が発生し，4 月 9 日には，洞爺湖温泉小学校や市内の道路を流れ，市街地に堆積し

ているのが確認された． 
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表 3 - 1  有珠山噴火の経緯 

 

 

その後，西山西麓と金比羅山で断続的に噴火活動が継続する中，住民は長期間に及ぶ避難を

余儀なくされた．それに伴って，「人命の安全確保（避難）」と「生活・経済活動の確保（一時

帰宅，農業やホタテの稚貝の養殖等）」との対立の構図が次第に顕在化した．この問題に対処す

るため，現地対策本部では，避難指示区域をその危険度に併せて 1）カテゴリーI（火砕サージ

や噴石の危険性が高く，全面的に立入禁止），2）カテゴリーII（ヘリコプターによる火山活動

の監視により，限定的な立ち入りの許可），3）カテゴリーIII（万一の場合に避難できる準備・

体制を整えた上で，限定的な立ち入りの許可）という 3 つの「カテゴリー」に区分し，緊急避

難等の安全性を確保した上で，住民の一時帰宅や一定の農業・漁業活動等を許可する対策を実

施した．この対策は，単なる危険度の地域区分ではなく，噴火状況の観測体制の強化と緊急時

の避難体制の強化を両輪にして，安全と生活のトレードオフを緩和することを目指したもので

ある．カテゴリー区分は，火山状況の変化に応じて頻繁に見直された．その後，火山活動の変

化による再避難の可能性を考慮に入れた上で，避難指示区域の解除が順次実施された．気象庁

の火山噴火予知連絡会は，5 月 22 日に噴火の終息の可能性について触れ，11 月 1 日に地下か

らのマグマの供給は終息しつつあるとの見解を発表した． 

有珠山噴火の事例は，その後の事後検証でも，噴火推移のシナリオを事前に予測することが

難しい状況の中で，想定外の事態にも対応し，一人の犠牲者を出すことも無く，住民避難を遂

行した事例として評価されている 19、,20)．以下では，有珠山噴火の事例の特徴を整理する．第 1

に，本事例では，政府の現地対策本部を中心にして，北海道，周辺 3 市町，気象庁，火山専門

家をはじめ，関係諸機関の連携・協力体制が構築された．本事例は，1995 年の災害対策基本法

の改正以降，政府の現地対策本部が設置された最初の事例となった．同法は，阪神・淡路大震

災の教訓を踏まえ，政府の危機管理機能の強化を目的に 2 度改正されており，その改正により，

日時 災害対応の内容
3月27日 朝方から地震が始まり増加する．震源は北西山腹が中心．

火山観測情報第1 号発表(0時50分)．壮瞥町自主避難を呼びかけ(8時30分)．
火山噴火予知連絡会拡大幹事会開催(10時00分)．最初の有感地震(1時31分)，地震活動が
次第に活発化．
緊急火山情報第1号発表「地震活動急速に活発化，数日以内に噴火の可能性大」(11時10
分)．
壮瞥町避難勧告(13時00分)．北海道知事より自衛隊に災害派遣要請(15 時20 分)．
16 時頃から急激に有感地震多発．壮瞥町・虻田町・伊達市で避難指示発令(18 時30 分以
降)．
北屏風山西尾根内側斜面に断層地割れ群を確認，北西山麓教会病院付近でも地割れ(緊急
火山情報第2号13時20分)．
午後になり地震減少傾向，洞爺湖温泉から壮瞥温泉の地域で地割れ等を確認．虻田町避難
指示区域拡大(14時30分)．
小有株でも亀裂を発見，洞爺湖の断層群もさらに発達，国道230 号線沿いにも亀裂(緊急火
山情報第3号11時50分)．
最初の噴火，西山西麓でマグマ水蒸気爆発(13時7分)．虻田町町内全域(清水，花和地区除
く) で避難指示(14 時30分)．
有珠山噴火非常災害対策本部設置，有珠山噴火非常災害現地対策本部設置(14時36分)

4月1日
西山火口域で噴火継続．最大地震(M4.6) 発生(3時12分)．金比羅山北西山麓で噴火(12時5
分)．

4月8日 西山西麓，金比羅山で断続的に噴火継続．住民の一時帰宅開始．
4月10日 カテゴリー区分による一時帰宅オペレーション開始．
4月11日 時間帰宅オペレーション開始．
5月24日 避難指示解除(9時00分)．

3月28日

3月29日

3月30日

3月31日
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緊急時の現地対策本部の設置，関係諸機関の協力体制や情報集約体制等の構築が新たに定めら

れた．政府の現地災害対策本部の設置により，北海道や周辺 3 市町の現地災害対策本部と連携

した意思決定が可能となった．さらに，関係諸機関の間で噴火活動に関わる観測体制と観測情

報の集約体制が確立し，火山専門家によるリスク評価と災害対策の検討が並行して実施された．

現地災害対策本部の議論の内容は，道庁や官邸，関係省庁に中継されると共に，報道機関にも

公開された．有珠火山は当初の予想とは異なる位置から噴火したが，現地対策本部を中心に関

係諸機関が連携することにより，1 万人を越える住民避難を遂行し，人命への直接的な被害を 

避けることが出来た． 

第 2 に，火山情報に基づいて災害リスクを評価し，災害対応に関わる意思決定を図る上で，

火山専門家の知識や判断が積極的に活用された．有珠山では，北海道大学の有珠山火山観測所

が火山活動を常時観測しており，同観測所の研究者が火山災害のホームドクターとして火山噴

火の可能性を評価すると共に，噴火時の対応策について助言を与える役割を担っている．今回

の噴火でも，本観測所の研究者を中心として，火山噴火の前兆現象を事前に察知し，噴火の危

険性をいち早く関係機関に知らせた．さらに，火山活動の観測結果や過去の災害記録を基にし

て，噴火の発生位置や規模，その結果起こり得る災害現象やその影響範囲について分析し，行

政機関の意思決定をサポートした．こうした専門家の支援により，噴火が始まる前に，緊急火

山情報が発令されると共に，避難対象地区住民の事前避難を実施することが出来た．また，噴

火発生後も，災害状況の推移に併せて危険区域を見直し，より柔軟な対策を講ずることが可能

となった． 

第 3 に，有珠山噴火の事例では，噴火時の避難だけでなく，噴火活動の長期化に伴う避難の

一次解除に関する意思決定も重要な課題となった，本事例では，災害状況の変化に臨機に対応

するため，地区ごとに現状の危険性や今後の見通しを「カテゴリー」という段階的な危険区域

として示すことにより，安全と生活の双方を勘案した災害対応が可能となった．危機管理に関

わる意思決定に関して，災害状況の時間的展開と対応させた柔軟な対応が必要であることが認

識された． 

本章では，上述した危機管理の現状と課題を踏まえた上で，有珠山噴火の事例を 1 つの参照

事例として，本事例における意思決定を説明・記述できる規範的な意思決定モデルについて検

討する．本章で検討する危機管理に関わる意思決定構造の全体枠組みを図 3‐2に示す．  

危機管理の意思決定構造は，大きく 1）災害対応に関わる意思決定過程と 2）災害時の状況判

断や意思決定基準を規定する意思決定モードの選択・変更に関わるメタ意思決定過程から構成

される．前者では，火山活動の観測情報を受けて，現地の意思決定者が専門家の学術的助言と

一般関係者の議論を踏まえて災害対応に関わる意思決定を実施する．一方，後者では，危機管

理に関わる様々な討議（ミクロ討議，マクロ討議，橋渡し型討議）を通じて，災害状況に併せ

て意思決定モードを変更することを正当化できるかどうかが検証される．図 3‐2 では，現行

の地域防災計画及び火山防災計画（以下，防災計画）において対応可能な範囲を明示している．

前節で述べた通り，現行の防災計画や計画策定の指針では，避難指示等の災害対応に関わる意

思決定の方法や手続きが規定されているが，こうした意思決定の枠組み（意思決定モード）自

体の妥当性を評価し，メタ意思決定を進めるための規範的な方法論や制度的枠組みが殆ど体系

化されていない．また，現行の防災計画の多くは，事前の災害想定を逸脱した状況を想定し 
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図 3‐2  危機管理に関わる意思決定構造 

 

ておらず，想定外の災害が発生した場合の意思決定の方法（非常時意思決定モード）について

も規定されていない．併せて，有珠火山防災計画 21)等の一部の防災計画を除き，災害対応に関

わる意思決定に専門家の科学的判断を反映する仕組みが定められていない場合も少なくない．

この様に，本章は，従来の防災計画の中で十分に検討されていない危機管理に関わる意思決定

構造を分析するものと位置付けられる． 

なお，本章のアプローチは，パースによって提唱されたアブダクション（abduction）に基づ

いている 22)．ここで，アブダクションとは，一般に，ある観察事実を前提にして，その観察事

実が生じる理由を説明付けるような仮説を導き出す推論形式を指す．本章では，こうしたアプ

ローチに基づいて，「有珠山噴火の事例において，危機管理に関わる意思決定がどのように遂行

されたのか」を説明すると共に，そうした意思決定の妥当性を評価することが可能な規範モデ

ルを検討する．前述の通り，有珠山噴火の事例に関して，関他 15)は，災害応急対策の実態や意

思決定構造を分析しているが，本章の狙いは，こうした意思決定の実践を評価できる規範的な

意思決定モデルを構築することにある．本章の規範モデルは，他の火山災害の危機管理事例に

おいても，そこでの意思決定の望ましさを体系的に評価する枠組みを提示すると共に，現場の

状況判断や意思決定を支援するための指針になり得ると考えられる． 

 

3.3 危機管理に関わる意思決定問題 

3.3.1 危機管理の意思決定過程 

図 3‐3では，有珠山 21)等の防災計画を踏まえて，火山災害時の住民避難等の災害応急対策

に関わる意思決定過程を示している．  

火山活動に関する情報は，気象業務法により，気象庁が火山活動の観測結果を踏まえて噴火

警報・予報として発表している．また，全国 32 火山（平成 27 年 10 月現在）において，地元

の火山防災協議会（都道府県，市町村，気象台，砂防部局，火山専門家等で構成）の検討を通

じて，火山活動に応じた避難開始時期や避難対象地域が設定され，市町村・都道府県の地域防

災計画において「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民等の「取るべき防災対応」を示した噴 

1) 危機管理の意思決定過程（3章）

・関係主体の役割分担：
意思決定者の災害対応，専門家の科学的判断 注），住民等の評価

・災害ステージ展開と対応項目／優先度
・意思決定モード：

通常時意思決定モード／非常時意思決定モード

2) 危機管理のメタ意思決定過程（4章・5章）

・ミクロ討議：メタ意思決定の認識的正当性の評価
（整合性と信頼性に基づくJ基準の確立）

・マクロ討議：メタ意思決定の認識的正統性の評価
（理解可能性と当然性に基づくL基準の確立）

・橋渡し型討議：ミクロ討議の正当化とマクロ討議の正統化の接合
（J基準とL基準の摺り合わせ）

現行の防災計画の主な射程範囲
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図 3‐3  火山災害の危機管理に関わる意思決定構造 

 

火警戒レベルが定められている．気象庁は，火山防災協議会の設定に基づき，噴火警戒レベル

を付して，地元の避難計画と一体的に噴火警報・予報を発表する． 

前述した通り，火山災害時の避難指示等の意思決定は，主として市町村長の責務である．意

思決定者は，火山警報を受けて，当該エリアにおける被害の防止に向けて災害応急対策を実施

する．災害対策基本法によれば，災害応急対策の内容は，1）警報の発令及び伝達並びに避難の

勧告又は指示，2）消防，水防その他の応急措置，3）被災者の救難，救助その他の保護，4）被

災を受けた設備の応急の復旧，5）施設及び設備の応急の復旧，6）清掃，防疫その他の保健衛

生，7）犯罪の予防，交通の規制その他災害地における社会秩序の維持，8）緊急輸送の確保，

9）その他災害の発生の防禦または拡大の防止から構成され，多岐に亘る．図 3‐3に示した意

思決定機構は，こうした意思決定の権限を有する市町村長を基本として，国，都道府県，その

他の関係機関等から構成される．意思決定機構では，あらゆる火山情報が収集・集約されると

共に，関係諸機関の間で火山対応に関わる広範な課題が協議・検討される．各関係機関は，そ

こでの協議内容に基づいて，それぞれの担当事項に関して最終的な意思決定を行う．火山災害

時に合同現地対策本部が設置された場合には，こうした現地対策本部が意思決定機構に相当す

る（この点を踏まえ，以下では現地対策本部の意思決定者を特に「現地の意思決定者」と呼称

する）．有珠山噴火の事例でも，緊急火山情報が発表された後，3 市町を中心として，国，北海

道をはじめとする関係機関から成る合同現地対策本部が発足された．こうした意思決定機構を

組織化することにより，関係諸機関の間で，観測体制，緊急避難，緊急輸送，救急医療，泥流

対策等の諸対策の役割分担や連携体制を整え，災害対応に関わる意思決定の迅速化を図ること

が期待できる． 

火山災害に関わる専門家は，噴火警報・予報を基にして災害リスクを評価すると共に，当該

事態に即した適切な対応策を検討し，災害対応に関わる意思決定を支援する．専門家は，火山

噴火の前兆現象を確認してから，火山活動に関わるあらゆる情報を基にして，「火山噴火がいつ，

どこで，どのような形で発生するか」，「火山災害が発生するまでに時間的余裕がどの程度ある

か」，「火山噴火後，どの地域に被害が波及するか」，さらには「これらの災害特性がどの程度の

確実性をもって予測できるか」等を評価する．特に，市町村長をはじめとした意思決定者は，

火山災害に関わる専門的知識を有していない場合が少なくない．火山災害時には，専門的知識

火山災害の発生
（噴火発生やその前兆現象）

火山災害情報（気象庁等）

意思決定機構

意思決定主体：市町村
関連組織：都道府県、国、

防災関係機関等

火山災害
に関わる
専門家

地域住民、観光客、
災害ボランティア、
報道機関等

災害応急対応に関わる意思決定

専門的
知見

評価
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に基づいて災害対応に関わる状況判断や意思決定をサポートする専門家の存在が不可欠となる．

有珠山噴火の事例でも，現地の火山観測所の研究者が，火山災害に関わるホームドクターとし

て，火山活動を評価すると共に，その状況に合わせて必要な対応策を検討し，災害時の意思決

定を支援した．火山災害に関わる危機管理では，こうした専門家の知識や判断が現地の意思決

定プロセスに内部化される． 

最後に，地域住民，地域企業，観光客，ボランティア団体等の一般の関係者は，各自の個別

状況に照らして，災害対応に関わる意思決定が適切なものであるか否かを評価する．火山災害

に関わる意思決定については，平常時より，関係者の間で様々な議論が展開され，火山噴火の

発生可能性，被害の規模や範囲，災害対応のあり方等について互いの意見が交換される．火山

災害時，一般の市民は，危機管理や災害対応に関わる意思決定に直接的には関与しない．しか

し，平時の関係者間の議論は，緊急災害時の意思決定の妥当性を判断する上で有用である．意

思決定者は，平常時の議論を踏まえて，災害対応に関わる意思決定が適切なものかどうかを評

価することが出来る． 

 

3.3.2 危機管理のステージ展開 

危機管理に関わる意思決定において，各関係主体の果たす役割や火山対応に関わる判断基準

や優先事項は，噴火発生前の平常時から，噴火の予兆が確認され，噴火が発生した緊急時を経

て，噴火が終息するまで，火山状況の時間展開に応じて変化する．図 3‐4では，火山災害の展

開状況をステージと呼び，ステージ毎に 1）ステージ判断の根拠となる証拠，2）危機管理に関

わる意思決定，3）専門家の科学的・技術的判断，4）一般市民の対応内容について整理してい

る．1）の証拠については，火山活動状況に関わる証拠 I と地域における社会・経済活動に関わ

る証拠 II に分けて整理している．なお，現実には各ステージの内容が部分的に重複することも

ある．また，ステージは必ずしも 1 次元的に進行するのではなく，例えばステージ III におい

て災害がさらに激化し，より判断が困難なステージを新たに設けことや，ステージ IV において

新たな災害事象により再びステージ III に戻ることもあり得る．ここではあくまでも一つのプ

ロトタイプを示していることを断っておく． 

ステージ I は，噴火活動が始まる前の平常時の段階である．このステージでは，火山噴火に

つながる火山活動の変化が確認されておらず，一般的な観点からハザードマップ等に基づいて，

すべての人命と財産の保護に関わる広範な災害対応が求められる．火山災害に関わる意思決定

者は，災害対策基本法（第 42 条）の規定に基づき，災害発生時の被害軽減に向けて地域防災計

画等を策定すると共に，その計画に基づいて避難対策・体制の強化，防災施設の整備，物資・

資器材の準備・拡充等の対応策を検討・実施する．また，火山災害に関わる専門家は，過去の

噴火記録や災害シミュレーションの結果に基づいて，噴火の発現特性やリスク要因について分

析する．併せて，関連分野の専門家と共に，災害時の対応策について協議・検討し，意思決定

者の防災対策を支援する．有珠山の事例でも，専門家の分析に基づいて，火山噴火の影響範囲

や噴火様式等のリスク情報を空間上に記載したハザードマップが作成され，防災計画の策定に

活用されている．住民等の関係者は，ハザードマップの情報等を踏まえて，噴火の発生に備え

て避難訓練や物資の備蓄等の準備を行う．さらに関係者の間では，公式・非公式の協議を通じ

て，災害時の対応策の適切性について様々な議論が展開する．3.5で述べる様に，こうした議 
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図 3‐4  危機管理のステージ展開と意思決定 
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平時の防災議論 当該の噴火に関わる議論
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論は，危機管理時の意思決定の正統性を担保する上で重要な役割を担う． 

ステージ II は，火山活動が活発化し，噴火リスクが現実化する段階である．このステージで

は，火山性微動の増加や地殻変動等，火山活動の活発化を示す諸現象が観測される．危機管理

に関わる意思決定者は，当該の災害リスクに曝されているエリアを対象にして，そこでの生命・

財産の保護を目的として，住民への注意喚起，避難勧告，入山規制等，具体的な対策を実施検

討する．ただし，この段階では，今後の噴火活動の展開状況が不明確であり，意思決定者にお

いては，ハザードマップの一般的なリスク情報や防災計画で定められたプログラムに従って必

要な対策を実施するのが基本である．火山災害に関わる専門家は，火山活動の観測データに基

づいて，噴火の時期・位置・規模・様式等の不確実要因を推定・特定化し，ハザードマップに

示されたリスクの絞り込みや限定を行い，自主避難や避難勧告等により，住民等の関係者の生

命と財産の保全を図る．住民等の関係者は，気象庁や関連機関等の災害情報を踏まえて，火山

噴火を見据えた準備を行う．この様に，ステージ I とステージ II では，ハザードマップ等，災

害対応に関わる事前の計画に従って意思決定が為される．本章では，こうした意思決定モード

を通常時意思決定モードと呼ぶこととする．通常時意思決定モードの内容や特徴については次

節で述べる． 

ステージ III は，噴火が発生する可能性が高まる段階もしくはその噴火後に具体的な災害が

発生する段階である．ステージ III では，致命的な被害の脅威に曝されているエリアを対象に

して，そこでの人命保護が最優先事項である．このステージでは，噴火活動の変化が激しく，

避難のためのリードタイムの確保が困難であることや，ハザードマップの想定を超える事態が

発生する等，防災計画上の災害想定と現実に発生した災害事象との相違が明確となる．このた

め，地域住民の生命を保護するという観点から，強制力を伴う避難を選択・決定することとな

る．有珠山噴火の事例においても，ハザードマップでは想定されておらず，直前の想定とも異

なった位置から噴火が発生した．火山災害の専門家は，火山噴火の実態や発現特性を一早く特

定化し，こうした事前の予想との相違点やそれを踏まえた対応策について現地の意思決定者に

助言することが求められる．意思決定者は，専門家の助言を踏まえて，住民全員の避難方法を

はじめ，噴火による致命的な被害を回避するための措置を集中的に進める．また，関係諸機関

の連携により，避難指示の発令，警戒区域の設定，捜索・救出活動，負傷者の治療等の緊急対

策を実施する．この様に，ステージ III では，事前の想定シナリオと異なるリスク事象への対応

が求められる．次節で述べる通り，本章では，こうした意思決定モードを上述の通常時意思決

定モードと区別して非常時意思決定モードと呼ぶこととする． 

ステージ IV は，火山活動が一定程度安定化する段階である．このステージでは，専門家のリ

スク評価を踏まえて，住民等の経済活動が限定的ながら再開する．意思決定者は，災害実態を

踏まえてリスク評価を再度実施し，それまでの人命保護に加えて，再び財産の保全も勘案しつ

つ応急対策を実施する．この段階では，地域住民の避難生活が長期化するに伴い，安全と生活

のトレードオフが顕在化する場合が少なくない．意思決定者は，火山専門家のリスク評価と地

域住民の意見を踏まえて，住民避難の一時解除や警戒区域の見直し等，現地の状況に即して柔

軟な対応策を講じ，こうしたトレードオフを解決する必要がある．例えば，有珠山噴火の事例

では，専門家のリスク評価に基づき，カテゴリーによる地域区分が導入され，避難区域をその

被災リスクの程度に応じてゾーニングし，リスクの変化に対応して避難指示区域を頻繁に見 
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表 3 - 2  通常時意思決定モードと非常時意思決定モード 

 

 

直すと共に，一時帰宅を許可する等，柔軟な措置が実施された．火山専門家は，それぞれの避

難区域のリスク分布を査定し，各ゾーン毎の必要な措置を検討する上で重要な役割を担う．以

上に述べた通り，ステージ IV では，再度通常時意思決定モードに基づいて，必要な対策を実施

することとなる．  

最後に，ステージ V は，噴火活動が減衰し終息に向かう段階である．このステージでは，意

思決定者は，被災エリアにおける速やかな復興を目的として復旧・復興対策を実施する．火山

災害の専門家は，噴火活動の減衰状況を踏まえて噴火終息の判断について助言する．一般の関

係者は生活再建に取り組むと共に，復旧・復興のあり方について様々な議論を開始する．こう

したステージを経て平常時の状態に回帰する．また，意思決定者は，一連の危機管理活動を通

して得られた知見や教訓を踏まえ，将来時点の噴火を見据えてハザードマップや防災計画の見

直しを実施する． 

 

3.3.3 危機管理のステージ展開 

本章では，直面する危機管理問題の枠組みを定式化・構造化することにより，現地の意思決

定を支援し導くための方略を意思決定モードと呼称する．前節で述べた通り，危機管理に関わ

る意思決定では，災害状況のステージ展開に応じて意思決定モードが変化する．すなわち，危

機管理を担当する意思決定者は，平常のステージ I から噴火の予兆が確認されるステージ II ま

で，通常時意思決定モード（以下，N モードと呼称する）に準拠し，噴火が発生する直前及び

その後の緊急時に相当するステージ III では，その意思決定モードを非常時意思決定モード（以

下，E モードと呼称する）に変更する．さらに，噴火活動が一定程度落ち着いた安定期に相当

するステージ IV では，再び N モードに回帰する．以下では，N モードと E モードのそれぞれ

の内容や特徴について考察する． 

まず，N モードは，事前に災害対応に関わる防災計画（地域防災計画及び火山防災計画）を

策定し，その計画に従って災害対応策を決定する方略を表す．N モードでは，将来に起こり得

る災害状況のそれぞれに対して，現地の意思決定者が講ずるべき災害対応策が規定される．具

体的には，国，都道府県，市町村，関連する防災機関や専門家等の計画策定者を中心にして，

火山災害に関わる事前の予見として，火山噴火の規模や形態，それに続く災害事象等，噴火に

よって起こり得る様々なシナリオが設定され，そのシナリオに沿って必要な対応策があらかじ

めプログラム化される．さらに，そのシナリオの内，地域住民と共有化すべき範囲が設定され，

地域において想定の共有化が図られる．この様に，火山災害時の対応策を計画の中で事前に決

通常時意思決定モード 非常時意思決定モード
決定方法 計画遵守 現地の判断
決定状況 災害シナリオの想定内 災害シナリオの想定外

決定主体
計画策定主体（国，都道府
県，市町村等の関連機関）

現地の意思決定者
（主に市町村の首長）

リスク評価
の対象

広範なリスク全般 個別具体的なリスク

リスクの
捉え方

予見可能なリスク 予見不可能なリスク

判断基準 期待効用最大化原則等 マキシミン原則等
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めておくことにより，現地の意思決定者の負担が少なくなると共に，実際に災害が発生した場

合にもその計画に従って対応策を的確に実施することが可能である．有珠山噴火の事例では，

1995 年に，火山専門家の協力の下，1977 年の噴火の経験を踏まえて，噴火の発生時期や発生

位置，噴火によって被害が及ぶ空間範囲や災害形態等のリスク情報を示したハザードマップが

作成されており，それを基にして地域防災計画が策定されている．2000 年の噴火においても，

このハザードマップの想定シナリオを基本として，災害リスク評価と対応策の検討が進められ

た．また，N モードでは，より一般的な観点から，火山災害に関わる広範なリスクが総合的・

網羅的に評価される．さらに，こうしたリスクを予見可能なものとして取り扱い，確率論的な

分析・評価が為されることが多い．災害対応に関わる意思決定においては，確率論的なリスク

評価に基づいて，例えば期待効用最大化原則等の判断基準が採用される． 

一方，E モードは，現実に顕在化もしくは発生したリスク事象に対して，現地の裁量により

その事象に対する対応策を決定する方略を表す．前述の通り，多くの地域防災計画では，緊急

時の E モードの内容については十分に規定されていない．E モードでは，具体的な災害状況が

顕在化した時点で，その個別状況に即して必要な対応策が検討・実施される．ここで，現地の

意思決定者は，専門家の判断を踏まえて，火山噴火の発生位置や影響範囲，その発生時刻等の

災害リスク要因の内容や範囲を絞り込み，災害リスクの事前の予想（予見や想定）と実際に顕

在化したリスク事象との齟齬を一早く検知することにより，直面する事態に即した迅速な対応

を図ることが求められる．このモードでは，目の前に展開する事態の個別性・具体性に即して，

被害の発生が懸念される特定のリスクに焦点が当てられる．ただし，こうしたリスク事象につ

いては，その個別性・具体性が強いため，過去のデータ等に基づく確率論的な評価が難しい．

現地の意思決定者は予見不可能なリスクとして対処する必要がある．意思決定者は，例えばマ

キシミン原則に基づいて，起こり得る最悪の事態を考慮し，その被害の回避に努め，必要に応

じて住民全員の避難を遂行することが求められる．有珠山噴火の事例においても，火山噴火の

危険性が切迫した緊急時においては，人命の保護を最優先し，住民避難のためのあらゆる手段

が講じられた．以上の N モードと E モードの特徴について表 3 - 2に整理している． 

 

3.3.4 危機管理のステージ展開 

危機管理に関わる意思決定モードの選択問題は，ある判断基準に基づいて最適な対策案を求

めるという問題ではなく，災害ステージの変化と対応して，当該の意思決定問題を定式化するた

めの意思決定モードそのものを選択するというメタ意思決定問題である．従来の危機管理論や

地域防災計画では，こうしたメタ意思決定のあり方やその正当化手続きについては十分に検討

されていない．危機管理のメタ意思決定問題では，災害時の限られた時間制約の下で，災害ス

テージの展開状況を見極め，現行の意思決定モードを変更することによって，その状況に即した

災害対応策を即座に決断・実行できるか否かが問われる．例えば，地域住民に対する避難指示を

発令するか否かという意思決定問題を考えよう．住民避難に関わる判断は，住民の生命に直結

すると共に，実際に避難指示を発令した場合，当該地域に多大な経済損失を及ぼすこととなる．

そのため，現地の意思決定者は，地域住民に対して避難指示を発令するにあたっては，火山噴

火による災害リスクを見極め，それに対する住民避難の必要性やその社会的影響について十分

に勘案した上で，自らの決断を正当化するという慎重な判断が求められる．しかし，火山噴火
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のリスクが切迫化した状況下において，意思決定者は十分な時間を掛けて避難指示の妥当性を

検討する時間的余裕はない．意思決定者がより確かな根拠を求めて慎重に判断しようとするあ

まり，避難指示の発令を遅らせた結果，当該地域に甚大な被害をもたらすことにもなり兼ねな

い．この問題は，理念的には，危機管理に関わる意思決定の正当化過程がさらにその過程自体

を正当化する操作が無限に連鎖するという無限後退の可能性を内在していることに起因してい

る．危機管理に関わるメタ意思決定は，災害時の意思決定の正当化過程に付随する無限後退の

連鎖を断ち切る高次元の決定を表している．現地の意思決定者は，メタ意思決定を通じて，意

思決定モードそのものを切り替えることにより，自らの決断に関わる正当化過程が無限後退に

陥ることを回避し，災害対応策を迅速に実行することが求められる．そこで，どのような基準

に基づいて，こうした正当化過程の無限後退を断ち切り，災害対応に向けたメタ意思決定に踏

み切るかが重要な課題となる．次章では，危機管理に関わるメタ意思決定を根拠付けるための

高次の意思決定原則（メタ原則）について検討する． 

 

3.4 危機管理のメタ意思決定原則 

3.4.1 危機管理のメタ原則 

危機管理に関わる意思決定者にとって，火山噴火という危機的状況においても，当事者一人

一人に対して「自分の命を護る」という最低限の選択の可能性を保証することが至上命題とな

る．近代市民社会は，個人の理性と自由意思による合理的選択に基づいて社会システムが機能

することを前提としている 23)．そこでは，外的世界の諸々の事象，すなわち「客体」の間にあ

る原因と結果の間に存在する規則性や法則性がシステムの構成要素として埋め込まれている．

個人は「主体」として，自由意思でもってそれらを参照しつつ，外的世界へ働きかける．通常

の理性と判断力を備えた人間であれば，自由意思の適切な使用によって回避できる類の損害に

対しては，自らの意思と責任でそれを回避しなければならない．しかし，火山災害を含む自然

災害においては，通常の理性と判断力を持った人間であっても，災害事象を支配する因果関係

を把握できず，それ故，予測不可能であるような事態が常に起こり得る．特に，火山噴火時に

は，厳しい時間制約・情報制約の下で，避難行動をはじめとした状況判断や意思決定を迅速か

つ的確に行うことが求められる．このような極限的な状況においても，現地の意思決定者には，

当事者一人一人の「自分の命を護る」という最低限の自由な選択肢を保証することが要請され

る． 

前章で述べた通り，危機管理に関わるメタ意思決定では，意思決定モード自体の選択・変更

により，いかにして災害時の意思決定に対する正当化過程の無限後退を遮断し，災害対応に向

けた決断を下すことが出来るかどうかが問われる．結局のところ，こうした決断は，意思決定

者自身が危機管理の根本命題に立ち返り，意思決定モードの選択・変更により，当事者全員の

人命を護ることが出来るという自らの信念を正当化できるか否かに掛かっている．この意味に

おいて，火山噴火による危機的事態においても「自分の命を護る」という選択肢を保証するこ

とが，危機管理に関わるメタ意思決定の妥当性を担保するためのメタ原則となる．現地の意思

決定者は，こうしたメタ原則に基づいて，意思決定モードの選択・変更に関する自らの決断を

信じることに正当な理由があるか否かを判断する．このように正当化された信念は，それ自体，

意思決定モードの妥当性を評価するための高次の判断基準（メタ基準）を表しており，特に「正
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当化された信念による判断基準」(”justified-belief”judgment-guides)と呼ばれる 24)．本章では，

こうした高次の判断基準を「J 基準」と呼ぶ．危機管理の J 基準は，意思決定者が火山活動の

展開に併せて意思決定モードを変更することを正当化できるかどうかという基準を表している．

次節では，有珠山噴火の事例において，現地の意思決定者がどのような J 基準に基づいて意思

決定モードの変更を正当化したかについて考察する． 

一方，地域住民においても，火山災害時の意思決定により，住民全員の生命を保護するとい

うメタ原則を堅持できるか否かが重大な関心事となる．たとえ，現地の意思決定者が意思決定

モードの変更に関わる自己の判断を正当化できたとしても，一般の関係者の間で正統性が担保

されなければ，危機的事態に適切に対処できない可能性がある(以下，正当性と正統性という用

語を，このような意味で使い分ける．すなわち，各用語はそれぞれ意思決定者と一般関係者に

おいて意思決定モードの妥当性が認められるか否かを表す)．正統性(legitimacy)とは，一般に

「ある主体およびその行為を，規範，価値，信念，定義等が社会的に構造化されたシステムの

なかで，望ましく妥当であり，あるいは適切であるという一般化された認識」を意味する 25)．

火山災害の進展に併せて意思決定モードを変更するにあたっては，そうした意思決定モードの

変更により危機管理のメタ原則を堅持できるという信念が社会の中で正統性を得るかどうかが

重要な課題となる．本章では，こうした意思決定モードの選択・変更の妥当性に関わる「正統

化された信念による判断基準」(”legitimized-belief”judgment-guides)を「L 基準」と呼ぶ．5.

では，危機管理に関わる様々な討議を通じて L 基準を形成し，その基準に基づいて危機管理に

関わるメタ意思決定の正統性を担保する為の規範的枠組みについて検討する． 

 

3.4.2 有珠山噴火におけるメタ意思決定事例 

危機管理のメタ意思決定問題では，現地の意思決定者が災害状況の展開に併せて意思決定モ

ードの変更を正当化できるかどうかが重要な判断基準（J 基準）となる．意思決定者は，火山活

動に関わる様々な証拠や専門家の見解に基づいて，意思決定モードを変更することに正当な理

由があるか否かを判断する．本節では，有珠山噴火における対策経緯を整理し，危機管理に関

わる意思決定者が，火山状況に関わるどのような証拠に基づいて意思決定モードの変更を正当

化し得たかについて考察する．以下に示す有珠山噴火の経緯は，既往文献 15)-20)の記録に基づい

ている． 

 

(1) 通常時から非常時への意思決定モード転換 

図 3 - 5では，有珠山噴火の前兆現象が始まるステージ II から噴火の可能性が緊迫化して

きたステージ III までの期間を対象に，危機管理に関わる意思決定者がどのような状況判断や

専門家の助言により，その意思決定モードを事前の計画に依拠した N モードから緊急災害時

の E モードに変更したかを時間軸に沿って整理している．2000 年 3 月 27 日夜，北大有珠火

山観測所長の同大教授（以下，北大教授）は，同観測所より火山性地震発生の一報を受け（19

時頃），札幌管区気象台及び北海道庁（防災会議事務局）と連絡を取り，今後の火山活動に注

意すべき旨を伝えている．こうした助言を受け，壮瞥町では，関係職員を招集し，住民避難に

向けた初動準備を開始した．その後，有感地震が確認された段階で，北大防災研究者より，本

格的なマグマ活動が開始し，社会的な対策が必要であることが関係諸機関に伝えられた（2 時
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図 3‐5  有珠山噴火事例における Nモードから Eモードへの転換 

日時 火山状況 意思決定機構の判断・対策（●）／専門家の見解（★） 地域避難状況

3月27日 23:00 火山性地震の増加 ●壮瞥町 北大教授より連絡を受け，町職員が北大観測所へ向かう[23:35]

3月28日 0:00 火山観測情報第1号「28日午前0時ま
での火山性地震の総回数は109回」
[0:50]

★北大教授 札幌管区気象台と連絡[0:11] 北海道防災会議事務局へ防災助言「有珠山は23年ぶりに群
発地震が発生，増加傾向にある．震源は若干誤差があるが，有珠山北西部の深い部分であ
り，重大な関心を持って観測している」[0:50]

1:00 最初の有感地震[1:31] ●壮瞥町 関係職員の招集．北大教授のアドバイスにより，避難施設，避難車両，メディア等の対応準
備開始[1:00頃]

2:00 臨時火山情報第1号「午前1時から2
時の火山性地震は106回」[2:50]

★北大教授等 「次期噴火の前兆がすでに始まっている可能性」が高く，社会的な対策が必要であることを
記した「北大メモ」の作成，関係諸機関に伝達[2:40]

★北大教授 「群発地震の活動開始から3日程度で噴火に至る．マグマはディサイト質で溶岩流は起こら
ない．垂直に噴煙が上がる噴火の最後に10~20%火砕流が起こる可能性がある．まずハ
ザードマップのレッドゾーンにいないことが重要」[4:52]

8:00 ●壮瞥町／虻田
町／伊達市

・災害対策本部の設置
・住民への自主避難の呼びかけ開始[8:00頃以降]

住民，観光客の自主避難開始
[8:00頃以降]

11:00 ★火山噴火予知
連絡会

臨時火山情報第3号「今後噴火が発生する可能性があり，火山活動に警戒が必要である」
[11:55]

12:00 ●関係諸機関 対策会議，情報収集等の初動対応開始

3月29日 7:00 マグニチュード3.4の地震[7:08] ★火山噴火予知
連絡会

緊急火山情報第1号「今後数日以内に噴火が発生する可能性が高くなっており，火山活動に
対する警戒を強める必要がある」 [11:10]

交通規制開始

●関係省庁 現地要因派遣の決定（有珠山関係省庁局長級会議）[11:30]⇒午後から現地入り

13:00 ●壮瞥町 避難勧告発令[13:00] その後，伊達市，虻田町でも避難勧告発令

15:00 ●壮瞥町／虻田
町／伊達市

避難誘導開始[15:00]

16:00 急激に有感地震が多発 ★北大教授 北海道防災会議の地震火山対策部会火山専門家委員会（以下，「道防災会議専門家委員
会」）にて，噴火シナリオの提示[16:00]

18:00

※29日の火山性地震1,628回，うち
有感地震628回

★北大教授 「（噴火）は一両日中の可能性が高く，間違いなく遅くとも1週間以内に噴火する．噴火箇所は
有珠山北西部の可能性が高い」（道防災会議専門家委員会）[18:15]

●壮瞥町 避難勧告区域を避難指示に切り替え[18:30] その後，伊達市，虻田町でも避難指示発令 【避難指示】
・壮瞥町計198世帯408人
・虻田町計1,893世帯3,994人
・伊達市計2,048世帯4,924人

●国，道，市町村，
関係機関

「有珠山現地連絡調整会議」設置[18:55]⇒第1回会議の実施

3月30日 9:00 有珠山北西山麓の雪面に長さ100m
に及ぶ地割れ（北海道防災会議地
震火山対策部会の発見）[10:00～]

★第3回現地連絡
調整会議

ハザードマップの見直し（有珠山北西部での噴火に備え，火砕流や火砕サージに襲われる
危険区域として虻田町月浦と泉地区の一部追加，拡大）

【避難指示】
虻田町月浦地区42世帯99人

★北大教授 「長時間の揺れが続いており，爆発的な噴火を起こす可能性が高い」と有珠山北西部の噴
火の可能性を指摘（第3回現地連絡調整会議にて）

●虻田町 避難区域拡大（10:50）

13:00 緊急火山情報2号「北屏風山西尾根
内側傾斜で100m以上にわたって断
層や地割れ群を確認．今後の火山
活動に厳重に注意」（13:20）

●第4回連絡調整
会議

避難住民への情報提供（「お知らせ」発行）（14:00） 【避難指示】
虻田町入江地区，高砂地区433
世帯1,220人[14:30]

23:00 ※30日の火山性地震2,454回，うち
有感地震537回

対象全住民の避難確認[23:30]
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40 分頃）．有珠山では，有感の群発地震が発生した場合，必ず噴火が起きてきたという過去の

経験的データが，こうした専門家の判断の根拠であった．そして，2 時 50 分，地域住民を含

む一般社会への注意を喚起するため，「臨時火山情報」が発令された．伊達市，壮瞥町，虻田

町の周辺一市二町では，朝より，災害対策本部を設置すると共に，住民への自主避難の呼びか

けを開始した．さらに，11 時 55 分，火山噴火予知連絡会拡大幹事会の見解として，臨時火山

情報第 3 号が発令され，今後の噴火の可能性が公的に明言された．この段階では，ハザードマ

ップの想定を基本として，事前の地域防災計画に則って各種の予防的対策が進められており，

N モードに基づいて意思決定が為されていたと考えられる． 

その後，29 日午前より，群発地震の数・規模ともに著しく増加した．この状況を受けて，

29 日 11 時 10 分，火山噴火予知連絡会拡大幹事会の見解として，「緊急火山情報」が発令さ

れ，今後数日以内の噴火の可能性があり，警戒を強める必要性が伝えられた．噴火前に緊急火

山情報が発令されることは過去に例のないことであった．緊急火山情報を受けて，13 時より，

伊達市，壮瞥町，虻田町では，自主避難の対象地域に対して「避難勧告」を発令し，地域住民

や観光客等の避難誘導を開始した．また，関係省庁でも，有珠山関係省庁局長級会議が開催さ

れ（11 時 30 分），噴火時の非常災害対策本部の設置を想定し，現地要員の派遣が決定された．

16 時，北海道防災会議の地震火山対策部会火山専門家委員会（以下，道防災会議）が開催さ

れ，その後，北大教授より，噴火が切迫化しており，一両日中の可能性もあるとの説明があり，

防災対策が緊急性をもって為される必要があることが伝えられた．この会議では，北大教授よ

り，1) 北西斜面噴火，2) 山頂噴火・全方位火砕流，3) 山麓の水蒸気爆発・マグマ水蒸気爆発

の 3 つのシナリオが提示されている．こうした専門家の見解を受けて，伊達市，壮瞥町，虻田

町では，18 時 30 分，それまで出されていた「避難勧告」から，山頂噴火を想定した「避難指

示」に切り替えた．この結果，上述の一市二町併せて約 1 万人の住民が避難することとなっ

た．図 3‐5に示すように，この段階を機に，現地の意思決定者は，噴火の危機が目前に迫っ

ていることを認識し，危機管理に関わる意思決定モードを非常時の E モードに変更し，緊急

対応に踏み切ったものと捉えることが出来る．実際に，関係諸機関が緊急対策を検討する場と

して「有珠山現地連絡調整会議」が設置・開催され（18 時 55 分），国土庁審議官，関係省庁

の派遣要員，北海道，伊達市，壮瞥町，虻田町の一市二町，さらに北大教授等の専門家，その

他の防災関係機関が一同に会し，互いに情報を共有化しながら具体的な対策を推進する体制が

整えられた．翌 30 日 11 時頃には，道防災会議火山専門委員の観測により，有珠山北西部で

100m 以上にわたる断層や地割れ群が確認された．この発見により，火山研究者は，有珠山北

西部での噴火の可能性が高まったものと捉えた．こうした見解を踏まえて，ハザードマップの

警戒区域が修正され，避難住民への情報提供を進めると共に，虻田町では避難区域の拡大や避

難指示等の緊急対応が実施された． 

以上の経緯を踏まえると，有珠山噴火時の意思決定モードが N モードから E モードに移行

し，現地の意思決定者が緊急避難を指示した時点（29 日夕刻）において，意思決定者の状況

認識は以下のように整理できる． 

(a) 29 日午前より，火山性地震の規模や頻度が増大しており，過去の経験を踏まえると，

噴火が一両日中にも発生する可能性が高い． 

(b) その一方で，噴火のシナリオとして，1)地震が集中している北西山麓付近から噴火する，
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2)山頂から噴火する（規模が大きくなると火砕流が発生する），3)大規模な噴火はせず

に，地盤隆起が発生する，という 3 つのケースが想定され，いずれのケースが発生する

かは不明である． 

(c) 特に，地震が集中している山頂北西部から北西斜面で噴火が発生した場合，洞爺湖温泉

街や壮瞥温泉街等の近隣エリアが火砕流による被害を受ける危険性がある． 

現地の意思決定者において，こうした状況認識が人命保護のメタ原則を担保する上で意思決

定モードを非常時の E モードに変更することが不可欠であるとの信念を正当化する根拠にな

ったものと考えられる． 

(2) 非常時から通常時への意思決定モード回帰 

次に，図 3 - 6では，ステージ III において，噴火が発生し緊急対策を実施し始めてから，

火山活動が安定化するステージ IV に移行するまでの期間を対象に，危機管理に関わる意思決

定モードが，どのような状況判断を通じて非常時の E モードから通常時の N モードに回帰す

るかを時間軸に沿って整理している．3 月 31 日 11 時，洞爺湖から虻田に抜ける国道 230 号

沿いに新たな亀裂が発見され，西山麓で地盤変動が進んでいることが判明した．そして，13 時

7 分，有珠山西山麓で噴火が始まった．前述の通り，噴火地点は有珠山の北西寄りの可能性が

高いとの見方があったが，実際に噴火した地点はさらに西側であった．この位置では，最悪の

場合，虻田町役場のある虻田本町にまで被害が及ぶ可能性があったため，現地対策本部は，火

山研究者の助言を受けて，ハザードマップの危険地域の範囲をさらに拡大し，虻田町のほぼ全

町を避難対象とした（13 時 21 分）．このため，町民約 1 万人が町外へ緊急避難を要すること

となり，現地対策本部では，関係諸機関と連携し，JR 列車による大量輸送をはじめ，あらゆ

る手段を講じ，輸送手段の確保を進めた．同時に，虻田町の地域防災計画では町域を越えての

避難が想定されておらず，急遽隣接する豊浦町に避難者の受け入れを依頼し，避難先の確保に

あたった．この結果，同日夕刻（18 時頃）には，虻田町の避難対象者 9,935 人のほとんどが

避難を完了した．同日 14 時 30 分，有珠山噴火非常災害現地対策本部が設置され，19 時 20 分

には，「連絡調整会議」を引き継ぐ形で，国，道，市町をはじめとする関係機関の「合同会議」

が開催され，人命保護を最優先し，各種の対策にあたることが確認された．翌 4 月 1 日 2 時

50 分，有珠山西側山麓で 2 回目の噴火が発生し，その後 3 時 12 分には，一連の火山活動の

中で最大規模の地震（M4.9）が発生した．さらに，11 時 40 分，洞爺湖温泉にほど近い金比羅

山の西側山麓で，新たな噴火が発生した．北大教授によると，当面の間，こうした噴火活動が

繰り返される可能性があり，こうした見解を受けて，関係諸機関では火山活動の観測体制の強

化が図られ，厳戒体制が敷かれた．その一方で，有珠山東側に位置する壮瞥町では，噴火口か

ら比較的離れていることから，北大教授等の助言を受けて，4 月 2 日 16 時，自主避難を呼び

かけていた地域に対して呼びかけを解除した．同じく，伊達市でも一部の地域に対して避難指

示を解除した． 

一方，多くの住民が避難生活を続ける中で，いつ帰宅できるかが住民の最大の関心事であっ

た．そうした中，4 月 2 日，現地対策本部長等の主要メンバーは，豊浦町の避難所を訪問し，

避難住民の声を直接聞き，住民の要望やニーズの把握に努めた．さらに，避難住民向けの支援

情報の提供や応急住宅の確保等，避難住民を支援するための各種対策の検討を始めた．また，

農業・漁業関係者からは，中断していた作業のために避難指示区域への立ち入りを要望する声
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図 3‐6  有珠山噴火事例における Eモードから Nモードへの回帰 

日時 火山状況 意思決定機構の判断・対策（●）／専門家の見解（★） 地域避難状況

3月31日 11:00 緊急火山情報第3号「小有珠に亀裂
有あり，洞爺湖温泉の断層群も発達
拡大．洞爺湖から虻田町に抜ける国
道230号沿いに新たな亀裂発見」
[11:50]

★北大教授 江戸時代及び前回と同様の軽石噴火が山頂で起こる可能性．ハザードマップ考慮範囲内だが，
一層の注意が必要．住民にも周知する[12:00]

●壮瞥町 自主避難を呼びかける区域を拡大[12:15]

13:00 有珠山西山麓で22年ぶりに噴火．マ
グマ水蒸気爆発（噴煙300m以上）
[13:07]

●虻田町 ハザードマップを見直し，清水・サマリア・花和地区を除く虻田町全域に避難区域を拡大[13:21] 【避難指示】
虻田町清水地区及び花和地区
を除く全域2,087世帯4,722人

虻田町町民約9,000人の緊急避
難（避難住民13,000人，避難所
に4,000人）

●関係諸機関 輸送手段の手配･避難先の確保

臨時火山情報第10号「13:10有珠山
西側山麓が噴火．噴煙の高さは，
2700mで東に流れている」[13:30]

●内閣官房 「有珠山噴火非常災害対策本部」・「同現地対策本部」を設置[14:30]

15:00 ★北大教授 「噴火場所は北西麓西側の北西1.6km．火口は5つ．標高が低いため地下水に触れ水蒸気爆発
になる．現在のところ火砕流の心配はない」[15:25]

16:00 ★火山噴火予知連絡
会拡大幹事会

「今後も噴火は継続，噴火場所の移動の可能性も．今後の火山活動に厳重な警戒が必要」
[16:30]

★北大教授 「火口は約200×60m，水蒸気は出ているが火砕流はない．火山灰が海に流れつつあり漁業へ
の影響が心配．今後の活動は定かではないが，地震活動の変化・地殻変動の状況に注目する．
大火砕流を伴う山頂噴火への対応が必要」[16:50]

19:00 ●国，道，市町村，
関係機関等

「有珠山噴火非常災害現地対策本部合同会議」の開催[19:15] 避難住民15,815人

4月1日 2:00 有珠山再噴火[2:50] 住民より早期帰宅を望む声，
農業・漁業関係者より避難指示
区域への立ち入りを要請する声
が次第に増加

3:00 最大地震（M4.6）発生[3:12] ★北大教授 「噴火は水蒸気爆発，または弱いマグマ水蒸気爆発である」とし，当面，噴火を繰り返す可能性
を指摘（上空からの調査後）

11:00 金比羅山北西山麓で噴火[11:40]

●関係諸機関 火山活動の観測体制の強化

4月2日 0:00 西山西麓，金比羅山で断続的に噴
火継続

●壮瞥町 自主避難地域の解除を決定[10:40] 【自主避難一部解除】壮瞥町滝
之町地区の一部および立香地
区の一部
【避難指示解除】
伊達市長和地区（高速道路より
北側の上長和町，若生町及び
太平町地区を除く）902世帯
2,228人

●現地合同対策本部 現地対策本部長他が虻田町・豊浦町（避難所）の現地訪問・調査[12:00]

16:00 ●伊達市 伊達市一部の地区の避難指示等を一時的に解除[16:00]

20:00 ★火山噴火予知連
絡会

「現在のところ，水蒸気爆発～弱いマグマ水蒸気爆発が断続的に続いている．噴火地点は北西
山麓の一部に限定．当面は，この領域で今のような噴火活動が継続すると考えられる」「明治噴
火の初期に似た活動，軽石噴火の可能性依然残る」[20:10]

4月3日 0:00 西山西麓の地殻変動進む，火口周
辺の断層群発達．山頂部の変動は
頭打ちに．

●壮瞥町 滝之上地区自主避難解除（これにより自主避難地区は全て解除）[15:00] 【避難状況】伊達市1,172人／虻
田町3,017人／壮瞥町107人
※消防庁調べ●現地合同対策本部 避難者向けの「行政ニュース」を発行（毎日一回発行，7月5日まで）

4月4日 5:00 噴煙活動が活発な金毘羅山中腹で
噴火[5:15]

●合同会議 虻田町よりホタテ養殖への対応要請[16:00] 【避難状況】伊達市1,232人／虻
田町3,301人／壮瞥町110人

4月5日 0:00 西山西麓，金比羅山で断続的に噴
火継続

★火山噴火予知連
絡会有珠山部会

「明治噴火の初期に似た活動，北西麓での溶岩ドーム活動へ移る可能性，ドーム出現前に爆発
的噴火や火砕流の可能性，そのような場合には前兆が観測される，そのような爆発的噴火があ
るとすればこの２，３日～１，２週間の間に発生する可能性」[21:35]

【避難状況】伊達市1,371人／虻
田町3,107人／壮瞥町116人（総
人員4,594人）[20:00]

11:00 金比羅山火口群で熱泥流[11:30]

4月6日 北西部を中心に亀裂断層拡大 ●壮瞥町 「避難所住民の時間帰宅計画（案）」提示

4月7日 西山西麓，金比羅山で断続的に噴
火継続

●北海道 応急住宅の確保に関する方針決定

●現地対策本部 ホタテ養殖管理及び壮瞥町の短時間帰宅の実施を発表

4月8日 ●壮瞥町 住民の一時帰宅開始 壮瞥町民60人が一時帰宅

4月9日 洞爺湖温泉街西部に熱泥流が流出 ●壮瞥町，虻田町，
伊達市

住民の一時帰宅開始，ホタテ養殖管理の作業開始 壮瞥町民101人，虻田町民3人
が一時帰宅

●現地対策本部 カテゴリー区分による一時帰宅方針が決定
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も多かった．このことを受けて，関連省庁の現地要員によって，現時点の立ち入りが必要な地

場産業についての調査を開始し，特にホタテ養殖業に関する対応が急務の課題であることが判

明した．一方，火山噴火予知連絡会より，今後，爆発的噴火や火砕流が発生する場合には，前

兆現象が確認されるとの見解が示された（4 月 5 日）．これらの結果を受けて，避難所住民の

短時間帰宅やホタテ養殖管理の計画が検討され，4 月 8 日以降の一時帰宅やカテゴリー区分な

どの対応が実現した．図 3‐5 に示すように，大凡この時期を契機に，現地の意思決定者は，

噴火活動が一定程度安定化したため，非常時の E モードから通常時の N モードに回帰し，地

形や緊急退避条件等によって安全を確保できれば，避難指示区域への立ち入りも可能であると

判断したものと考えられる． 

以上の経緯より，噴火活動が続く中，危機管理に関わる意思決定モードが N モードに回帰

し，住民の一時帰宅に向けた検討が開始される時点（4 月 6 日頃）において，意思決定者の状

況認識は以下のように整理できる． 

(a) 今後も噴火活動が継続するが，噴火の中心は北西山麓に集中する可能性が高い． 

(b) 爆発的な噴火や火砕流が発生する場合には，前兆現象が観測される（そのため，万一の

場合における緊急退避のリードタイムを一定程度確保することが出来る）． 

(c) 地域住民の多くが自宅への一時帰宅や農作業・養殖業のための立ち入りを望んでいる． 

こうした状況認識を通じて，現地の意思決定者において，その意思決定モードを通常時の N

モードに回帰しても，地域住民の安全を確保できるとの信念が正当化されたものと考えられ

る． 

 

3.4.3 認識的正当化の条件 

火山災害に関わる意思決定者がいかにして意思決定モードの変更を正当化できるかという問

題は，認識論（epistemology）の分野における認識的正当化（epistemicjustification）の問題

26),27)と関連している．認識論の分野において，「人々の信念はいかにして正当化されるか」とい

う認識的正当化の問題に関して様々な考え方が提示されている．その中でも，認識的正当化の

条件として，整合性主義 (coherentism)と信頼性主義 (reliabilism)の 2 つの考え方が提案

されており 27)，有珠山噴火時の意思決定モードの変更に関わる正当化可能性の条件を検討する上

でも有用である．まず，整合性主義では，「ある信念が認識的に正当化されるのは，その信念が

現実世界に関わる整合的な信念体系に属しており，他の信念と互いに調和することに拠る」と

考える 27)．この考え方では，信念体系という閉じたシステムの中で，その要素となる個々の信

念が相互に正当化されるという全体論的(holistic)な見方が提示される．上述の通り，有珠山噴

火事例においても，現地の意思決定者は，その意思決定モードに対する信念以外にも，噴火規

模や被害想定，あるいは過去の災害経験等に関わる様々な信念を有している．意思決定者が直

面する災害状況の中で意思決定モードの変更を正当化する上では，その判断が関連する諸信念

と整合的であることが前提となる． 

一方，信頼性主義では，「ある信念が認識的に正当化されるのは，その信念が信頼できる仕方

で真理を生み出し，虚偽を避けるプロセスによって形成されることに拠る」と考える 28)．ここ

で，信頼性とは「あるプロセスが，偽なる信念よりも真なる信念を生み出す傾向性」を表す 28)．

信頼性主義では，その信念を形成するに至ったプロセスがある外的な基準に照らして信頼性を
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有していることが必要とされる．こうした信念形成プロセスは，例えば，精緻なデータ収集や

分析，正確な記憶，適切な理由付け等から構成される．有珠山噴火時の意思決定においては，

北大教授をはじめ，火山専門家の見解が極めて重要な役割を果たした．火山専門家は，過去の

噴火経験，マグマ特性や地質条件等に関する科学的根拠に基づいて，火山噴火リスクを評価し

ており，こうした科学的な信頼性が災害対応に関わる意思決定モードの変更を正当化する根拠

となった． 

危機管理に関わる意思決定モードの選択は，現地の意思決定者が現実の災害状況に関してど

のような信念を有しているかに決定的に依存する．整合性主義や信頼性主義は，こうした信念

の妥当性を保証する認識的正当化の条件を規定する．しかし，たとえ意思決定者がこれらの条

件に基づいて自分自身の判断や意思決定を正当化できたとしても，そうした正当化の根拠が一

般の関係者の間で受け入れられる保証はない．意思決定者において災害状況に関わる信念体系

が整合的であったとしても，その信念体系が一般の関係者の信念体系と乖離する可能性がある．

また，火山災害に関わる危機管理においては専門的・技術的な判断が問われるが，一般の関係

者が専門家の判断の信頼性を理解できるとは限らない．火山状況に併せて意思決定モードを変

更し，地域全体で危機的事態に適切に対処する上では，その判断基準の妥当性根拠を意思決定

者のみの認識的正当化に帰着させるという個人主義的な認識論では限界がある 26)．火山災害に

関わる様々な関係者の間で，火山状況に併せて意思決定モードを変更する上で，どのような判

断基準が妥当であるかについて議論を重ね，その中から妥当な判断基準を見出すという社会的

な認識論が必要となる 29)．次章では，こうした観点から，火山災害に関わる様々な関係者間の

諸討議に着目し，こうした討議を通じて形成された正統性に認識的正当性の根拠を位置付ける

規範的枠組みについて検討する． 

 

3.5 危機管理に関わる討議システムと正統性 

3.5.1 危機管理に関わる討議システム 

火山災害に関わる意思決定においては，国や地方公共団体の会議，火山専門家の議論，企業

や各種組織間の議論，マスメディアにおける討議，そして，地域における日常的な対話等，様々

な関係者の間で多種多様な討議が行われる．こうした討議全体の内容が危機管理に関わる意思

決定の正統性の根拠となる．本稿では，羽鳥等 30)の既往研究を踏まえて，このような討議全体

を 1）ミクロ討議，2）マクロ討議，3）橋渡し型討議から構成される討議システム 31)として表

現し，討議システムを基盤として危機管理に関わる意思決定の正統性の根拠を見出すための制

度的枠組みを検討する（図 3‐2参照）．ミクロ討議では，危機管理に関わる意思決定権限を有

する主体間の議論を通じて，災害対応に関わる意思決定がなされる．ミクロ討議の主な参加者

は，市町村長をはじめとする意思決定者である．その他，火山専門家や各種の関係諸機関等も

ミクロ討議に参加する．平常時には，議会や行政組織の審議会等がミクロ討議を構成するが，

火山災害時には，意思決定者や関係諸機関から構成される現地対策本部の合同会議がミクロ討

議の中心的な機能を果たす．そこでは，討議参加者間の集中的な討議を通じて，科学的・技術

的な知見に基づいて災害シナリオに関わる予見を立てた上で，災害対応に関わる意思決定や意

思決定モードの選択・変更が正当化可能であるかどうかが検証される．特に，3.4.3で述べた通

り，意思決定モードの変更に関わる判断を巡り，災害状況に関わる諸信念と整合的であるか，
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さらには科学的判断の信頼性を担保しているかという認識的正当化の条件が検討される．意思

決定者は，こうしたミクロ討議を通じて，メタ意思決定に関わる J 基準を確立し，意思決定モ

ードの選択・変更に関わる認識的正当性を確保する． 

一方，マクロ討議では，火山災害に関わる多様な関係者によって多種多様なコミュニケーシ

ョンが流動的に展開する．マクロ討議の参加者は，地域住民や企業の他，観光客，一般納税者，

各種の団体，メディア等，多岐に亘る．マクロ討議には，家庭や職場における日常的な会話，

さらには SNS 等のインターネット上の対話も含まれる．こうしたコミュニケーション過程を

通じて，関係者の間で，火山災害の発生可能性，被害の規模や範囲，災害対応のあり方等につ

いて互いの意見が交換され，火山災害に関わる社会的な想定が形成される．マクロ討議では，

こうした一般関係者の認識に照らして，災害時の意思決定や意思決定モードの選択・変更が正

統化可能であるかどうかが評価される．特に，こうした認識的正統性（cognitivelegitimacy）

の条件として，理解可能性と当然性を確保し得たかどうかが重要な評価基準となる 25)．前者は，

一般の関係者にとって，災害対応に関わる意思決定の内容が分かりやすいかどうかを表してい

る．一方，後者は，災害対応に関わる意思決定の妥当性に関して十分な議論や検討がなされて，

その内容が社会的に当然のこととして受け入れられているかどうかを表している．マクロ討議

では，こうした観点から，メタ意思決定に関わる L 基準が形成され，災害時の意思決定モード

の選択・変更に関して認識的正統性を確保し得たか否かが評価される． 

最後に，橋渡し型討議では，ミクロ討議とマクロ討議を接合し，意思決定者と一般関係者の

間で災害想定を共有化しつつ，それぞれの討議領域で議論された正当化の根拠（J 基準）と正

統化の根拠（L 基準）を擦り合せ，両基準が整合的であるかどうかが検討される．橋渡し型討

議の主な参加者は，自治会の代表，地域の各種団体（商工会，観光協会，漁業組合，農協組合

等）の代表，報道機関等である．橋渡し型討議では，各種フォーラムやタウンミーティング等

を通じて，ミクロ討議の参加者とマクロ討議の参加者が互いに議論を交わす．こうした討議を

通じて，ミクロ討議における災害時のメタ意思決定に関わる正当化過程がマクロ討議に内部化

されると共に，マクロ討議におけるメタ意思決定に関わる正統化過程がミクロ討議に内部化さ

れる． 

 

3.5.2 危機管理に関わる討議のステージ展開 

危機管理を担当する意思決定者が，社会全体の正統性を担保しつつ，災害対応に向けて意思

決定モードを変更する上では，火山災害の各ステージにおいて，ミクロ討議，マクロ討議，橋

渡し型討議のそれぞれの討議参加者が火山災害リスクやそれに対する対策案等について議論を

重ねると共に，それらの討議実践が相互に連携しつつ展開していくことが重要である．表 3 - 

3では，火山災害のステージ毎に，各討議領域における議論内容を整理している． 

(1) ステージ I（平常期） 

火山噴火時，直面する状況に即して意思決定モードを選択し，災害対応を図っていく上では，

ステージ I の平常時より，関係者の間で意思決定モードの妥当性について十分な協議を行い，

その内容を確立していることが前提となる．ミクロ討議では，意思決定者や専門家の議論によ

り，火山噴火のリスク要因を評価すると共に，計画的な対応を基本とする N モードとして，

事前の災害シナリオとそれに対する対応策がプログラム化される．ここでは，火山噴火やそれ
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によって起こり得る諸事態を予見できるか否かが重要な論点となる．特に，危機管理を担当す 
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表 3 - 3  危機管理に関わる討議のステージ展開 

 

 

ミクロ討議 橋渡し型討議 マクロ討議
 ・Nモードのプログラム化／想定範囲  ・ハザードマップ等を通じた想定 ・災害リスクに関わる想定と想定外
 ・Eモードのプログラム化／想定範囲   と想定外，避難ルールの共有 ・自己責任に基づく自主的な避難の可
  （災害リスク評価，予見と予見可能性，  　（避難行動の必要性）   能性と限界性
  想定と想定外，物資・資器材の準備，  ・科学的・技術的判断を巡る厳密 ・避難指示に関わる行政権限の必要性
  防災計画の策定，意思決定体制等）   性と適切性のジレンマ
 ・証拠 Iと証拠 IIの収集  ・自主避難の呼びかけ等  ・意思決定者と住民間の災害リスクに
 ・災害リスクの絞り込み  ・火山活動等に関わる情報提供    関わる認識の相違  (噴火の可能性等)
 ・Nモードに基づく応急対策（自主避難，  ・地域住民の意見や関心の集約  ・自己責任に基づく自主的な避難の
  避難所整備等）の検討    現実性
 ・モード転換 (N→E) の妥当性 (J基準)  ・避難指示に関わる行政権限の妥当性
 ・証拠 I と証拠 IIの収集  ・避難指示の発令  ・意思決定者と住民間の災害リスクに
 ・災害リスクの見直し  ・火山活動等に関わる情報提供    関わる認識の相違  (噴火の可能性
 ・Eモードに基づく緊急対策（避難指示  ・地域住民の意見や関心の集約    や時期の確実性等)
  等）の検討  ・避難指示に関わる行政権限の妥当性
 ・モード回帰 (E→N) の妥当性 (J基準)
 ・証拠 I と証拠 IIの収集  ・避難指示・解除等  ・意思決定者と住民間の災害リスクに
 ・災害リスクの絞り込み  ・自己責任と行政権限のあり方  　関わる認識の相違（噴火の継続性等）
 ・Nモードに基づく応急対策（カテゴリー  ・火山活動等に関わる情報提供  ・自己責任に基づく立ち入りの可能性
  ，オペレーション）の検討  ・地域住民の意見や関心の集約  ・避難指示／解除に関わる行政権限の

  （安全と生活のトレードオフ）  　妥当性
 ・現実に発生した災害に関わる証拠の  ・ハザードマップの改定  ・住民避難における自己責任のあり方
  収集とそれに基づく災害対応策の事  ・避難ルールの改定  ・避難指示／解除に関わる行政権限の
  後検証  ・住民評価の把握・集約化 　 妥当性
 ・災害リスク再評価，想定外の可能性  ・災害対応における行政と住民の役割
 ・防災対策・体制の再構築（行政権限    分担（自助・共助・公助）のあり方
  の強化／緩和，法制度の創設・改正，
  防災計画・避難計画の改訂，意思決
  定体制や観測体制の強化等）

ステージ V
（復旧期）

ステージ I
（平常期）

ステージ II
（予兆期）

ステージ III
（緊急及び
変動期）

ステージ IV
（安定期）
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る意思決定者が負う責任は，災害リスクに関わる予見可能性を前提として規定される．意思決

定者は，災害リスクに関してどの程度の精度で予見を立てることが出来るかについて十分に検

討し，自らの責任領域を予め設定しておく必要がある．さらに，火山噴火によって N モード

の想定範囲を超える事態に至る場合を想定し，そうした非常時における戦略的な対応方針や意

思決定体制についても併せて検討することにより，非常時の E モードの内容についても事前

に可能な限り定めておくことが重要である．一方，危機管理に関わる意思決定モードが地域住

民をはじめ一般の関係者の間で受け入れられるためには，マクロ討議においても，平常時より，

そうした意思決定モードが適切なものであるかどうかについて十分な議論を重ねておくこと

が重要となる．特に，地域住民にとって，こうした意思決定モードの下で，住民全員が安全に

避難できるかどうかが重要な論点となる．地域住民においては，自己責任原則の下，自主的な

判断による避難の可能性を検討することが先ずもって重要である．しかし，火山噴火時の極限

状況においては，住民自身の判断だけで安全に避難することは困難であり，行政権限により避

難指示を発令し，強制的に避難を命じざるを得ない側面がある．そのため，住民においては，

意思決定者がどのような条件や基準（J 基準）に基づいて意思決定モードを転換し，避難指示

を発令するかについて予め理解しておくことが極めて重要となる．なお，後述するように，ス

テージ I におけるマクロ討議の内容は，一般の関係者が当該の危機管理問題に対してどのよう

な信念を有しているかに関わる 1 つの証拠（2 次証拠）であり，火山噴火時の意思決定を正統

化する上での重要な判断材料（L 基準）となる． 

最後に，橋渡し型討議では，ミクロ討議の意思決定者とマクロ討議の一般関係者の間で，災

害リスクに関わる想定内容について様々な議論が展開する．意思決定者は，科学的・技術的知

見に基づいて，火山災害によって起こり得る様々な状況を予見するが，必ずしも意思決定者の

予見の全ての内容を地域住民と共有化する必要はない．ただし，意思決定者の状況判断や意思

決定内容が社会的な正統性を得る上では，意思決定者の予見内容を広く公開すると共に，その

中から地域の災害想定として，地域住民と共有化すべき範囲を予め設定しておく必要がある．

さらに，より高次の想定として，その想定を超える災害が起こり得ることについても両者の間

で共通の理解を得ておくことが重要である．また，橋渡し型討議では，ミクロ討議における避

難指示の進め方に関わる議論とマクロ討議における地域住民の自主避難に関わる議論をいか

に摺り合せていくかが重要な協議事項となる．こうした協議を通じて，災害時に意思決定者と

地域住民が協力・連携しながら避難を進めるためのルール（以下，避難ルール）を共有化する

ことが重要となる． 

具体的には，ハザードマップがミクロ討議とマクロ討議を橋渡しし，両者の間で避難ルール

の共有化を促進する上で重要な役割を担う．有珠山噴火の事例においても，ハザードマップの

作成・配布を通じて，自治体，火山専門家，地域住民等の関係者の間で防災意識の共有化が図

られ，避難計画や具体的な避難対策の検討が進められ，住民避難の円滑化に寄与したことが指

摘されている 32)．ただし，橋渡し型討議では，火山災害に関わる科学的・技術的判断を巡り，

精密なデータや理論的根拠を重視するか，あるいは一般的な関心や常識に基づく有用性を重視

するかという厳密性と適切性のジレンマ 33)が介在する．こうしたジレンマの中で，火山災害

に関わる専門家は，意思決定者と地域住民間のコミュニケーションを促進し，地域住民の科学

的・技術的判断に対する信頼を確保することが求められる．なお，上述の通り，橋渡し型討議
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では，火山災害に関わる通常の想定を超える高次の想定に関して，その内容や妥当性について

協議されるが，そこではどの想定レベルまで意思決定者と関係者間で共有化する必要があるか

が重要な論点となる．この問題に関しては，災害リスクに関わる予見や想定の妥当性について

更なる検討を行う必要があり，今後の検討課題としたい． 

(2) ステージ II（予兆期）からステージ IV（安定期） 

ステージ II 以降では，火山活動の活発化やそれに対する地域の反応に関わる様々な証拠（証

拠 I と証拠 II）が確認される．ミクロ討議では，こうした証拠を踏まえて，災害対応に関わる

判断や意思決定モードの選択を正当化できるかどうかが協議される．そこでは，意思決定者や

専門家の間で，災害リスク要因の絞り込みや見直しが行われ，その結果に基づいて意思決定モ

ードの妥当性や災害応急対策・緊急対策の実施方法が検討される．一方，橋渡し型討議に関し

ては，火山活動が活発化したステージ II 以降，特に噴火の緊急度が増したステージ III の段階

では，意思決定者と一般の関係者との間で，災害対応に関わる意思決定のあり方について十分

な議論を行う時間的余裕はない．ただし，平常時（ステージ I）のマクロ討議の内容は，災害

状況下において一般の関係者がどのような信念や見解を有しているかに関わる重要な証拠と

なるものであり，こうした証拠は通常の証拠（証拠 I と証拠 II）と区別して，特に 2 次証拠

（second-orderevidence）と呼ばれる 34)．平常時のマクロ討議に関わる 2 次証拠は，ミクロ討

議による意思決定の正統性の根拠となり得る．現地の意思決定者は，こうした 2 次証拠を踏ま

えた上でその意思決定内容や意思決定モードを選択することが求められる．それと共に，意思

決定者は，災害対応に関わる判断や意思決定の内容をマクロ討議の一般関係者に対して適切に

周知することも重要である．有珠山噴火事例においても，自治体や火山研究者，また噴火以降

は非常災害現地対策本部による記者会見等を通じて，火山活動状況や災害対策方針等に関わる

情報提供が積極的に行われた．また，特に火山活動が安定期に入ったステージ IV 以降では，

避難住民との対話や意向調査等を，行う時間的余裕が比較的生まれる．危機管理に関わる意思

決定の正統性を確保する上では，こうした機会を通じて，マクロ討議における地域住民や関係

者の意見や関心を把握することが重要となる．この様に，災害対応に関わる情報提供や，地域

住民や一般関係者の関心や意見の集約化が橋渡し型討議の重要な役割となる． 

一方，マクロ討議では，火山状況に関わる情報提供を受けて，関係者の間で当該の意思決定

問題に関わる多様な議論が展開する．災害時においては，災害リスクに対する現地の意思決定

者の見解が住民の主観的な認識と相違する場合も少なくない．災害対応に関わる意思決定の正

統性を確保しつつ，当該の災害事態に適切に対応する上では，そうした認識の相違をいかに克

服するかが重要な課題となる．さらに，住民避難に関しては，自己責任に基づく自主避難の可

能性や行政権限による避難指示の妥当性について具体的に議論が行われる．特に，ステージ III

において，緊急避難の指示を発令する段階では，自己責任原則の前提を棄却し，地域住民を強

制的に避難させる措置が取られるため，こうした行政権限の発動の必要性について十分な理解

を得る必要がある．また，ステージ IV の段階では，避難生活が長期化するに従い，安全と生

活のトレードオフが顕在化する場合が少なくなく，そうした中で避難指示・解除の妥当性が議

論される．ミクロ討議においては，橋渡し型討議を通じて，こうしたマクロ討議の内容を勘案

した上で，避難解除や避難区域の見直し等の措置が検討されることとなる． 
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(3) ステージ V（復旧期） 

最後に，ステージ V では，災害対応に関わる一連の意思決定の妥当性について事後的な検

証が行われる．ミクロ討議を中心にして，現実に発生した災害に関わる様々な証拠を収集する

と共に，それらの証拠に基づいて，災害対応に関わる判断や意思決定が妥当なものであったか

どうかについて検証される．さらに，火山災害リスクの再評価を行い，災害想定の見直しやそ

の想定を超える事態の可能性について議論し，今後の防災対策・体制のあり方が検討される．

さらに，ミクロ討議の事後検証は，橋渡し型討議を通じて，広くマクロ討議全体にも拡大化さ

れる．マクロ討議においても，住民避難における自己責任のあり方や行政権限の妥当性，それ

らを踏まえた行政と住民間の役割分担のあり方等について議論が展開する．橋渡し型討議で

は，こうしたマクロ討議の内容を集約化し，より総合的な観点から，災害時の意思決定内容や

意思決定モードが正統性を持ち得るものであったか否かが検討される．その上で，ハザードマ

ップや避難ルールの改訂等について意思決定者と地域住民等の関係者の間で協議される． 

 

3.5.3 危機管理に関わる討議的正統化 

危機管理を担当する意思決定者の状況判断や意思決定が正統性を得る上では，その判断や意

思決定内容がマクロ討議の内容を適切に勘案したものであることが前提となる．しかし，多様

な関係者が関与するマクロ討議において，危機管理に関わる意思決定の内容やそのあり方に関

して意見の一致を見ることは実質的に不可能に近い．羽鳥等30)では，そうした問題意識の下，多様な

討議に基づいて，社会的意思決定の正統性（討議的正統性）を担保するための条件として，1）

討議的代表性（discursiverepresentation）と 2）メタ合意（metaconsensus）の重要性を指摘し

ている．第 1 に，討議的代表性は，マクロ討議領域における様々な討議がミクロ討議の意思決定

過程において適切に代表されているか否かを表している 30),35)．討議的代表性を担保する上では，当

該の危機管理問題に関して，マクロ討議領域において，どのような議論が行われているかを俯瞰的・

網羅的に把握することが求められる．第2に，メタ合意は，マクロ討議領域においてどのような合

意と不合意が形成されているかに関する高次元の合意を表す 30),35)．3.5.1 において，危機管理に関

わる認識的正統性要件が理解可能性と当然性という 2 つの機能要件で構成されることを指摘し

たが，メタ合意は，関係者が互いの見解や論点について共通の理解に達し，議論が一定程度成

熟した状況を表しており，理解可能性と当然性が確保できたと判断できる 1 つの条件を表して

いる．この様に，ミクロ討議における状況判断や意思決定の正統性は，マクロ討議における討

議的代表性とメタ合意の条件に依拠している．橋渡し型討議は，マクロ討議における諸討議の

内容を把握・集約化し，こうした条件の成立可否を評価する上で重要な役割を担っている． 

図 3 - 7では，これまでの議論を踏まえて，危機管理に関わる意思決定モードの変更を討議

システムを通じて正統化するための基本的なフレームを整理している．平常時（ステージ I）に

おいて，ミクロ討議では，過去の災害経験や専門家の助言を踏まえて，2 つの意思決定モード

の内容が規定される．橋渡し型討議では，マクロ討議における様々な市民討議に照らして，こ

れらの意思決定モードの妥当性が評価される．そこでは，マクロ討議の内容を俯瞰的に把握し，

討議的代表性を確保し得たかどうか，多様な関係者の間で意思決定モードの内容に関して十分

な議論を行い，メタ合意が形成されたかどうかが問われる．次に，火山活動が活発化した段階

（ステージ II）では，災害リスクに関わる様々な 1 次証拠が観測される．それと同時に，  
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図 3‐7  危機管理に関わる討議的正統化の過程 
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平常時のマクロ討議は，1 次証拠の下で一般の関係者が意思決定の判断基準に関してどのよう

な信念を有しているかを推論するための 2 次証拠となる．こうした 2 次証拠は，意思決定モー

ドの選択・変更に関わる判断が正統性を持つか否かを評価する為の重要な判断基準（L 基準）

となる． 

ミクロ討議における意思決定者や火山専門家は，こうした証拠を基にして，意思決定モード

の選択や変更が正当化可能であるか否か（J 基準）を評価する．現実に噴火リスクが緊迫化し

た段階（ステージ III）において，現地の意思決定者は，J 基準に照らして危機管理に関わる意

思決定モードを N モードから E モードに変更し，火山噴火による被害の軽減に向けて緊急対

策を実施する．その後，災害実態が明らかになり，災害が激化する危険性が少ないと判断され

た段階（ステージ IV）において，現地の意思決定者は，J 基準に基づいて意思決定モードを E

モードから N モードに再度変更する．マクロ討議では，避難生活が長期化するに伴って，避難

指示の一時解除を巡って様々な議論が展開する．意思決定者は，橋渡し型討議を通じて，こう

した議論の内容を俯瞰的に把握し，討議的代表性を確保すると共に，関係者の間でメタ合意を

形成しつつ柔軟な対応を図ることにより，自らの判断に対する正統性を確保することが求めら

れる．最後に，噴火活動が減衰し始めた段階（ステージ V）では，火山災害に関わるあらゆる

証拠を踏まえて，一連の判断や意思決定が正当化し得るものであったか否かが検証される．そ

れと共に，橋渡し型討議では，マクロ討議の内容に照らして，そうした意思決定が正統性を持

ち得たか否かが評価される． 

 

3.6 結言 

本章では，火山災害の危機管理に関わる意思決定構造に着目し，危機管理に関わる意思決定モ

ードが通常時意思決定モードと非常時意思決定モードの 2 つに分けられることを指摘した．そ

の上で，災害ステージの進展に対応して意思決定モードを変更するための高次の意思決定原則

（メタ原則）について述べ，メタ原則の下，意思決定者がどのような証拠に基づいて意思決定モ

ードの変更を正当化し得るかについて考察し，その課題について述べた．そして，社会における

諸討議の中で形成される正統性に危機管理に関わる意思決定の正当化の根拠を位置付ける規範

的枠組みについて論じた．本章を通じて，危機管理の規範的評価やそれに基づく実践に向けて，

いくつかの研究課題を提示できたと考える． 

第 1 に，本章では，有珠山噴火の事例を踏まえて，火山災害の危機管理に関わる規範的意思決

定モデルを構築したが，他の火山災害事例においても，そこでの意思決定内容を評価する上で本

モデルが適用できるかどうかについては必ずしも定かではない．また，洪水や津波等の他の種類

の災害では，その影響範囲やリードタイム等のリスク要因や災害ステージの展開等，危機管理時

の意思決定問題やその構造が本章の意思決定モデルと異なる可能性がある．今後は，本章のモデ

ルを基にして，他の火山災害や他の種類の災害事例への適用可能性を検証し，モデルの一般化を

検討することも重要な課題である． 

第 2 に，本章では，危機管理のメタ原則として，火山災害時においても「自分の命を護る」と

いう選択肢を保証できるか否かという条件を提示し，この条件に基づいて，災害時のメタ意思決

定の正当化過程に関わる無限後退を断ち切り，意思決定モードの変更を決断できることを論じた．

ただし，いかにして危機管理のメタ原則がメタ意思決定の正当化に付随する無限後退を遮断でき
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るかに関わる論理的な証明は為されておらず，この点については今後の課題である． 

第 3 に，3.5.3で述べた通り，橋渡し型討議では，意思決定者と地域住民との間で，通常の想

定を超える高次の想定について協議されるが，どの想定レベルまで両者の間で共有化を図るべき

かについて理論的な論証に基づき明らかにすることが課題である．最後に，本章で提示した意思

決定モデルを用いて，危機管理に関わる意思決定の進め方や防災計画の改善を図ることが重要な

実務的課題である．特に，本稿で述べた通り，現行の地域防災計画や火山防災計画では，想定外

の災害が発生した場合の意思決定方法やその意思決定の正統性を担保するための方法論が十分

に規定されていない．本章の意思決定モデルに照らして現行の防災計画の拡充・見直しを検討し，

現実の災害に対応できる意思決定の方法や仕組みを整える必要がある． 
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4. 火山災害における避難指示と想定外リスク 

4.1 緒言 

わが国では，災害の発生あるいは発生のおそれに直面する状況において，市町村長が国民の生

命または身体を守るために必要な措置を講じる責務を負う．災害対策基本法の第 60 条では， 

災害が発生し，又は発生するおそれがある場合において，人の生命又は身体を災害から保護

し，その他災害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときには，市町村長は，必

要と認める地域の居住者，滞在者その他のものに対し，避難のための立退きを勧告し，及び

急を要すると認めるときは，これらのものに対し，避難のための立退きを指示することがで

きる． 

としており，避難勧告又は避難指示の発令等の災害危機管理における市町村長の権限が明記され

ている 1) 

上記の条文は，災害の危機が迫る状況において，市町村長が下した避難指示に対する強制力の

行使を可能にしている．市町村長による避難指示に関わる強制力の権原に関する法的根拠に関し

ては多くの議論の蓄積がある．本章ではこのような法的権原の是非に関する議論は明示的にとり

あげず，災害による居住者への危険が急迫を受け，相対的ではあるが明確な拘束力を持ち，一定

の即時強制が必要な状況を対象に議論を進める．市町村長に強制力を有する避難指示の発令に関

する権原が保証されることは，翻って，市町村長に避難指示に関わる意思決定の正当性を担保す

る義務が求められることを意味する．言うまでもなく，避難指示の発令が遅延して，死傷者が発

生するという事態が起こってはならない．また，避難指示の行使は，住民に生活上の不便を強い

ることになる．このため，市町村長による避難指示の妥当性が事後的に問題となることがある．

例えば，伊豆大島噴火の際には，溶岩が流れ始めた直後，町長が全島民に対して島外避難を指示

したが，その後，「全島避難が妥当だったか」という議論が起こった 2)．すなわち，市町村長が不

確実な情報の下で決定した避難指示に関して，正当性の根拠が問われたのである．このような正

当性の問題を議論するためには，避難ルールが有するべき規範性を明らかにする必要がある． 

災害時に市町村長が提供する避難勧告は，住民に自主的な避難行動を開始する動機づけを与え

る効果を持つ．住民の対応能力や選好が多様に分布する中で，これらの情報提供は住民の能力や

選好の違いに応じた自発的な避難を誘導する役割を持っている．これに対して，避難指示は，住

民の対応能力の差異に関わらず，住民に対して一律に避難を強制する．のちに述べるように，差

し迫った災害リスクが顕在化した場合，市町村長による「避難指示の発令」，および「避難指示

の解除」という意思決定を契機に，災害管理モードは，「計画的対応モード（N モード）→非常

時対応モード（E モード）→N モード」と変化する 3)． 

本章で対象とする火山災害の場合，噴火リスクが顕在化した初期の段階では，事前に策定され

た地域防災計画に基づいて，計画的な対応を行使することに一定程度の合理性が存在する．地域

防災計画が策定されれば，それに基づいて住民組織による避難訓練やリスクコミュニケーション

を通じて避難ルールに関する 1 つの社会的想定（以下，ベンチマークと呼ぶ）が形成される．し

かし，噴火リスクが具体的に顕在化し，災害の危機が目前に迫った場合，意思決定者は避難指示

を発令し，火山噴火の実態に即した E モードに移行せざるを得ない．避難指示の決定は，通常の

Ｎモードから，より緊急性の高い E モードにシフトするというモード変化に関するより上位の

意思決定（メタ意思決定）であり，それぞれの管理モードにおける意思決定とは異なる意思決定
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の原理が必要となる．すなわち，市町村長には，現前で展開する災害の発生が地域防災計画の想

定の範囲に収まるのか，あるいは想定外の異常事態であるかという高度な判断が求められる．こ

のような意思決定を行うためには，ベンチマークとなりうる避難ルールの設定と，そのルールが

有効となる領域（のちに，外延と定義する）をあらかじめ求めておくことが重要である．さらに，

想定の範囲から逸脱するような異常事態の想定とそれに対する対応方針についても検討してお

くことが必要である． 

以上の問題意識の下で，本章では災害時における避難指示が具備すべき規範的条件について考

察するとともに，避難ルールに関するベンチマークの設定と異常事態の生起を判断するための避

難ルール決定モデルを提案する．もとより，災害の種類により避難指示を決定するために考慮す

べき要因や避難指示の内容も多様に異なる．本章では，災害の中でも災害のハザードを予測する

ことが困難である火山災害を対象とする．火山災害の種類も多様であるが，本章では過去の噴火

実績が比較的蓄積されている有珠山による火山災害を念頭に置き，避難指示に関する意思決定の

合理化に資するような判断情報を作成する方法論を提案する．以下，4.2では，避難意思決定問

題の特徴を考察した上で，本章における分析課題を明確化する．4.3では，市町村長が決定する

避難ルールの規範性について考察する．4.4では，避難ルール決定モデルを提案する．4.5では，

有珠山を対象とした実証分析の結果を示す． 

 

4.2 本研究の基本的考え方 

4.2.1 既往研究の概要 

地震，台風，豪雨，火山噴火等の災害による損害を軽減するための危機対応策について，多

くの研究が蓄積されている．林 4)は，災害に対する危機管理を，時間的局面と対策の目標から

「被害防止」，「事前準備」，「事後対応」，「復旧・復興」の 4 局面に分けて捉えており，阪神淡

路大震災を教訓として，実際に災害が顕在化あるいは発生した後の危機管理における意思決定

の重要性を説いている． 

災害が顕在化した際に，生命を護るために最終的に残された手段が避難である．今日では，

さまざまな災害を対象としてリアルタイム情報技術が発達しており，これらの情報技術を用い

た避難誘導に関する研究が蓄積されている．例えば，片田ら 5)は，避難にかかる施策検討のた

め，津波災害シナリオ・シミュレータが必要であることを指摘し，行政の危機管理の効果の確

認や避難指示の規模を決定する方法論を提案している．また，津波災害のシナリオ・シミュレ

ーションが住民のリスク認知にもたらす効果を分析している 6)．梅本 7)は，アンケート調査を

実施し，津波からの避難過程における住民の意思決定行動について実証的に分析している．豪

雨災害に対しても，個人の避難行動に関するシミュレーションモデルが考案されている．豪雨

時には避難経路が浸水している可能性がある．片田らはこのような水害時における避難の状況

依存性について分析し 8)，避難勧告の際に，河川水位や堤防の状況に関わる情報，避難経路の

浸水状況といった付加的な情報を提供することが効果的であるとしている． 

火山災害では，噴火の兆候が現れてから火砕流などのハザードが発生するまでのリードタイ

ムに不確実性が存在するために，避難指示発令のタイミングや避難経路等の指示事項を決定す

ることは容易ではない．こうした問題意識から，藤井ら 9)は，積雪期における樽前山での大規

模な噴火を対象に，融雪型泥流に対して住民の自家用車による一斉避難の交通シミュレーショ
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ンを行い，避難シナリオごとに避難完了に要する時間を算定し，効率的な避難計画の策定に資

する知見を導いている．また，火山噴火はその活動が終息までに時間を要することが多く，災

害発生後における再噴火リスクを考慮しつつ，事後対応の合理化が必要となる．このような視

点から，石原は 2000 年 6 月に発生した三宅島での噴火事例を対象に，市町村長による対応が

住民の活動に及ぼす影響を時・空間的に把握する方法を提案している 10)．これらの研究は住民

の意思決定に着目しており，災害時における行政の役割には，焦点が当てられていない． 

発災時の市町村長による対応に着目したものとしては，中谷 11)が時間的制約のある災害対応

において迅速かつ適切な対応をとるための防災マニュアル作成の方法論を提案している．また，

地方自治体の職員は一般に 2～3 年で部署移動することが多く，防災知識や技能を維持・向上さ

せることが困難であるという問題がある．これに対して小山ら 12)は地震発生後からの応急対策

の過程をその震度に応じて整理し，防災に不慣れな職員でも迅速に対応可能できるようなモデ

ルを提案している．しかし，これらの研究は，行政による計画的対応に関わるものであり，E モ

ードにおいて実施される意思決定について考察しているわけではない． 

以上のように，既往研究においては，避難指示に関する意思決定に関する規範的な視点は欠

如している．このような中で，関ら 3)は有珠山噴火を対象として，火山災害時における危機管

理の意思決定構造を分析している．そこでは，危機管理における意思決定モードを N モードと

Ｅモードに区別するとともに，モード変化に関するメタ意思決定の構造と意思決定原理につい

て考察している 3)．筆者らの知る限り，危機管理におけるメタ意思決定の重要性をはじめて指

摘した研究であると評価できる．本章で対象とする市町村長による避難指示の決定は，関らが

定義する N モードから E モードへの変換を決定するメタ意思決定に対応している．このよう

なメタ意思決定の視点から，避難ルールにアプローチした研究はほかに見当たらない． 

 

4.2.2 避難実施に関わる市町村長の責任 

事前避難は，個人の意思でも実行可能な行為である．災害対策基本法第 60 条により，市町村

長には，災害時あるいは災害の恐れがある場合に，住民に対して避難を勧告あるいは強制する

権限が付与されている．個人の意思でも実行可能な事前避難行為に対して，公的介入が行われ

るようになった背景には，伊勢湾台風における惨事がある．事前避難の公的介入の権限を規定

している災害対策基本法 1)の立法趣旨には， 

避難のための立ち退きの指示等については，水防法，地すべり等防止法，警察官職務執行

法等の規定がある．しかし，災害時の様態や発令の用件，発令権者等がまちまちであり，

伊勢湾台風において惨事を招くことになった．そのため，住民に最も身近な市町村長に災

害全般についての避難勧告又は指示の権限を与え，事前避難のための立ち退きの勧告につ

いても規定することにより，住民の生命・身体の保護に万全を期することとした． 

とある．災害対策基本法 1)では，市町村長の権限を通じて，被害の軽減を図ろうとする一方，

避難の判断は，基本的には自己の責任で行うべしとする自己責任原則の考え方に基づいている．

自己責任原則は，個人の意思決定が 

 ハザード事象が生起する蓋然性の評価に関わるすべての情報に容易にアクセス可能であ

り，獲得した情報を適切に評価できる能力（合理的意思決定能力）を持つ 

 個々人の避難行動が，他の人々に影響を与えない（外部性の不存在） 



4.火山災害における避難指示と想定外リスク 

77 

 

 自らの力で避難することができる能力（避難モビリティ）を持つ 

という条件を満足するとき，個人の合理的な避難行動を通じてを避難行動の全体の最適化を導

くことができるため，望ましい責任原則となる．しかし，現実には以上の条件が成立すること

は困難であり，避難実施に関わる市町村長の役割は極めて大きい．特に，住民は災害リスクの

認知に関して正常化の偏見 13)を有するが，専門的知識を有しないことがさらに状況の楽観視を

助長する．市町村長の権限による避難指示により，楽観的バイアスに基づいた住民の行動を是

正し，より望ましい避難行動を履行させることが可能になる．また，避難行動が道路混雑を引

き起こす場合には，避難経路を指示することによって，避難行動を合理化することが求められ

る．また，高齢化の進展により，避難のためのモビリティを持たない人々に対して，行政がモ

ビリティの手段を補完することが必要となる．また，災害の状況を把握するためのさまざまな

情報観測技術及びリスク分析技術の発展により，行政と住民の間における情報ギャップも大き

くなっており，市町村長が発令する避難指示の役割が増加している． 

 

4.2.3 火山噴火の不確実性と避難指示の決定 

一般に，火山災害では，噴火現象の前兆を観測することが困難であるとされてきたが，研究

の進展や観測体制の充実化により，前兆現象の観測に向けた取り組みが強化されてきた．前兆

現象が観測されてから噴火に至るまでのリードタイムには多くの不確実性が介在し，時間的余

裕がまったくない場合から数時間，数日間の時間的猶予が存在する場合まで多様に分布する．

また，噴火のタイミングと規模，火口の位置といった噴火シナリオを事前に予測することは困

難である．このように火山噴火には多大な不確実性が介在することから，火山噴火の前兆現象

の観測に向けての取り組みを強化するとともに，避難が火山被害を回避するための有効な手段

となる． 

市町村長は，噴火シナリオの不確実性を排除できない中で，避難指示に関する意思決定を行

わなければならない．避難指示のタイミングが遅れたり，避難指示が発令されなかったために，

死傷者が出た場合には，その判断の適切性が問われる．また，避難生活は，身体的，精神的ス

トレスを伴う．現地で生計を営む家計や企業には，ビジネスの停止等による金銭的被害が発生

する．このため，市町村長による避難指示に関する意思決定は，ともすれば噴火シナリオが確

定した事後の時点において，その妥当性に関する評価に晒される． 

自己責任原則の下で個人が避難に関する意思決定を行うかどうかは，あくまでも個人的な問

題である．一方，市町村長が住民に避難指示を発令する場合，市町村長は自ら下す避難指示に

関する正当性を確保しておくことが求められる．ここで，避難指示の正当性（justifiability）と

は，市町村長が火山噴火リスクに関わる客観的な証拠に基づいて，避難指示に関する判断に至

った論理的根拠について説明可能であることを意味する．しかし，避難指示の妥当性に関する

判断の根拠が，住民と市町村長の間で共有されていなければ，住民が避難指示に従わない事態

や事後的に住民と市町村長の間で紛争が発生する可能性がある．避難指示の判断根拠や避難ル

ールに関して市町村長と住民の間で合意形成が図られ，その内容が両者の間で共有知識になっ

た場合に，市町村長が設定する判断根拠は正統性（legitimacy）14);15)を持つことになる．判断

の根拠を示すことが，合意形成の前提となる．この意味で，正当性は正統性の前提条件になる．

本章では，あくまでも正当性の観点から，避難指示に関する判断の妥当性を分析するための方
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法論を提示する．避難指示の正統性に関わる合意形成の議論は，将来の研究課題とする． 

 

4.2.4 現行の避難計画と想定外リスク 

市町村長が住民に対して適切な避難措置を講じる責任を負う中で，市町村ごとに災害に対す

る準備と発災後の対応に関する防災計画の策定が進められてきた．災害対策基本法では，都道

府県及び市町村に対して，地域防災計画の策定を策定する義務を規定している．例えば，本章

の実証分析の対象とする壮瞥町では，地域防災計画 16)において避難実施に関わる組織体制や計

画策定上のポイントが明記されている．しかし，地域防災計画における避難救出計画は，さま

ざまな災害を念頭に置いた避難計画策定のための考え方の大枠が示されており，必ずしも火山

災害のみを対象としているわけではない． 

火山災害に関しては，平成 20 年に「噴火時等の避難に関わる火山防災体制の指針」が策定さ

れた．指針では，平常時から噴火時の避難等の火山防災対策に関する共同検討を行う火山防災

協議会の設置や避難計画の策定を推進することが記載された 17)．指針の策定を受けて，平成 23

年 12 月には政府の中央防災会議において「防災基本計画」が改訂され，火山防災協議会による

一層の具体的で実践的な避難計画の共同検討が明記された．しかし，「避難計画の具体的な策定

手順がわからない」等の理由により，地方自治体が避難計画の策定のために国や関係機関の助

言が必要とされた．こうした背景から，内閣府により設定された火山防災対策の推進に関わる

検討会により，平成 24 年 3 月に，噴火時等の具体的で実践的な避難計画策定の手引 18)（以下，

手引と呼ぶ）が策定された．同手引では，避難計画を策定し，1）いつ，2）どこから誰が，3）

どこへ，4）どうやって，5）避難にかかる時間，という項目についてリストを作成することと

している．さらに，同手引は，火山災害では複数の市町村にまたがって影響が及ぶことが多い

ため，関係する市町村の広域的連携を実現するための火山防災協議会等の設置を求めている．

しかし，こうした避難計画の策定指針は策定した実効性向上に重点を置いており，策定した避

難計画そのものを評価する考え方に関しては言及していない．この事実は，わが国において，

市町村長による避難指示に関わる規範体系が確立していないことを示唆している． 

このように避難指示に関わる規範体系が確立していない環境の中で，特に論争の的となるの

が，想定外リスクへの対応である．災害シナリオを事前に想定し，その想定に備えるための対

策を講じたとしても，当該想定から外れた災害が起こらないとは限らない 14)．不確実な事象に

備えるための対策手段を合理的に選択するには，何が起こりそうかという不確実な事象に関す

る想定が不可欠である．しかし，不確実性が存在する限り，選択した対策手段では対応できな

い災害が生じる可能性を排除することは不可能である．選択した対策手段では対応できないよ

うな災害が起こりうることが避けられない場合，仮に想定を外れた事象が生じた場合でも，別

の対策手段により対処することができるような重層的対応が不可欠となる． 

ある災害リスクに対する避難計画を策定するために，災害ハザードの発生から住民による避

難行動に至る一連の過程を再現することを目的としたシミュレーションモデルが開発されてい

る．しかし，シミュレーションモデルを用いた既往研究では，ある特定の災害シナリオを事前

に想定するとともに，当該の災害シナリオの下における避難行動をシミュレートすることによ

り，避難計画の妥当性を検討することに留まっている場合が少なくない．本章においても，シ

ミュレーションモデルを分析的道具として用いるが，危機管理者の重層的対策を立案するため 
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図 4‐1  火山災害の進行過程と危機対応モード 

 

の分析的方法論を提示する点に新規性がある． 

 

4.3 避難ルールの決定基準 

4.3.1 危機対応モードのシフト 

火山災害において，前兆現象から噴火に至るまでのリードタイムには多大な差異が存在する

が，火山性微動のような火山活動の活発化を示す予兆が観測されるような火山災害では危機管

理過程を，図 4‐1 に示すように整理することができる．火山活動の活発化の兆候が見られる

初期段階では，火山災害がどのような噴火シナリオ（火口の発生箇所，規模，時期など）に従

って発生するかを知ることはできない．このため，火山活動の初期段階では，ハザードマップ

のように噴火シナリオを総合的に考慮したリスク評価の結果に基づいて，あらかじめ計画され

た対応策を実施することが合理的となる．すなわち，N モードによる危機管理対応では，将来

起こる可能性があるさまざまな噴火シナリオに対処できるように備えることが求められる． 

一方，噴火が顕在化する段階に入ると，市町村長は避難指示を発令し，人命保護を最優先し

て危機対応を講じることになる．このような E モードでは，現前で展開する状況から人命を保

護すべく，あらゆる手段が講じられる．火山噴火の危機対応プロセスでは，N モードから E モ

ードにシフトさせるタイミングが重要な課題となる．言い換えれば，市町村長による避難指示

の発令は，N モードから E モードへのモードシフトに関する意思決定に他ならない． 

市町村長の避難指示を契機として住民が避難行動に移ることが可能になるためには，「どのよ

うに避難すればいいか」ということに関して市町村長と住民の間で知識を共有化しておくこと

が必要となる．こうした避難指示に関わる市町村長と住民の間で共有化された知識を「避難ル

ール」と呼ぶこととする．市町村長と住民との間で，「ありうるべき災害のシナリオとそれに対

する住民の避難のあり方」に関する想定がベンチマークとして形成されることにより，災害時

における混乱を可能な限り抑制することが可能となる．このような共通知識の存在を前提とし

て，市町村長による避難指示の発令によって，どのような結果が生じるのかを合理的に推論す

ることが可能となる．逆に，「どのような噴火シナリオであれば当該の避難ルールで対応できる

のか，あるいはできないのか」を判断することも可能になる．避難ルールは平常時に策定され

るものであるが，ありうるべき災害シナリオの多様性に配慮しつつも，過去の災害事例の詳細

や噴火ハザードに関する科学的検討をふまえて，可能な限り幅広い災害シナリオに対応でき，

かつ効率的な避難ルールを策定することが求められる．それと同時に，このように設定した避 
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図 4‐2  市町村の意思決定過程フロー 

 

難ルールが有効な範囲をあらかじめ措定しておくことが求められる．ベンチマークとして想定

した避難ルールで対処できないような異常事態を事前に想定しておくことにより，万が一異常

事態が発生した場合における対応策を検討することが可能となる．このような異常事態に対す

る避難ルールに関して，どこまで情報公開すべきかに関しては，今後の研究の課題とせざるを

得ないが，少なくとも住民に対しては，想定外のことも生起しうる点については周知を図って

おく必要がある． 

以上の避難指示に関わる市町村長の意思決定の流れを整理すると図 4‐2 のようになる．ま
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ず，火山活動の活発化が観測された初期の段階では，N モードにより危機対応に関わる意思決

定が行われる．その後，噴火の恐れが差し迫り，噴火シナリオが具体化すると，避難指示を発

令し，対応モードを E モードにシフトする意思決定を下す．E モードへのシフトのタイミング

に関わる意思決定の適切性に関する評価基準は，4.3.2で議論する．E モードでは，現前で展開

する状況に対して，人命の保護を最優先として，危機対応に関わる意思決定を行う．このとき，

市町村長は，あらかじめ策定した避難ルールに従って避難指示を発令することが適切かどうか

を判断し，適切な場合には避難ルールに従って避難指示を発令する．そうでない場合は，異常

事態に対応するような避難指示を発令する．このような避難ルールの規範性に関しては 4.3.3

で議論する． 

 

4.3.2 モードシフトの規範的基準 

市町村長が火山災害の危機対応プロセスにおいて直面する第 1 の問題が，危機対応モードの

シフトに関する意思決定である．E モードでは，避難指示を発令し，住民の日常生活の自由を

制限する措置を伴う．したがって，市町村長による避難指示発令のタイミングの妥当性が常に

問題となる．避難指示発令のタイミングの妥当性は，E モードへのシフトに関する必要性を正

当化（justification）できるかどうかという問題に帰着する． 

危機管理に関わる意思決定者にとって，火山噴火という危機的状況においても，当事者一人

一人に対して「自分の命を護る」という最低限の選択の可能性を保証することが至上命題とな

る．近代市民社会は，個人の理性と自由意思による合理的選択に基づいて社会システムが機能

することを前提としている 14)．そこでは，外的世界の諸々の事象，すなわち「客体」の間にあ

る原因と結果の間に存在する規則性や法則性がシステムの構成要素として埋め込まれている．

個人は「主体」として，自由意思でもってそれらを参照しつつ，外的世界へ働きかける．通常

の理性と判断力を備えた人間であれば，自由意思の適切な使用によって回避できる類の損害に

対しては，自らの意思と責任でそれを回避しなければならない．しかし，火山災害を含む自然

災害においては，通常の理性と判断力を持った人間であっても，災害を支配する因果関係を把

握できず，それ故，予測不可能であるような事態が常に起こり得る．特に，火山噴火時には，

厳しい時間制約・情報制約の下で，避難行動をはじめとした状況判断や意思決定を迅速かつ的

確に行うことが求められる．市町村長は全員の生命を保証するという目的を大前提として，E

モードにシフトしない限りその目的が達成できないという事実に基づき，意思決定モードのシ

フトに関する意思決定を正当化できる． 

危機管理に関わる意思決定モードシフトの問題は，ある判断基準に基づいて最適な対策案を

求めるという問題ではなく，災害ステージの変化と対応して，当該の意思決定問題を定式化す

るための意思決定モードそのものを選択するというメタ意思決定問題である．メタ意思決定に

おいては，意思決定者自身が危機管理の根本命題に立ち返り，意思決定モードを N モードから

E モードへシフトさせることにより，当事者全員の人命を護ることが出来るという自らの信念

を正当化できるか否かが問われる．すなわち，火山噴火による危機的事態においても「自分の

命を護る」という選択肢を保証することが，危機管理に関わるメタ意思決定の妥当性を担保す

るためのメタ原則となる．現地の意思決定者は，こうしたメタ原則に基づいて，意思決定モー

ドの選択・変更に関する自らの決断を信じることに正当な理由があるか否かを判断する．この
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ように正当化された信念は，それ自体，意思決定モードの妥当性を評価するための高次の判断

基準（メタ基準）を表しており，「正当化された信念による判断基準」（“justified-belief”

judgment-guides）19)と呼ばれる．本章ではモードシフトのメタ基準として，「仮に噴火災害が

現実化した場合に，被災者が避難を終了する時間的余裕が存在するか否か」という基準を採用

する． 

現実に，火山噴火の兆候が表れ，噴火ハザードの危険性が高まった場合，市町村長は「どの

時点で避難指示を発令するか」を決定しなければならない．火山災害では，火山噴火が開始し

てから火砕流等による被害が発生するまえのリードタイムは極めて短い場合が多い．本章の実

証分析の対象である有珠山の場合でも，噴火とともに火砕サージが発生し，数分後には火山弾

が被害地域に到達している．したがって，予兆もなく噴火が突然始まったという危機的状況を

除いて，噴火の開始を待って避難指示を発令するという対応策は現実的でない．噴火の予兆が

現れると，市町村長，行政，火山噴火に関する専門家等で構成される災害対策本部が，噴火ハ

ザードの変化をリアルタイムで観察しながら，適切なタイミングで避難指示を発令するという

体制をとることになる．その場合，市町村長が避難指示を発令したのちに，地域遊民が避難を

完了するまでにどの程度の避難時間が必要になるかという情報が極めて重要になる．換言すれ

ば，噴火までに避難時間を確保するだけの余裕があるかということが，避難指示のタイミング

を決定する上で重要な条件となる．さらに，火口の位置から噴火による被害が発生するまでの

噴火シナリオがかなりの程度明確になれば，あらかじめ定めていた避難ルールで対応可能かど

うかを判断することとなる．噴火シナリオが事前の想定と異なる場合には，避難ルールを修正

するためにさらに余裕時間が必要となる．このような検討を効果的に実施するためには，市町

村長が避難指示を発令したときに，住民がどのような避難行動をとるべきかという避難ルール

を設定することが前提となる． 

 

4.3.3 避難ルールの規範的基準 

市町村長が火山災害の危機対応プロセスにおいて直面する第 2 の問題が，住民に対する避難

指示に関する意思決定である．避難ルールによって実行される避難対応は，対象とする火山の

過去の噴火実績や火山学の知識に基づいて，もっとも起こりやすいと考えられる火山噴火ハザ

ードとそれに対する対応方法を想定したものであり，平常時におけるリスクコミュニケーショ

ンを通じて市町村長と住民により共有されるべき情報である．避難ルールの実効性を高めるた

めには，ルールは可能な限り単純であることが望ましく，噴火ハザードのそれぞれに対して別々

の仕方で避難するといった個別的な対応をとるべきではない． 

E モードにおいて，住民等が迷いなく避難行動に移るためには，「いま，すぐに避難行動に開

始すべきか」，「どこに避難すべきか」の 2 つに対する答えを瞬時に判断することが必要となる．

住民がこのような判断を行うためには，事前に避難ルールとして，1）避難対象区域と 2）避難

シナリオを規定しておくことが重要となる．火口の位置をあらかじめ想定することは困難であ

るが，過去の事例や火山学等の知識に基づいて，あらかじめ火口の位置を空間的拡がりをもっ

て想定し，それによって複数の噴火シナリオの下で被災する可能性の高い地域を避難対象地域

として指定する．このように設定した噴火シナリオ群に対して，避難対象地域内に居住する住

民に対して避難先，避難経路，避難手段等の避難シナリオを規定する．本章では，このように
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ベンチマークとして想定する避難対象区域と避難シナリオで規定されるルールを避難ルールと

呼ぶ．さらに，避難ルールが満足すべき規範的条件として，無損害条件，危険回避条件，普遍

化条件を提案する． 

(1) 無損害条件 

避難の目的は，火山災害から住民の生命を保護することにある．したがって，避難ルールに

基づく避難意思決定は，1 人の死傷者も出さないという前提に立つことが求められる．このよ

うな市町村長による避難指示の判断は，すべての住民に対して公平でなければならない．この

ような避難ルールが満足すべき条件を，本章では無損害条件と呼ぶこととする．手引では，噴

火警戒レベル 5（避難）に引き上げられた場合，およそ数時間で噴火に至るとしている．実際

に，人命に危険が及ぶような噴火事象が発生するまでの時間的猶予は，火山の特徴や噴火特性

に依存する．交通シミュレーションを用いれば，ある避難ルールの下で，避難指示を発令して

から避難完了までに要する所要時間を計算できる．無損害条件は，避難に要する所要時間の目

標値を設定した上で，所要時間が目標値を下回るかどうかで評価できる． 

(2) 危険回避条件 

避難の目的は，危険な場所から離れ，災害の影響が及ばない安全な場所へ移動し，生命を保

護することである．火山噴火ハザードは極めて不確実性が高い事象である．避難開始から噴火

発生までのリードタイムを正確に予測するこは不可能である．したがって，火山噴火による災

害リスクが発生する可能性が高い地域を経由して避難するような避難経路を設定すべきでは

ない．すなわち，常に「より安全な地域に向かって避難する」という原則は，最終的に避難先

に到着するまでの移動経路においても適用されるべきである．理論的には，最終避難先に移動

するのに，より危険性が高い地域を通過していけば，他の経路に比べて早く到着する場合も起

こり得よう．しかし，危険回避条件は，このような状況においても，住民を一時的に高い危険

性に晒すよりも，常に安全な場所へ移動させることを優先させるべきであることを要求する． 

(3) 普遍化条件 

現実の火山噴火が事前の想定通りに発生するとは限らない．仮に，事前の想定とは異なる災

害ハザードが生起した場合には，避難ルールに基づく通常の避難対応とは異なる戦略的対応策

を講じる必要がある．避難対応の変更を余儀なくされる場合には，より多くの資源や人員を動

員し，住民の避難誘導を行うことが必要となる．市町村長は，現前で展開する状況に応じて，

避難ルールに基づく通常の避難対応策が想定する範囲内なのか，範囲外なのかを短時間で見極

めることが求められる．避難ルールは，通常の避難対応では対応できない状況を見極め，例外

的対応が必要な状況を認識するためのベンチマークとして機能する．したがって，設定した避

難ルールにより対応可能な噴火シナリオが多いほど，例外的対応が必要となる可能性は少なく

なる．以上から，設定した 1 つの避難ルールにより対応可能な噴火シナリオが多ければ多いほ

ど望ましいという普遍化条件を設定する． 

 

4.3.4 避難ルールの評価 

火山の噴火ハザードシナリオは無数に存在する．それに対して，住民が想定する避難ルール

は「どういう経路でどう避難するか」という単純なルールである．単純なルールをベンチマー

クとして想定する以上，そのような避難ルールを用いて可能な限り広範囲な噴火ハザードシナ 
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表 4 - 1  避難ルールの評価例 

 

 

リオに対応できることが望ましい．仮に，想定外の噴火ハザードが生起したとしても，できる

だけ避難ルールの変更が少なくなることが望ましい．表 4 - 1には，避難ルールの評価結果を

例示している．いま，火口が出現する可能性がある地点として 6 ケ所を考える．一方，避難ル

ールとして A，B，C という 3 つのルールを想定する．各火口において噴火が生起した場合を

対象として，噴火シミュレーションモデルを用いて噴火シナリオを作成する．一方，各避難ル

ールの下で，地域住民の避難行動をシミュレートする．その結果，対象とする地域において避

難が完全に終了するまでに要した避難時間を求める．その結果に基づいて，避難ルールが無損

害条件を満足するかどうかを判定することができる．また，対象地域の各地点からの避難経路

が危険回避条件を満足しているか判断する．避難ルール C はすべての火口から生じる噴火シナ

リオに対して，すべての地点の避難経路が安全経路条件を満たしている．しかし，当該地点に

おいて 3 時間以内に避難を完了すべきであるという基準が設定されている場合，避難ルール C

は無損害条件を満足しない．避難ルール A と避難ルール B は無損害条件を満たしている．さら

に，普遍化条件を考慮すれば，最も多くの噴火シナリオに対して危険回避条件を満足する避難

ルール B が望ましい避難ルールとなる．すべての噴火シナリオに対して，無損害条件，危険回

避条件を満足し，かつ最も普遍化条件を満足するような避難ルールが望ましい避難ルールとし

て選択される． 

 

4.4 避難ルール決定モデル 

4.4.1 噴火シミュレーションモデル 

本章では，火山活動に伴う土砂移動現象の中で危険性が高い火砕流を対象として噴火シナリ

オを作成する．火砕流は，火山噴火や溶岩ドームの崩落により供給される溶岩片，火山灰等が

火山ガスと混合して高温かつ高速で山腹斜面を流下する現象である 20)．噴火シミュレーション

モデルは，火砕流の流下現象を模式的に表現し，火砕流の到達区域を求めることを目的とする．

火砕流の発生要因として，主に噴煙柱の崩壊と溶岩ドームの決壊がある．噴煙柱が崩壊して発

生する火砕流に適したモデルには，エナジーコーンモデル 21);22)がある．エナジーコーンモデル

では，火砕物の総噴出量を与えることにより，地形との関係から火砕流の到達範囲を容易に求

めることができる．エナジーコーンモデルは，火砕流の落下が開始される高度と火砕流の到達

距離の関係を表したモデルであり，火砕流噴出時と流走のプロセスで消費されるエネルギーと

の間の力学的エネルギー保存則に基礎を置いている． 

一方，溶岩ドームの決壊による発生するモデルは，不連続変形法モデル 23)と連続体モデルに

大別できる．不連続変形法モデルでは，溶岩ドームの崩落により発生する岩塊 1 つ 1 つの移動

現象を計算するモデルである．これに対して，連続体モデルは，溶岩ドームの崩落により発生

火口1 火口2 火口3 火口4 火口5 火口6 避難時間

避難ルールA ○ ○ ○ ○ × × 2.5h

避難ルールB ○ ○ ○ ○ ○ × 2.8h

避難ルールC ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3.5h

注）○はそれぞれの避難ルールの下で，仮想的に想定した火口から噴火が生じた場合に，避難経路が危険回避
条件をすべて満足することを示し，×は満足しない避難経路が存在することを意味している．避難時間は対象
とする地域において避難が完全に終了するために必要となる時間を表す．
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する岩塊の流れを 1 つの連続する流体として計算するモデルであり，金谷モデル 24)や高橋モデ

ル 20)などが提唱されている．噴火シミュレーションモデルの選択にあたっては，対象とする火

山の噴火履歴で生じた火砕流の発生要因に基づく検討が必要となる．いずれの要因も可能性と

してあり得る場合には，複数の異なる噴火シミュレーションモデルを用いた検討を行うことも

考えられよう． 

本章の実証分析の対象とする有珠山では，2000 年の噴火の際に，火砕サージが観測されてい

るが，火砕流は生起していない 25)．火災サージとは，火砕流と似ているが，火山ガスの比率が

高いために，火砕流と比較して低密度である．火砕サージについては，広く認められたシミュ

レーションモデルが確立していないのが実情である．火砕サージ単体の到達距離は，最大でも

5km と火砕流と比較するとそれほど長くはない．また，火砕流本体から発生する火砕サージに

関しては，一般に火砕流本体より遠くに到達することが認められている．富士山ハザードマッ

プ検討委員会報告書 26)によると，火災サージの 90%程度が，火砕流本体部より，さらに 1km

程度以遠の範囲内に到達している．このように，火砕サージのシミュレーションは現段階では

困難であるが，単体であれば火砕流よりも到達範囲が狭いこと，火砕流本体から発生する場合

は，基本的には火砕流の一部と見なせることができる．以上の理由から，本章の実証分析では，

火砕流と火砕サージを明示的には区別せず，対象ハザードを火砕流としている．噴火シミュレ

ーションモデルとして，噴煙柱の崩壊による火砕流の影響を分析するために提案されたエナジ

ーコーンモデルを用いる．また，噴火シミュレーションのシミュレーターとして，産業技術総

合研究所が開発した GEVER 火山災害予測支援システム（http://volcano.gever1.org/vhazard 

/HazardAssessment/）を用いた． 

 

4.4.2 避難交通シミュレーションモデル 

避難交通シミュレーションモデルを用いて避難に要する時間と避難経路を再現する．避難交

通シミュレーションモデルは，マイクロモデルとマクロモデルに大別できる．マイクロモデル

は，追従行動などの移動体の相互作用に関する物理的メカニズムを明示的に考慮しており，マ

ルチエージェントシミュレーションを用いたモデルなどがこれに該当する．マイクロモデルは，

ネットワークの規模と避難者数が大きくなると計算負荷が非常に増大するという難点がある． 

一方，マクロモデルは，個々の移動体の相互作用を捨象して，車両行動を集計的な特徴に基

づいて，交通流を分析する．最も一般的なマクロモデルでは，リンク毎の交通容量を交通量‐

密度（Q – K）特性を用いて車両移動の計算を行う．Q − K 特性に基づくモデルでは，交通集中

に伴う速度低下及び渋滞現象を考慮することができる．典型的なマクロモデルでは，流体動学

モデルを援用し，空間上の流入－流出関係に基づいて，交通流を表現している．ただし，初期

のモデルでは，リンク上の移動体の集計量に基づいており，移動体の OD 属性を考慮できなか

った．こうした問題意識から，Daganzo27)は，異なる OD 属性の時空間移動を明示的に考慮可

能なセルトランスミッションモデルを考案した．また，近年では，SOUND28)のように，Q − K

特性に依拠しながら，個々の移動体を交通行動を明示的に考慮するメソモデルも開発されてい

る．災害避難時は通常時とは異なり，特に大都市においては，自動車と歩行者が錯綜し，交通

流の悪化を招くケースも少なくない．このため，花房等 29)は，歩車錯綜が生じるような場合の

シミュレーション方法を提案している．多様なシミュレーションモデルが存在する一方で，ユ

http://volcano.gever1.org/vhazard
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ニバーサルに望ましいものはなく，分析対象とする問題や実務的要請に応じて，柔軟に行われ

るべできある 30)． 

本章の実証分析の対象とする有珠山周辺地域は，地域住民のほとんどが自動車交通に依存す

る地方部であり，避難行動において自動車交通と歩行者が錯綜するとは考えにくい状況にある．

また，避難ルールの作成において避難交通シミュレーションを用いる目的は，避難ルールを構

成する非難経路の無損害条件，危険回避性条件を判定することにある．すなわち，自由避難を

実施した場合に，どの避難経路を選択するか，所与の余裕時間内にすべての住民が避難先への

避難を完了できるかを判定することが課題となる．このように避難交通シミュレーションの目

的がかなり限定されているため，マクロな避難交通シミュレーションモデルを用いることによ

り，所与の目的を達成できると考える．本章では，OD 属性の時空間的移動現象を表現可能な

セルトランスミッションモデルにより，避難時間を算定する． 

 

4.4.3 遡見による外延の設定 

災害避難に関する多くの既往研究は，ある特定の災害シナリオを想定し，地域住民の避難行

動をシミュレートすることにより，被災地域で展開する避難行動全体の安全性を検討すること

を目指している．このように，ある特定の災害事象を与件として，そこからある避難ルールを

採用したときに，どのような結果が生起するかを推論する行為を予見（prospect）と呼ぶ．こ

れに対して，ある特定の避難ルールに対して，そのような避難ルールにより，住民の安全性を

確保できるような災害生起パターンの集合を求めるという逆向きの推論行為を遡見

（retrodiction）と呼ぶ 31)．E モードでは，噴火シナリオが時々刻々と絞り込まれる過程で，現

前で展開される状況がベンチマークとなる避難ルールによって対応できるか否かを見極める必

要がある．このとき，意思決定者は，ベンチマークとなる避難ルールによって，どのような噴

火シナリオに対応できるかをあらかじめ知っておけば，判断が容易になる．本章では，ベンチ

マークとなる避難ルールで対応可能な噴火シナリオの集合を「外延」32)と呼ぶ．遡及に基づく

推論によって求めた外延に含まれる噴火シナリオの数ができるだけ大きくなるような避難ルー

ルが，普遍化条件を満足するような避難ルールとして選択されることになる．このように外延

に属する噴火シナリオすべてに対して，同一の最適避難ルールを対応させる操作を普遍化と呼

ぶ．一方，ベンチマークとなる避難ルールの外延に属さないような噴火シナリオは，想定外の

事象と判断できる 33)．このような想定外の噴火シナリオに対しては，それに対応した避難ルー

ル（以下，異常時対応ルールと呼ぶ）を検討しておくことが求められる． 

図 4‐3 は，予見による普遍化の操作と遡見による外延化の操作の関係を示している．図の

左側にある点は，噴火シナリオを示しており，本章の文脈では火口の位置を示していると解釈

できる．一番内側にある白抜きの集合は，火山学や過去の履歴から蓋然性が高いと見られる火

口位置の集合である．こうした蓋然性の高い火口の発生区域は 1 次スクリーニングとして抽出

され，火山災害リスクを効率的に検討するための警戒区域と位置づけられるこのように 1 次ス

クリーニングにより抽出された警戒区域を「1 次想定による警戒区域」と呼ぶ．1 次想定による

警戒区域を所与とした予見的推論から，普遍化条件を評価基準として，ベンチマークとなる最

適避難ルールを導出する．しかし，現実の火山噴火は，必ずしも警戒区域の中で発生するとは

限らない．事実，本章の実証分析でとりあげる有珠山の噴火の場合，現実の火口が警戒区 
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図 4‐3  １次，２次想定による警戒区域と外延 

 

域の縁辺部に出現した．このような事例を踏まえると，図 4‐3 に示すように，警戒区域の外

側に，噴火リスクは大きくはないが，しかし無視はできないような警戒区域を設定した方が望

ましい場合もありえよう．このように，追加的に設定する警戒区域を「2 次想定による警戒区

域」と呼ぶことにする．ベンチマークとなる最適避難ルールは，蓋然性の高い 1 次想定による

警戒区域を対象として選択することが望ましい．最適避難ルールの決定方法は 4.4.4 で詳述す

る．また，2 次想定による警戒区域も含めて，最適避難ルールにより無損害条件と危険回避条

件を満足するような噴火シナリオの集合である外延を検討しておくことも必要である．2 次想

定まで含めた外延を検討する方法は，4.4.5で詳述する．さらには，異常時対応ルールを検討し

ておく必要がある．異常時対応ルールに対しても，可能な限り多くの噴火シナリオに対応でき

るような対応策を選択すべきとする普遍化条件が適用できる． 

 

4.4.4 1次想定と避難ルールの決定 

避難ルールは，1 次想定による警戒区域を検討対象として，外延に含まれる噴火シナリオが

多くなる普遍化条件を満足するものが選択される．いま，避難ルールの代替案 i（i＝1，···，ｍ）

の集合をI ，1 次想定による警戒区域に含まれるメッシュの集合をK1と表す．エナジーコーン

モデルによる噴火シミュレーションを用いれば，n1＝#K1通りの噴火シナリオの下での被災範

囲を推定できる．火口の位置が k ∈K1の場合の噴火シナリオ（以下，噴火シナリオ k と呼ぶ）

の下で，避難ルールi∈I が無損害条件，危険回避条件の両方を満足する場合dik＝1 であり，そ

れ以外の場合はdik＝0 となるような変数を定義しよう．このとき，避難ルールiが無損害条件と

危険回避条件の両方を満足する噴火シナリオの数は， 

Di = ∑ dik

k∈K1

 

と表される．Diは，普遍化条件に基づき望ましい避難ルールを選択する指標となる． 
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図 4‐4  避難ルールの評価手順 
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なお，無損害条件では，避難に要する所要時間があらかじめ設定した目標値を下回るかどう

かが基準となる．噴火ハザードが現前化（火口の位置が判明）してから，現実に噴火が発生す

るまでのリードタイムには不確実性が介在する．したがって，火口の位置と同様に，リードタ

イムに関しても何らかの想定を設けざるを得ない．リードタイムに関する想定値に関しては，

既往の噴火履歴などを踏まえながら，例えば，最もリードタイムが短かった前例に基づいて決

定するなどの方法が考えられる．しかし，目標値以上のリードタイムが確保できるという保証

はない．したがって，市町村長は「設定した避難ルールが目標値のリードタイムが確保できる

前提において望ましい避難が可能である」という事実を考慮しつつ，その前提が成立しない場

合には，代替的な措置を講じる必要がある．以上の前提に基づくと，避難ルール選択のための

手順は，図 4‐4 のように取りまとめられる． 

 

Step 1 避難ルールの代替案を作成する．対象地域に居住する住民全員を避難指示の対象者

と考え，各地区ごとの避難先に関して複数の案を策定する．また，過去の噴火履歴

や火山学の知識等に基づいて，火口ができる可能性がある空間的範囲（1 次想定に

よる警戒区域）を決定する． 

Step 2 交通シミュレーションにより，Step 1 で設定した避難ルールiの下での避難所要時間

と避難経路を計算する．避難所用時間には，避難準備のための時間と，避難移動の

ために必要な時間の双方を含む． 

Step 3 避難所要時間が所与の管理時間より長ければ，任意の噴火シナリオに対して dik＝0

となるためDi＝0 とし，避難ルールi＋1 の分析のため Step 2 に戻る．避難所要時間

が所与の管理水準以内であれば，次の Step 4 に進む． 

Step 4 火口の位置を k ∈𝐾1として，噴火シミュレーションにより被災区域を計算する． 

Step 5 交通シミュレーションの避難経路と被災区域を照合し，危険回避条件を満足してい

れば𝑑𝑖𝑘＝1 とし，さもなければ𝑑𝑖𝑘＝0 とする．Step 4 に戻り，1 次想定による警戒

区域に含まれるすべてのメッシュに対して，危険回避条件に対して評価するまで繰

り返す． 

Step 6 Step 2 から Step 5 までをすべての代替案 i∈I についてDiを得るまで繰り返す．以

上の手順に基づき，すべての避難ルールiに対して，Diを求める．この時，最も大き

いDiの値をとる避難ルールi∗が最適避難ルールとなる． 

 

4.4.5 2次想定と外延の同定 

以上で求めた最適避難ルールi∗は，1 次想定として設定する噴火シナリオな中で，できるだく

多くのシナリオに対して無損害条件，危険回避条件を満足するような避難ルールを意味してい

る．しかし，選択された最適避難ルールが，1 次想定のすべての噴火シナリオに対して，無損害

条件，危険回避条件を満足する保証はない．さらに，1 次想定による警戒区域に含まれない区

域に火口が現れる可能性も排除できない．2 次想定として設定した噴火シナリオに対して求め

た最適避難ルールi∗は，2 次想定に含まれるいくつかの噴火シナリオに対しても有効である（無

損害条件と危険回避条件を満足する）場合もあろう．本章では，1 次想定，2 次想定の区別に関

わらず，最適避難ルールが有効となるような噴火シナリオの集合を外延と呼ぶ． 
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図 4‐5  ２次想定と遡見による外延同定の手順 

 

このような外延を同定する方法を提案する．2 次想定による警戒区域に含まれるメッシュの

集合をK2と表す．集合K2に含まれる要素の数は，n2 = #K2である．また，集合K1と集合K2の和

集合をK＝K1∪K2と表す．いま，噴火シナリオ k ∈K の下で，最適避難ルールによる避難行動

パターンが無損害条件，危険回避条件を満足するような噴火シナリオ k ∈Kの部分集合Sを定義

する．このとき， 𝑆は，当該避難ルールの外延を規定する集合であり，Sに含まれる噴火シナリ

オに対しては最適避難ルールを適用することになる．一方，集合F＝ K＼Sに含まれる噴火シナ

リオに対しては，最適避難ルールでは対応できず，代替的な，あるいは追加的な措置が必要と

なる．集合Fを想定外集合と呼ぶ．以上の議論を踏まえると，遡見に基づく避難ルールの対応可

能な噴火シナリオの外延は，図 4‐5に示す手順によって同定できる． 
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図 4‐6  異常時対応ルール決定の手順 

 

Step 1 図 4‐4の手順により，避難ルールを確定する．また，2 次想定による警戒区域K2を

決定する． 
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Step 2 火口の位置を k ∈K2として，噴火シミュレーションにより，被災区域を計算する． 

Step 3 避難ルールの下での避難経路と噴火シナリオ k の被災区域を照合させ，危険回避条

件を満足すれば k ∈Sとする．さもなければ，k ∈Fとする． 

 

なお，2 次想定まで含めた検討では，どのような基準で 2 次想定の範囲を決定すべきかとい

う問題に直面する ．2 次想定は過去の噴火事例と照合して，過去に生起した記録がなくとも，

科学的にはその可能性を排除できないような災害シナリオにより構成される． 

 

4.4.6 想定外集合に対する異常時対応ルール 

最適避難ルールの外延の外の区域で噴火が生じれば，避難経路の無損害条件，危険回避条件

を確保するために，最適避難ルールの修正が求められる．例えば，避難先や避難経路の変更，

避難手段を確保するための緊急輸送手段の活用などを講じなければならない．最適避難ルール

i∗が住民の避難方法のベンチマークとして地域社会に定着している場合，異常時対応ルールは

ベンチマークの修正を迫るものとなる．ベンチマークの変更を周知させるために，多くの人員

や資源を投入することが必要となる．したがって，最適避難ルールの修正を図るとしても，可

能な限り局地的修正にとどめることが望ましい．火山災害ハザードが生起し，噴火シナリオが

想定外集合に含まれることが判明した場合，市町村長は限られた時間の中で異常時対応ルール

を検討することが必要となる．このため，異常時対応ルールも可能な限り，普遍化条件を満足

することが望ましい． 

異常時対応ルールの代替案の集合を T と表す．また，代替案の数を m＝#T と表す．2 次想

定と外延を同定した段階で，最適避難ルールに基づいた避難経路が危険回避条件を満足しない

ような避難経路の集合や避難先，あるいは住民の居住地に関する情報が得られている．このよ

うな情報に基づいて，異常時対応ルールに関する代替案を設計することになる．想定外集合Fに

含まれる噴火シナリオ k ∈Fの下で，異常時対応ルール t ∈T により，無損害条件及び危険回

避条件を満足する場合d̃tk＝1 であり，さもなければd̃tk＝0 となるような変数d̃tkを定義する．こ

のとき，異常時対応ルール t により，無損害条件と危険回避条件の両方を満足する噴火シナリ

オの数は， 

D̃t = ∑ d̃tk

k∈F

                                   (1)  

と表される．避難ルールの決定の場合と同様に，D̃tの値の大きさは普遍化条件の観点から異常

時対応ルール t の望ましい程度を表す．この時，異常時対応ルールの決定は，次に示すような

手順で行われる． 

 

Step 0 図 4 – 5により，想定外集合F を同定する． 

Step 1 異常時対応ルールの代替案を決定・列挙する． 

Step 2 噴火シミュレーションにより，想定外噴火シナリオ k ∈F における被災区域を計算

する． 
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表 4 - 2  有珠山の噴火履歴 32） 

 

 

Step 3 異常時対応ルールの代替案 t ∈T により，噴火シナリオ k ∈F の下で無損害条件及

び危険回避条件を満たせばd̃tk＝1とし，さもなければd̃tk＝0とする．Step 2に戻り，

想定外集合F に含まれる噴火シナリオすべてに対して評価するまで繰り返す． 

Step 4 Step 2 から Step 3 をすべての代替案 t ∈T に対して，D̃tを得るまで繰り返す．この

時，最も大きいD̃tの値をとる代替案 t＊が最適な異常時対応ルールとなる． 

 

前述したように，ある避難ルールが有効な噴火シナリオの範囲を 1 つの集合として認識する

手続きを普遍化と呼ぶ．外延外の噴火シナリオ群に対して設計した異常時対応ルールでも，す

べての噴火シナリオに対応できる保証はない．以上のような普遍化の手順を繰り返せば，2 次

想定による警戒区域すべての噴火シナリオに対して異常時対応ルールを設計することができる． 

 

4.5 有珠山を対象とした実証分析 

4.5.1 実証分析の概要 

火山災害時の危機管理や意思決定に関する詳細な記録や資料が整理・公開されている事例は

それ程多くはなく，実際にどのような危機管理や意思決定が為されたかについては必ずしも明

らかではない．そうした中，2000 年に発生した有珠山噴火の事例では，現地の災害対策本部の

対応等，関係諸機関や関連する研究者の記録や検証結果が詳細に残されている 3)．有珠山は表 

4 - 2に示す通り，1910 年の噴火以降，約 30 年ごとに噴火を繰り返している 34)．2000 年の噴

火では火災サージによる甚大な被害が生じ，過去には火砕流も発生している． 

直近の 2000 年の噴火では，3 月 27 日午前から火山性地震が次第に増加し，28 日午後からは

山麓で有感地震が多発し始めた．同日，壮瞥町は災害対策本部を設置し，自主避難（避難準備）

の呼びかけを開始した．気象庁は 3 月 29 日 11 時 10 分に「今後数日以内に噴火が発生する可

能性が高い」との緊急火山情報を発表した．政府は，3 月 29 日 11 時 30 分，有珠山関係省庁局

長級会議を開催すると共に，有珠山噴火現地連絡調整会議（噴火後，非常災害現地対策本部）

を現地に設置し，専門家を含む関係機関の連携・協力を得ながら，災害対策を協議した．同日

13 時 30 分，壮瞥町で避難勧告が発令され，その後，18 時 30 分には，伊達市・虻田町（現在

は洞爺湖町）・壮瞥町の 3 市町で山頂噴火に備えて避難指示が一斉に発令された．その結果，3

月 30 日までには避難対象地区の住民全員がほぼ避難を完了した．そして，3 月 31 日 13 時 10

分頃，当初の想定より西側山麓の住宅街に近接した火口から噴火したため，虻田町では避難指

示区域を急遽拡大した．4 月 1 日 11 時 30 分過ぎには，有珠山北西側にある金比羅山西側山麓 

1663 3日 山頂 軽石噴火・火砕サージ

17世紀末 不明 不明 不明

1769 不明 山頂 軽石噴火・火砕流

1822 3日 山頂 軽石噴火・火砕流

1853 10日 山頂 軽石噴火・火砕流

1910 6日 北麓 水蒸気爆発・泥流

1943 6ヶ月 東麓 水蒸気爆発・マグマ水蒸気爆発・火砕サージ

1977 32時間 山頂 水蒸気爆発・マグマ水蒸気爆発・火砕サージ・軽石噴火

2000 4日 北西麓 水蒸気爆発・マグマ水蒸気爆発・火砕サージ・泥流

前兆地震継続時間 噴火地点噴火年代 噴火形態
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図 4‐7  1次想定および２次想定における警戒区域 34） 

 

でも新たな火口群から噴火した．4 月 9 日には，熱泥流が洞爺湖温泉小学校や市内の道路を流

れ，市街地に堆積しているのが確認された．2000 年噴火では噴火の事前予知により，約 1 万人

が噴火前に避難した成功例との評価もあるが，この噴火では想定外の位置からの最初の噴火に

より多くの住民が生命の危険に直面し，約 1 万人が混乱の中で避難あるいは再避難した． 

有珠山は過去の噴火事例でも明らかなように，事前に火口の位置を特定することが困難であ

るという特徴がある．本章では，有珠山噴火を事例としてとりあげ，将来に生起する可能性の

ある噴火に備えて，本章で提案した方法論の適用を試みる． 

 

4.5.2 噴火シナリオの 1次想定 

噴火シナリオを規定する要因は，1）火口の位置，2）噴石，水蒸気爆発，火砕流，土石流と

いった噴火の形態，3）噴煙で定義される噴火規模が挙げられる．これらの組み合わせにより多

様な噴火シナリオを想定することができる．本章では避難ルールの設定問題をとりあげており，

避難経路の安全性に多大な影響を及ぼす火口の位置を不確実な事象としてとりあげ，噴火シナ

リオを作成する．その他の要因に関しては，以下のようなシナリオを考える．まず，噴火の形

態としては，最も広範囲に影響をおよぼし，深刻な被害をもたらしうる火砕流（火砕サージを

含む）に着目する．火砕流と火砕サージは共に火砕物とガスが混合して重力に支配されながら

地表沿いに流れる互いに漸移的な関係にある．2000 年噴火では，火砕流は発生していないが，

防災上の観点からは両者の識別を行う必然性はないとされている 25)．また，噴火規模について 
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注）火砕流は水面上でも地上と同様に推進するため， 

火砕流到達範囲に湖域及び海域を含んでいる 

図 4‐8  １次想定における警戒区域から噴火した場合の火災流到達範囲 

 

は，過去の履歴の中での既往最大のものを想定する．過去に発生した 3 回の火砕流においては，

噴煙柱の崩壊により全方向に広範への流下が発生している 35)．したがって，火砕流のシミュレ

ーションモデルとしてエナジーコーンモデルを用いる．エナジーコーンモデルは，火口の位置，

噴煙崩壊の高さ，噴出物の動摩擦係数及び火山周辺地域の標高データを入力条件として火砕流

等の到達範囲をシミュレートする簡易シミュレーションモデルである． 

本実証分析では，火口の発生位置に関する不確実性に着目する．まず，避難ルール決定のた

めの 1 次想定として，図 4‐7に示す有珠山防災ガイドブック 36)に示される山頂噴火と山麓噴

火の両方を含む火口発生範囲を考える．その上で，1 次想定による対象区域を 60 個のメッシュ

に分割し，各メッシュの中心を火口として火砕流の到達範囲を計算する．噴煙崩壊高さは，有

珠山の既往最大である 500m に設定した．また，動摩擦係数については，有珠山の火砕流予測

を行った山元 37)の研究に基づき，μ＝0.25 を採用している．図 4‐8には，60 個の噴火シナリ

オの下で，火砕流が到達すると算定されたエリアを重ね合わせたものを示している． 

 

4.5.3 避難ルールの設定 

避難ルールは，市町村長が避難指示を発令した際の避難行動に関わる取り決めである．避難

ルールの構成要素としは，1）対象範囲，2）避難先，3）避難経路，4）避難手段を考える．有

珠山防災ガイドブック 36)（以下，ガイドブックと呼ぶ）では，火山噴火に伴う避難指示が発令

された際の各地区ごとの避難先が示されている．本章では，以下の手順に従い，ベンチマーク

となる避難ルール（以下，避難ルール 1）を設定した． 

まず，避難対象区域として，図 4‐8 に示す 1 次想定による警戒区域から噴火した場合に火
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砕流の到達が予想される範囲を考える．本章で実施した噴火シミュレーションによる火砕流到

達範囲は，ガイドブックの「火山噴火時の集合場所・避難所リスト」に示される対象地域と概

ね一致する．ただし，ガイドブックでは，洞爺湖町市街地区の一部（本町，栄町，旭町，高砂

町，大磯，入江・青葉・泉の一部）に含まれる地域が避難対象のリストに含まれていない．し

かし，本章の噴火シミュレーション結果では，当該地域も火砕流が到達する可能性は排除でき

ず，避難対象区域に含める． 

避難ルール 1 における各地区ごとの避難先は，ガイドブックで指定されているものに準じて

いる．ただし，ガイドブックでは，避難先として洞爺湖町市街地区の一部が含まれるが，上述

の通り，火砕流の到達予想範囲内であり，洞爺湖町市街地区の住民の避難先は豊浦町内に変更

している．避難先への経路が複数個存在する場合には，できるだけ山体から離れた経路を避難

経路とし，目的地までの距離的最短経路を避難経路として設定した．以上の考え方に基づき，

避難対象区域の居住ゾーンごとに避難先及び避難経路を決定した．以上の結果を避難ルール 1

として表 4 - 3に示す． 
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表 4 - 3  避難対象地区と避難先及び避難経路 

 

注）表中に示す避難経路の具体的な位置については，図 4‐9参照のこと． 
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  𝑛𝑖(𝑡 +1) =   𝑛𝑖(𝑡) +   𝑦𝑖(𝑡) −   𝑦𝑖+1(𝑡) 

 

注）赤いノードは避難交通の発生点を，青いノードは避難先を示す．また，２つの黒いノードの間

を結ぶ各リンクに対してリンク名を定義しており，「国」は国道を，「道」は道道を表している． 

図 4‐9  道路ネットワークと避難 ODノード 

 

4.5.4 道路ネットワークと避難時間 

避難対象区域の居住ゾーンと避難先を避難 OD ノードとする道路ネットワークを図 4‐9の

ように同定する．図 4‐9 において，赤いノードは避難交通の出発点を，青いノードは避難先

を表す．避難指示が発令されたタイミングで，現実的には，避難対象者が，上記ネットワーク

のリンク上に存在することもありえる．しかし，避難指示発令時の避難対象者の空間分布は，

無限に多様な可能性が存在するため，ある特定の分布を前提とせざるを得ない．本章では，避

難指示が発令された段階で，避難者のすべては，赤いノードのいずれかに含まれるものとする． 

交通シミュレーションモデルとして，Daganzo27)によるセルトランスミッションモデルを用

いる．セルトランスミッションモデルでは，リンクを等間隔のセルに分割し，交通現象を，セ

ルに含まれる自動車台数の時間軸上での推移としてモデル化する．いま，時刻 t において，セ

ル𝑖に含まれる自動車の台数を  𝑛𝑖(𝑡)と表す．セルに含まれる自動車台数の時間的推移を 

 

   𝑛𝑖(𝑡 + 1) =   𝑛𝑖(𝑡) +   𝑦𝑖(𝑡) −   𝑦𝑖+1(𝑡) 

 

と定義する．ただし，  𝑦𝑖(𝑡)は，時刻 t から t + 1 の間に，セルi − 1 から隣接するセルiに流入

する自動車の台数を表し， 

  𝑦𝑖(𝑡)＝min[  𝑛𝑖−1(𝑡) , Qi,,N −  𝑛𝑖(𝑡)] 



4.火山災害における避難指示と想定外リスク 

99 

 

で定義される．ここで，Qi,はセルiを含む道路の交通容量，N は当該セルに入ることができる自

動車の最大数を表す．実証分析では，Qi,を参考文献 38)に基づいて設定する．すなわち，2 方

向 2 車線道路に関しては，基本交通容量である往復合計 2500pcu（乗用車換算台数）/2 車線・

時間（1 車線分 1250pcu/1 車線・時間）を用いている．また，自動車の自由走行速度を時速 50km

と設定している．なお，避難 OD のノードを含むセルについては，当該セルに含まれる上限台

数の制約を無視して処理している．以上，隣接するセル同士の移動メカニズムを規定すること

により，各時点でセルに含まれる自動車数を計算できる．自動車のセル間移動現象を逐次計算

によりシミュレートすれば，すべての自動車が避難先ノードに含まれる時間を計算でき，避難

時間を求めることができる． 

 

4.5.5 1次想定と最適避難ルール 

1 次想定における警戒地域を合計 60 個のメッシュに分割し，それぞれのメッシュに噴火口が

出現した場合を想定し噴火シミュレーションを用いて合計 60 個の噴火シナリオを 1 次想定と

して作成した．火砕流は速い場合，秒速 100m に達する．有珠山の場合，山頂噴火の場合でも

最遠部まで 5km 程度であり，火砕流の流下開始から最遠部到達までの所要時間は 50 秒程度と

なる．したがって，現実的には噴火が始まると被災するまでにほとんど時間的余裕がないこと

が理解できる．このため，噴火に先立って，どの程度の時間余裕を見込んで避難指示を発令す

るかが重要な課題となる．噴火までの余裕時間を正確に予測することは不可能であり，ここで

設定する余裕時間とはあくまでも危機管理上の目標値を意味する．噴火までの余裕時間を目標

値として決定すれば，避難指示を発令する市町村長の課題は火山学者等の支援のもとで「噴火

まで所与の余裕時間が残されているかどうか」に関する判断を行う問題に集約されることにな

る．地域防災計画を策定する際には，余裕時間に関して入念な検討が必要となる．本章では，

1 つの目標値として余裕時間を 5 時間として設定する場合を考える．さらに，避難指示の発令

から避難行動に移るまでの準備のために 3 時間が必要であると想定すれば，対象区域において

時間以内に避難が完了するかどうかが避難ルールの無損害条件となる．当然のことながら，余

裕時間を変更すれば最適避難ルールも変化する．したがって，実務的には余裕時間と最適避難

ルールの関係を分析し，さらに火山学の知見を踏まえて，余裕時間を設定することが必要とな

る．しかし，本章では避難ルールを決定するための方法論の提案を目的としており，以下では

余裕時間として 5 時間（無損害条件として 2 時間）を想定して議論を進める． 

避難シミュレーションの結果，避難ルール 1 を適用した場合，避難対象地域において避難が

完了するまでに 2 時間 43 分を要することとなり，避難ルール 1 は無損害条件を満足しないこ

とが判明した．避難ルール 1 では，リンク国 37-a の所要時間が一番長く，洞爺湖町市街から豊

浦方面へ向かう避難者が国道 37 号に集中している．避難ルール 1 から避難時間を短縮するた

めには，国道 37 号を利用して豊浦方面へ向かう交通量を減らす必要がある．また，避難ルール

1 においては 1 次想定における 60 個の噴火シナリオのうち，12 個の噴火シナリオに対して安

全経路条件を満たさない避難経路が存在することも明らかとなった．このため，距離的最短経

路に対して次善の経路案を網羅的に組み合わせた避難経路代替案を作成し，無損害条件を満足

し，かつ避難完了時間が最短となるような避難ルールを求めた．その結果が，表 4 - 3に示す

避難ルール 2 である． 
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壮瞥町の洞爺湖温泉から久保内に避難する際， 

火砕流到達範囲に侵入することが分かる 

図 4‐10  危険回避条件を満足しない噴火シナリオ 

 

避難ルール 2 では，避難時間は 1 時間 58 分となり，無損害条件を満足する．避難ルール 2

では，洞爺湖町市街から豊浦方面へ避難する交通混雑を緩和するため，洞爺湖町市街のうち，

栄町・旭町・泉の 3 地区は道道 578 号を経由して月浦に避難することを想定している．国道 37

号を利用する避難者が減少するため，国道 37 号の走行時間が短縮される．一方，月浦方面へ向

かう道道 578 号（道 578-a・道 578-b）の走行時間は若干増大するものの，避難完了までの時

間には影響しない．避難ルール 2 では，1 次想定における 60 個の噴火シナリオのうち，16 個

の噴火シナリオに対して危険回避条件を満たさない避難経路が存在することが判明した．図 

4‐10 に示すような噴火シナリオが発生した場合，壮瞥町側の洞爺湖温泉地区から久保内へと

避難する避難経路が危険回避条件を満足しない可能性が大きくなることが判明した．したがっ

て，壮瞥町の洞爺湖温泉地区の住民を洞爺湖町の月浦に避難させる避難ルール 3 を設定した．

このとき，避難時間は，避難ルール 2 の場合と変わらず 1 時間 58 分を維持できる一方，危険

回避条件を満たさない噴火シナリオの数を 16 個から 5 個まで減らすことができる．以上の分

析結果より，1 次想定における危険区域において噴火口が発生するような状況に対しては，避

難ルール 3 が最も普遍化条件を満足するため，1 次想定における最適避難ルールとしてルール

3 を選択することとする．しかし，この場合でも，噴火シナリオによっては，避難経路が危険回

避条件を満足しない場合が残されており，最適避難ルールでは対応できない噴火シナリオに対

する異常時対応ルールを設定しておく必要がある．異常時対応ルールが必要となる噴火シナリ

オを図 4‐10に一括して整理している．これらの噴火シナリオに対しては，地形・地勢上の条

件やネットワークの特性から，異常時対応ルールとして避難先・避難経路の変更を余儀なくさ

れる．しかし，避難方法の変更が発生する集落は空間的に限られており，異常時対応における

避難ルールの変更は局地的対応に限定される．対象地域全体としては，最適避難ルールの社会

的実装化を進展させるとともに，想定外の噴火パターンが生起した場合，避難ルールの変更可

能性について周知が必要である． 

 

 



4.火山災害における避難指示と想定外リスク 

101 

 

 

注）上記のメッシュ分割された空間は，図 4-7に示した 1 次想定及び 2 次想定による警戒区域に対応している． 

白いメッシュは 1 次想定における警戒区域を，グレーのメッシュは 2 次想定における警戒区域を示してい

る．黒いメッシュに火口が発生した場合，避難ルール 3 では，危険回避条件を満足しない避難経路が存在す

ることをしめしている．黒いメッシュに示される地名は，危険回避条件を満足しない避難地域を示しており，

当該地域の避難者には異常時対応ルールを別途検討する必要がある． 

図 4‐11  ２次想定と外延 

 

4.5.6 2次想定と異常時対応ルール 

1 次想定による警戒地域を拡大して，2 次想定による警戒区域（図 4‐11にグレーで網掛け

したメッシュ）から噴火が発生した場合を考える．遡見手続きにより，最適避難ルールでは危

険回避条件を満足しない避難経路が存在する噴火シナリオを特定できる．図 4 – 5に示した手

順に従って分析した結果，図 4‐11の黒塗りのメッシュから噴火が生じた場合に，危険回避条

件を満足しない避難経路が存在し，異常時対応ルールが必要となることが判明した．同図には，

1 次想定において，異常時対応が必要となるメッシュ集合も併記している．これらの集合が

4.4.5で言及した想定が集合Fに該当する．逆に，同図において白塗りのメッシュにおいて噴火

が発生した場合には最適避難ルールで対応が可能であることを意味している．これらのメッシ

ュは，4.4.4で定義したような最適避難ルールが有効となる噴火シナリオの集合（外延）に該当

する．図 4‐11には，各メッシュで噴火が発生した場合に，異常時対応ルールが必要となる居

住地域を併記している．例えば，長方形の左側に黒塗りのメッシュがあり，「泉・栄町・旭町」

と記されている．これは，有珠山山頂から西方に火口が生じる場合は，洞爺湖町市街の泉・栄

町・旭町から月浦に向かう経路が危険であることを示している．さらに，2 次想定まで拡大し

た場合では，例えば，長方形の右上隅に黒塗りのメッシュが存在しており，「壮瞥温泉・昭和新

山」と記されている．これは，有珠山北東側から噴火した場合，壮瞥温泉・昭和新山から南久

保内に向かう経路が危険回避条件を満足しない．このように噴火口の位置によっては，最適避

難ルールのみでは避難経路の危険回避条件を確保できない居住地が存在し，異常時対応ルール

が必要となる．特に，壮瞥温泉・昭和新山から南久保内に避難するというルールは，避難先を
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壮瞥町内で完結させることを前提としている．壮瞥温泉・昭和新山区域で噴火した場合，市町

村を越えた避難先の確保という広域的対応の必要性を示唆している．なお，異常時対応ルール

が必要となる居住地域は，一部地域に局地的に存在する．異常時対応ルールが必要となる居住

地域に対しては，最適避難ルールの他に異常時対応ルールを適用する可能性について，行政，

地域住民の双方に事前周知が必要である． 

 

4.5.7 実践への示唆 

避難ルール 1 は，おおむね現行の地域防災計画に基づいて避難先を決定し，地域住民が自由

経路選択に基づいて避難する場合を想定している．避難ルール 1 は 2 つの重要な課題を有して

いる．1 つは，第 1 次想定における危険区域に火口が出現した場合，火砕流により被災を受け

る可能性がある区域に現行の避難先が指定されている点である．このため，避難ルール 1 を作

成する際に，現行の地域防災計画とは異なる地点に避難先を設定している．また，地域住民が

自由に避難経路を選択した場合，国道 37 号線に交通量が集中し，渋滞が発生し避難に多大な時

間を要することである．したがって，最適な避難行動を実現するためには，洞爺湖町の泉，栄

町，旭町の住民には，国道 37 号線ではなく，道道 578 号線を利用するように誘導することが

必要となる．災害時には平常時より多くの自動車交通量が発生する．したがって，地域住民が

災害時に発生する混雑を予知することは困難である．したがって，これらの地域の住民に対し

ては，平常時から火山災害時には，同迂回経路を利用するように情報共有化を達成しておく必

要がある．また，壮瞥町の洞爺湖温泉の住民には，避難経路の危険回避条件を満足するために，

道道 2 号線及び国道 230 号線（道 2-a・道 2-b・国 230-a）（図 4‐9参照）を利用することを推

奨しておくことが必要である．このように，ベンチマークとなる避難ルールは，一部の地域に

おいて，住民の自由な判断では選択されない経路を利用することが前提となる．このため，非

常時において地域住民との間で十分な議論を行い，ベンチマークとなる避難方法について周知

徹底させておくことが求められる．一方，図 4‐11に示したように，噴火シナリオによっては，

ベンチマーク避難ルールを採用することが不可能であり，異常時対応ルールが必要となる．こ

れらの噴火シナリオでは，道路ネットワークの形態や地形・地勢的条件により，避難先もしく

は避難経路の変更が必要な集落が存在する．しかし，このような異常時におけるルール変更は

局地的対応に限定されることに留意する必要がある．すなわち，対象地域全体において，最適

避難ルールの社会的実装化を進展させるとともに，空間的には限定的であるが，想定外の噴火

事象が生起した場合には避難ルールの変更が起こりうることを当該地域の住民が理解するよう

な努力を図る必要がある． 

 

4.6 結言 

本章では，火山災害における市町村長による避難指示に関わる重要な意思決定項目の 1 つであ

る住民の避難先ならびに避難経路を指定する避難ルールを作成するための方法論を提案した．市

町村長が限られた時間の中で，避難指示に関する意思決定を行うためには，地域防災計画のよう

にあらかじめ避難指示に関わる行動計画を立案しておくことが必要である．特に，避難ルールに

関しては，事前に地域住民との間でリスクコミュニケーションを蓄積し，社会全体で共有化され

た避難想定（避難ルール）をベンチマークルールとして確立することが重要である．避難ルール
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は，行政，地域住民の間で共有化される必要があり，可能な限り簡単なルールであることが望ま

しい．このような観点から，本章では望ましい避難ルールが満足すべき条件について考察し，無

損害条件，危険回避条件を満足しつつ，可能な限り普遍化条件を満足するような最適避難ルール

を作成するための方法論を提案した．また，最適避難ルールで対応できるような噴火シナリオの

集合を遡見手続きにより外延として設定する方法を提案した．さらに，外延に属さないような噴

火シナリオが生起した場合には，ベンチマークルールは有効ではなく，異常時対応ルールを適用

せざるを得ない．本章では，異常時対応ルールを作成する方法論も併せて提案している．最後に，

本章で提案した方法論を有珠山の噴火災害に適用し，方法論の有用性を考察している． 

火山噴火時における避難ルールに関する研究は緒についたばかりであり，今後に多くの研究課

題が残されている．本章で提案した避難ルール作成の方法論に関しても，以下の課題が存在する．

第１に，本章では避難開始から噴火までに要する余裕時間として 2 時間を想定した．余裕時間が

変われば，最適避難ルールも変化するため，余裕時間に関する感度分析が必要となる．ただし，

余裕時間が短くなれば，実行可能な避難ルールが存在する可能性がある．このような限界的な余

裕時間を求めたり，余裕時間と最適避難ルールの関係に関する情報を集約しておく必要がある．

第 2 に，本章は，避難ルールの作成のための方法論開発に焦点をあてており，噴火シミュレーシ

ョンモデル及び避難交通シミュレーションモデルとしては，比較的簡単な計算で分析できる既往

のシミュレーションモデルを用いている．これらのシミュレーションモデルの高度化を通じて，

分析結果の精度を向上させる必要性があることは論をまたない．また，シミュレーションを用い

た分析結果の信頼性評価は重要な課題であるが，本章では議論の対象としていない．今後，シミ

ュレーションモデルの信頼性も含めて方法論全体としての信頼性評価の方法論を開発する必要

がある．第 3 に，本章は有珠山における火砕流災害を念頭においた避難ルールの作成問題を対象

としているが，他の火山に対しても，それぞれの火山の噴火特性に応じた避難ルール作成方法を

開発する必要がある．最後に，本章では計画情報の送り手である市町村長の立場から，避難指示

で想定する非難ルールに関して規範的な分析を行ったものである．言い換えれば，本章は，避難

ルール決定の正当性のみを対象としており，避難ルールがどの程度地域住民に受容されているか

という正統性の問題は考慮していない．避難ルールの正統性を獲得するためには，平常時におい

て地域住民との間でリスクコミュニケーションを蓄積し，避難ルールの社会的実装をめざした合

意形成の方法論について研究する必要がある． 
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5. 災害応急対策支援のためのオントロジーを用いたマクロ討論分析 

5.1 緒言 

自然災害の対応，特に災害応急対策の現場においては，非日常的でかつ変化する状況下におい

て，時間や情報等の厳しい制約のもとで，可能な限り専門的な知見に基づいて，住民の生命等に

直結する避難等の意思決定を迅速に下さなければならない．しかし，意思決定者は，住民等の生

命に直結する避難等の意思決定にあたって，その正統性が求められるが，その判断基準の妥当性・

正統性等に関する議論はほとんどなされていない．さらに，災害応急対策の意思決定の妥当性等

の評価は，災害後に結果論として評価せざるを得ない性格を持っている．このため，意思決定者

は，迅速な対応が求められる災害発生時の応急対策において，特に人命に直結する避難等の意思

決定の判断をすることが非常に困難となっている． 

本章は，災害応急対策における意思決定の正統性を評価するために，災害後に観測される新聞

報道の内容を分析し，その全体像を把握するための方法論を提案する．オントロジーの概念を援

用して観測される発言や記事の内容を概念化し，その内容を体系的に把握する．その上で，避難

指示の発令や解除などの意思決定の場面において考慮すべき項目を整理し，過去に行われた災害

応急対策における意思決定プロセスに関する正統性の評価や，今後想定される災害における有効

な災害応急対策の立案に資することを目指す． 

以降，5.2では，現在的な危機管理の困難性を踏まえつつ，社会的意思決定が正統性を確保す

るための理論的枠組みを整理し，アカウンタビリティの概念を援用して考慮すべきマクロ討論に

ついて検討し，人々の要求表現を網羅的に把握することがマクロ討論領域の正統性要件となるこ

とを説明する．5.3 では，5.2 の議論を受けて，マクロ討論を分析するための方法論について説

明する．災害応急対策では，未来の災害に対して予測困難であるため，対策事項は一般的な概念

である必要がある．そこで，本章では，情報学で用いられるオントロジーを導入し，マクロ討論

内容を抽象化し，一般的な概念として把握する方法を提案する．5.4では，2000 年有珠山噴火を

対象に本章の方法論を適用し，当時の意思決定のマクロ討論領域における正統性要件に関して評

価すると共に，本手法の適用可能性について考察する．5.5では，本章の成果と課題を取りまと

める． 

 

5.2 本研究の基本的考え方 

5.2.1 災害危機管理と意思決定 

現在，科学技術の進歩により，自然災害だけがリスクを孕むものではなくなってきている．

記憶に新しいものでは，東日本大震災では，地震・津波被害自体が甚大なものであったが，そ

れだけではなく，原子力発電所の放射能漏れによる被害も非常に大きい．このように，高度に

科学技術が進歩した我が国では，災害リスクに対して高度な知識が要求されるだけでなく，多

様な専門的知識が要求されるようになってきた．しかし，災害危機管理において，ますます専

門家の必要性が増加している一方で，専門家だけでは対処しきれないほどに問題が複雑化して

きている． 

小林は専門家の限界を認めつつも，危機管理を専門家，意思決定者，市民を含む社会全体で

取り組むことの重要性を指摘している 1)．非専門家によるリスク認知にバイアスがあることは

広く認められている一方で，専門家が完璧ではないこと，並びに地域住民しか持ち得ない経験
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的知見が危機管理に有用な場合があり，これらステークホルダーがそれぞれの役割を十分に発

揮し，危機に対処するための制度が重要となる．自然災害の危機管理において，意思決定者が

限りなく専門的知識に基づいた意思決定に自分自身で正当性（justice）を認めたとしても，そ

の影響を受ける人々からその正統性（legitimacy）を認められるとは限らない．その結果，利害

関係者に本来の意図が伝わらず，意思決定者と人々との間で対立が起きる等の思わぬ結果を招

きかねない．予測困難な自然災害に対して，意思決定者を始めとする権限圏は，専門家による

助言を参考に科学的・客観的な予想されるリスクの原因や条件に対して想定を置き，その結果

どのような問題が生じるのか予見し，必要な対策事項を構築することが重要となる一方で，リ

スクの想定事項を広く人々と共有し，権限圏の判断に対する正統性を確保することが重要であ

る． 

Pitkin2)は代表の概念について，「代表という活動行為の本質は，代表される者の利害関心

(interest)を‐その代表される者は，自らの名の下になされたことに反対しないという仕方で，

行為や判断を行うことができる人である，と理解されている限りで―促進するという行為に存

するように思われる．代表者がすることは，彼の依頼人の利害関心と矛盾してはならないのだ

が，代表者がそれをなす方法は，依頼者の願望(wishes) に応答的(responsive)でなければなら

ない．依頼者の願望に対して実際に，そして文字通りに応答する仕方で，代表者が行為する必

要はないのだが，その行為のなかに依頼者の願望が潜在的に意義をもつものでなければならな

い．」と述べている．山岡 3)はこの代表の概念に関する応答性がアカウンタビリティと関連する

としている．以上のようなアカウンタビリティの考え方に基づけば，委託者である市民の要望

や要求に，受託者である行政が応答すれば政治的アカウンタビリティ要件を果たすことができ

ると考えられる． 

しかし，自然災害を完全に想定することは現実的に困難であるため，権限圏と公共圏の間で

十分な共通認識を構築しておくことが重要となるが，一度災害が発生してからでは，そのよう

な時間的余裕は無い．このうな自然災害の危機管理の困難性を考慮した上で，災害応急対策の

意思決定がどのようにしてなされるべきかについて以下で考察する． 

災害応急対策に関わる社会的意思決定は，多様な利害関心を持つ人々に一様に影響を及ぼす．

特に避難指示等の意思決定は，直接的な災害の影響を防ぐことには有効だが，一方で，避難生

活によって結果的に不利益を被り，不満に思う人々も出てくることが考えられ，全ての利害関

係者を満足させるような意思決定をすることは実質的に不可能である．そこで，どのような判

断の原則や基準によって意思決定が妥当なものとして認められるのか，すなわち正統性を担保

できるのかが重要となる．さらに，災害応急対策における意思決定は，十分に検討する時間的

余裕が無い中で，人命に関わる意思決定を下さなければならない．しかし，その判断の妥当性

は結果的に評価されざるを得ず，正統性を担保するための制度や構造が何も無ければ，意思決

定者が判断を躊躇してしまいかねない．今後，住民避難等の意思決定を災害の状況に応じた機

動的で効果的なものにしていくためには，正統性の拠り所となる制度の構築が望まれる． 

 

5.2.2 意思決定の妥当性と議論の正統性 

羽鳥ら 4) は，社会的意思決定の正統性に関し，実用的正統性，道徳的正統性，認識的正統性

の３つのサブ基準を示すと共に，ミクロ討論領域，マクロ討論領域，ミクロ－マクロ討論領域
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の概念を用いて，社会的意思決定に正統性を付与するためのあるべき討論の要件について整理

している．ミクロ討論領域（権限圏）では，会的意思決定を判断する権限圏や有識者委員会な

どの公式な討論が行われる．ここでは，できる限りの専門的知識に基づく厳密性を追求した討

論が行われる．マクロ討論領域（公共圏）では，メディア上での言論や日常の会話などの流動

的な非公式の討論が行われる． 

ここでは，人々は権限圏から提起された当該社会基盤整備に関して想定される影響や効果に

対して自らの利害関心に基づく適切性に関する意見形成を行う．ミクロ－マクロ討論領域では

PI (Public Involvement) などのミクロ討論とマクロ討論の橋渡しを行う討論が展開される．ミ

クロ－マクロ討論では，厳密性を追求する権限圏と適切性によって判断する市民の間の乖離し

た認識フレームを相対化することが求められる．意思決定の妥当性は，ミクロ討論における正

統性とマクロ討論における正統性で判断されることになる． 

 

5.2.3 意思決定における正統性確保のための理論的枠組み 

社会的意思決定の正統性に対する規範的評価に関する研究として羽鳥ら 4) の研究がある．こ

の研究では，社会基盤整備の計画決定を対象に，公的な意思決定のための公的討論に関する正

統性について議論している．羽鳥らは，多義的な正統性の概念を Suchman の定義を採用し，

「ある主体およびその行為を，規範，価値，信念，定義等が社会的に構造化されたシステムの

なかで，望ましく妥当であり，あるいは適切であるという一般化された認識」としている．本

章で検討すべき正統性概念と合致していると考えられ，本章でもこの定義を採用する．羽鳥ら

は，社会的意思決定の正統性を確保するうえで討議(discourse) が本質的な役割を果たすとする，

Habermas の提唱した討議倫理(discourse ethics) に基づいて，社会的意思決定に関わる正統性

の要件について考察している．Habermas によれば，討議とは一般に「問題化した妥当性要求

をテーマとし，それの正統性を目指して試みられる議論という特徴を持つコミュニケーション

形態」を意味する．討議過程において，討議参加者は互いに自分の見解の妥当性を要求し，そ

の相互承認を得ることを目指す． 

権限圏ではできる限り専門的な知見を基に客観的な当該の社会基盤整備に関する影響や効果

を想定するのだが，それらを形式的に市民に周知したとしても，その全てが理解されることは

難しい．人々が十分な理解が無いままで意見形成をした場合，そうでない場合に比べて不当な

結果をもたらしてしまいかねない．一方で，専門家が完璧にその影響や効果を想定できるとは

限らない．地域住民しか知りえない経験的知見を見落としてしまう可能性を排除することはで

きない．ミクロ－マクロ討論はこれら 2 つの意味での権限圏と公共圏の間の溝を埋めることが

期待される． 

災害応急対策においても，権限圏において社会的意思決定がなされ，その影響が多種多様な

利害関心を有する不特定多数の人々に及ぶという特徴から，社会基盤整備を想定した羽鳥らの

研究を参考にすることができる．羽鳥らの研究は，平常時を対象としたものであるが，緊急を

要する災害危機管理における意思決定の正統性を担保するための要件に関する既往研究として，

ら 5)の研究がある．関らの研究は，羽鳥らの正統性確保のための理論的枠組みを基本とし，災

害応急対策特有の意思決定までに時間的余裕がなく，意思決定までの前提条件が時間とともに

変化していくという自然災害の特性を考慮した正統性の要件について考察している．本章の枠 



5.災害応急対策支援のためのオントロジーを用いたマクロ討論分析 

109 

 

表 5 - 1  意思決定に関わる正当性要件 

 

 

正統性に関する項目 要件

実用的正統性 ＜関連する人々の利益の増進に繋がることが必要＞

道徳的正統性
＜行為が正しいかどうかという評価＞
・不利益を被る主体や環境に対する十分な配慮
・負の影響の及ぶ範囲の縮減と影響を緩和するための対策

認識的正統性

＜利益や評価ではなく社会的に必要性が認識されていること＞
・特に重要な認識的正統性を確保するための手段
・理解可能性(結果が予測可能，行為の内容と結果が分かりやすい)
・当然性(行為と結果に対する十分な議論と検討，社会が当然のこととして
受容)

討論的代表性 ・どの様な議論・討論が行われているのかの俯瞰的・網羅的把握

メタ合意 ・社会の中で合意と不合意の形成に関する高次元の合意

メタ討論
・討論的代表性の吟昧
・間主観的合理性の担保
・メタ合意(主観的領域)と意思決定(客観領域)の整合的な関連

権限圏と公共圏の役割分担原則 ・権限主体と一般市民の間で権限内容に関する相互理解と意味の共有化

アカウンタピリティ要件
・専門的知識の厳密性と適切性に関する議論を区分することが重要
・公共圏における利害関係者が，権限圏における専門的議論の内容を理解
できるという可能性条件を確保することが重要

公開性要件 ・公的討論の内容を公共圏一般に広く公開

参考文献5)を参考に，筆者らが作成

ミクロ討論(公的討論)
(権限圏，公式)

マクロ討論
(公共圏，非公式)

ミクロ－マクロ討論
(ミクロ・マクロの補完)

討
論
シ
ス
テ
ム

理論的枠組み
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組における意思決定の正統性と討論システムとの関係を関ら 5) に基づいて整理したものを，表 

5 - 1に記載する．同表に記すように，マクロ討論における正統性評価のためには，討論的代

表性，メタ合意，メタ討論，という 3 項目について検討する必要がある． 

後に 5.3.3 で考察するように，オントロジーの構築を通じて，同表のうち討論的代表性とメ

タ討論の項目に関してマクロ討論の正統性を評価することができる． 

 

5.2.4 既往研究の概要と本研究の位置付け 

これまで災害応急対策の意思決定の判断基準の妥当性・正統性等に関する議論はほとんどな

されていない．その要因のひとつは，災害応急対策にあたり，情報や記録・資料などの整理あ

るいは公開されていないため，研究や議論の対象になりにくいことがあげられる．関らは災害

対策現地本部等の記録 6) が詳細に残されている 2000 年有珠山噴火の災害応急対策に関して意

思決定の正統性について考察している．関らの考察では，正統性の３つのサブ基準や，ミクロ

討論領域，マクロ討論領域，ミクロ－マクロ討論領域における正統性の要件が，実際の有珠山

噴火に関わる意思決定の過程で満たされていたか，事実関係を基に定性的に評価している．し

かし，マクロ討論領域における正統性要件の中で，公共圏と権限圏の整合的な関連を主観的に

評価しているため，客観性に課題がある．また，マクロ討論領域の正統性要件並びに，アカウ

ンタビリティ要件を評価するためには，公共圏に存在する可能な限りの討論を分析し，権限圏

の討論内容との関連を定量的に分析することが必要である．本章は，この課題を解決するため

にマクロ討論を定量的に分析する方法を提案する．本手法は，危機管理におけるマクロ討論の

定量的分析であり，火山災害に限らない他の災害応急対策への応用も期待できる． 

高橋 7) は，過去の我が国おける火山災害を基にリスク管理について考察している．高橋は，

火山防災に関する予防対策・減災対策について，被害想定，防災ガイドラインに基づいた検討

の重要性を述べているが，具体的な方法については触れていない．また，内閣府，消防庁，国

土交通省砂防部および気象庁が事務局として組織した「火山情報等に対応した火山防災対策検

討会」が公表した「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針」8) の 6－3「避難指示等の発令

の判断基準の考え方の整理」では，市町村長はあらかじめ噴火シナリオ等に基づき避難計画を

定めておき，合同対策本部等の助言を参考にして避難対象範囲を確定し，噴火警戒レベルに応

じた避難指示の判断基準を示している．しかし，これらの判断基準に従うだけでは正統性を担

保することにはならない．住民の中には，避難によって生活の糧を失い，困窮する場合もある．

意思決定者は，これらの事情を踏まえて，判断を下さなければならず，結果論的に批判される

ために，判断を下すことが非常に難しくなる．権限圏における意思決定制度を構築するだけで

なく，災害発生以前の平常時に，住民と意思決定者をはじめとする権限圏との間で災害対策に

関して共通認識を構築しておくことも重要となる．その手段として PI が考えられる． 

本章では，以上の視点に基づいて 2000 年有珠山噴火に関わる意思決定の正統性評価をマク

ロ討論領域の正統性要件を中心に行うと共に，危機管理対策において意思決定が正統性を担保

するために重要となる平常時の危機管理に関する討論をどのように蓄積すべきか，その方法論

について提案する． 
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5.3 正統性評価のための方法論 

5.3.1 意思決定の正統性評価とマクロ討論 

鄭ら 9) は，第三者委員会である流域委員会における議事録を，コーパス言語学を用いて討論

参加者間の関心不一致度の計量化や意見の対立構造を可視化してメタ合意を評価している．こ

の研究の特徴として，発話内容を SVM（Support Vector Machine）手法を用いて概念カテゴリ

ー(ファセット) に分類し，各参加者の発話に対して各ファセットにおいて評価値を割り当て，

各ファセットを次元とする多次元尺度構成法を用いて発話者の発言類似度を視覚化している．

この方法論は，ミクロ－マクロ討論領域におけるメタ合意を評価することを目的としているた

め，本章のマクロ討論領域の意見の網羅的把握とは異なる．しかし，膨大な情報から機械的に

有意な知見を得る手法は，膨大な情報を扱う本章においても有用であると考える．本章では，

マクロ討論を定量的に分析するためにコーパス言語学を用いる．その際，多義的な単語の意味

を文脈に即して解釈するためにオントロジーを導入する． 

表 5 - 1にあるように，マクロ討論領域の正統性要件において人々の意見を俯瞰的・網羅的

に把握すること(討論的代表性) が重要となる．権限圏における被害想定に漏れが存在した場合，

その意思決定が正当でないだけでなく，正統性も担保されない．また，人々の意見を網羅的に

考慮した上でなされた結果であれば，ある主体にとって好ましくない判断であったとしても，

自らの意見が考慮されているという事実が正統性に寄与する．人々の意見を俯瞰的・網羅的に

把握するためには意思決定者，住民等の関係者間で十分な議論が必要であるが，災害発生時に

おいては不可能であり，そのためマクロ討論の正統性を事後の時点で確保するのではなく，事

前の平常時に災害リスクや避難行動等について十分に議論を蓄積しておくことが必要となる．

事前の危機管理の討論内容に関する公共圏と権限圏の整合的な関連が，社会的意思決定の正統

性要件となる 5)．従って，災害応急対策では，災害発生前にどのような議論を蓄積すべきかが

重要な関心事となる．事前に討論すべき内容を発見するために過去の災害に関してマクロ討論

領域における意見を分析することが有効である．特に本章では 5.2.4 の議論から人々の要求を

網羅的に把握することを目指す．全く同様の自然災害が起こることはないが，直接的，間接的

に被害を被った人々の意見から，被害について抽象化しメタ概念として分類し，自然災害の応

急対策において想定される一般的な被害の原因や条件を把握し，その結果生じる問題を予見し，

対策を講じることが可能となる． 

意思決定の正統性を評価するためには，世間一般で話題にされている発言内容の全体像を把

握すると共に，実際の意思決定の場で議論されたミクロ討論と比較し，その内容の比較を行う

ことが必要となる．マクロ討論領域における発言内容の把握を通じて，ミクロ討論領域におけ

る意思決定の場面において考慮すべき要件についてとりまとめ，有効な災害応急対策の制度設

計に資することができる． 

 

5.3.2 討論俯瞰のためのオントロジー開発 

(1) オントロジーとは 

本章では，可能な限り客観性を担保するために討論内容を機械的に分析する．マクロ討論の

内容を把握する方法としてオントロジーの利用が考えられる．オントロジーとは，直訳すれば

存在論である．もともとは哲学の一分野であったが，人工知能の分野にも応用されるようにな
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り，その目的はある対象を知識記述者が概念化し機械にも理解させて知識を共有する点にあ

る．概念化の際に形式的，明示的な仕様を用いれば，その知識記述者が，その対象をどのよう

に観察したのかを共有することができる．概念化とは，ある対象を構成する存在の，その文脈

における意味を定義することである．例えば，ある会社の人事を観察しているとする．その中

で，「協力する」という行為を表現したい場合に，観察者は，観察している対象の文脈を加味

して「協力する」を解釈しているが，その文脈を知らない主体からは「協力する」の意味が異

なる可能性がある．この齟齬を排除するために，明示的，形式的な仕様を用いて構成要素の意

味を規定する必要がある．山口ら 10) は，オントロジーを「ある領域を表現するために必要な

基本概念の概念階層と概念定義(体系)」と定義し，膨大なコストがかかるオントロジー開発を

機械可読辞書の利用により半自動的に構築する方法論(オントロジー学習) を提案している． 

溝口 11) によれば，オントロジー手法の持つ特性として，共通語彙の提供，暗黙情報の明示

化，文章の構造化，知識の体系化，知識の標準化，システム設計意図の明確化，メタモデルの

機能，がある．本章では，このうち特にオントロジーの持つ文章の構造化の容易性に着目する．

従来のテキストマイニング手法の多くは，形態素の表層的情報を中心とした解析手法を用いて

おり，語彙や語彙間の意味的関係を把握できないという課題がある．マクロ討論領域における

討論的代表性を担保するためにその討論内容を俯瞰的に把握するには，個別の語彙の意味だけ

ではなく語彙の相互関係を概念構造として認識することが重要である．オントロジーを用いて

討論を分析することにより，解析対象の個別の語彙のみではなく，語彙間の相互関係から討論

内容全体を把握することが容易となる． 

 

(2) オントロジー学習 

オントロジー学習とは，オントロジー構築コストを削減することを目的として，半自動的に

オントロジーの構築を支援する試みであり，フリーテキストなどの非構造情報資源，

WordNet12) などの半構造情報資源などを利用する．WordNet とは，概念辞書であり，名詞句

辞書，動詞句辞書，形容詞句辞書，副詞句辞書，見出し句辞書から構成されている. 見出し句

辞書は，見出し句，意味情報としての概念 ID，辞書編集情報，品詞情報などから構成されて

いる．同じ概念を意味するいくつかの単語見出しが，同じ概念 ID によって一つにまとめられ

ており，この集合を synset と呼ぶ．名詞句辞書と動詞句辞書のみが包含関係による階層構造

を持つ．本章では，日本語のコーパスを用いるため，WordNet の日本語版である日本語

WordNet13)を用いる．日本語 WordNet は独立行政法人情報通信研究機構によって WordNet

を日本語版に改良したものである．日本語 WordNet の構造については図 5 - 1，含まれる概

念や定義の数などの内容については表 5 - 2 に示す．日本語 WordNet には，各概念の定義，

上位階層や下位階層にあたる概念が記載されている．クロ討論を定量的に分析するためにコー

パス言語学を用いる．その際，多義的な単語の意味を文脈に即して解釈するためにオントロジ

ーを導入する． 
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図 5‐1  日本語 WordNetの構造 

 

表 5 - 2  日本語 WordNet の内容 

 

 

フリーテキストを用いたオントロジー構築の手順を以下に示す． 

ステップ 1  対象と目的の明確化 

オントロジーで表現しようとする対象と目的を明らかにし，利用者の特徴付けを行う．こ

れは，オントロジー構築のための明確な目標を提供することに役立つ． 

ステップ 2  再利用の検討 

対象とする領域に関する既存オントロジーが存在するかどうかを調査する．利用可能なオ

ントロジーが存在すれば，それを基礎として以降のオントロジー開発を行う．代表的なオン

トロジー検索エンジンとしては，Swoogle がある． 

ステップ 3  用語の獲得 

用語は領域固有概念を言語で具現化したものであり，より複雑なオントロジー構築におけ

るサブタスクを行うための基礎となる．用語抽出手法の多くは，文書中の用語の出現頻度や

TF-IDF のような情報検索の手法を利用している． 

ステップ 4  概念化 

獲得した用語には多義性が存在している場合がある．文脈に即した意味を同定するために，

多義性解消アルゴリズムが必要である．意味を同定した後，同義語を獲得する必要がある．

その際，WordNet などの半構造言語辞書が利用できる． 

ステップ 5  概念階層 

概念階層を構築する手法として，語彙統語パターンを用いた手法と分布仮説に基づく手法

がある．語彙統語パターンはコーパス中に多く出現しない場合があり，適合率は高いが，再

00001740-n ^実体 ^entity ^それ自身の明確な存在を持つと感知される、
知られている、あるいは推定される何か

00001740-v ^息吹く 息衝く 吐く ^breathe take_a_breath^肺に空気を吸い込みはき出す
00001930-n ^ ^physical_entity ^物理的な存在がある実体

Synset(概念)番号 日本語見出し語 英語見出し語 定義文

・
・
・

00001740-n |JPNWN_ROOT 00001740-n
00001740-v |JPNWN_ROOT 00001740-v
00001930-n |JPNWN_ROOT 00001740-n 00001930-n

・
・

・

概念 上位概念 下位概念

上位概念 下位概念

概念(synset数) 57,238

語彙数 93,834

定義文 135,692

例文 48,276
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現率が低くなる傾向がある．分布仮説に基づく手法は，主に教師なし階層的クラスタリング

を用いた手法が多く提案されている． 

 

5.3.3 正統性評価とオントロジー構築 

表 5 - 1にとりまとめたとおり，マクロ討論領域における意思決定の正統性を評価するため

には，討論的代表性，メタ合意，メタ討論，という 3 項目に着目する必要がある．このうち討

論的代表性要件を満足するためには，行われている討論を俯瞰的・網羅的に把握することを通

じて，公共圏における様々な討論が権限圏において適切に代表されている 4) ことを確認する必

要がある．本章において提案する手法は，過去の自然災害に関するフリーテキストから用語を

抽出し，その用語の意味(概念) を階層的に表現するオントロジーを構築するものである．コー

パスを収集して行うオントロジー構築は，現場において多種多様に行われる「討論」を俯瞰的・

網羅的に把握するための有効な手段である．さらに，概念階層を明示的に考慮したことによっ

て，構造化された討論内容を網羅的に把握できることが，オントロジーを用いた討論分析の利

点であり，それらを通じて意思決定の正統性を評価することができる． 

一方，メタ合意の要件を満たすためには，討論参加者が互いの見解や論点について共通の理

解に達し，これ以上議論しても新しい議論が出てこないと判断する必要がある．マクロ討論領

域におけるメタ合意が達成されたかどうかを判断するためには，権限圏におけるミクロ討論と

の接合領域であるミクロ－マクロ討論に関する分析が必要不可欠であり，単一の災害事象を対

象としたコーパスのみの分析ではその判断をすることは困難である．しがたって，マクロ討論

領域におけるメタ合意要件の評価手法については本章の対象範囲を超えるため，今後の課題と

したい． 

最後に，メタ討論の要件として，メタ合意の内容が討論的代表性の要件を満たしているかど

うか，形成されるメタ合意について間主観的合理性が担保されたかどうか，が重要となる 4)．

すでに述べたように，マクロ討論領域のみに着目してメタ合意に到達したかどうかを判断する

ことは困難であるが，メタ合意形成に至るまでのプロセスとして必要な各討論がどのような範

囲で行われ，結果として討論的代表性の確保につながっているかについては，コーパスを対象

としたマクロ討論の定量的評価を通じて部分的に確認することができる．次章では，具体的な

災害を対象としたコーパスの解析を通じて，主として討論的代表性の観点からマクロ討論にお

ける正統性について分析する． 

 

5.4 実証分析 

5.4.1 対象とする事例とデータ 

ここでは，災害応急対策において事前期にどのような議論を蓄積すべきかを検討するために，

過去の災害応急対策の討論を分析する．この際，ミクロ討論の詳細な情報が重要となるが，2000 

年有珠山噴火では，災害対策現地本部等の記録が詳細に残されており，本章の対象として適し

ている．また，のちほど構築したオントロジーの分析解釈にあたって参照するミクロ討論デー

タとしては，有珠山噴火非常災害対策本部・現地対策本部対策活動の記録 6 ) を採用する． 

本章では，マクロ討論の中で，人々の多種多様な要求を網羅的に把握することを目標とする．

しかし，対象範囲が膨大な中でどのような情報をもってしてマクロ討論とするのかが問題とな
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る．Ferree ら 14)は，ドイツとアメリカにおける妊娠中絶に関わる公共圏(Public Sphere) での

討論について，マスメディアである新聞記事を分析している．そこでは，公共圏(Public Sphere) 

について，存在するあらゆるフォーラム(forum) の集合であると定義している．フォーラムと

は，公的討論を行う個人，あるいは集団(プレイヤー) が活動する「討論場(Arena)」，討論場で

行われるやり取りを観察する「聴衆(Gallery)」，そしてプレイヤーは自身の意見が受け入れられ

るための表現方法や同盟の作り方などの目に見えない戦略を持ち，それらを意味する「舞台裏

(Backstage)」の 3 つで構成される．そして，マスメディアがそれら全てのフォーラムを包括し

ていると考えている．その理由として 3 つ挙げている． 

1 つ目は，全ての討論参加者は，プレイヤーか，あるいは聴衆としてマスメディアを使用す

る．そして，党関係者は自身の選挙区民がマスメディアの聴衆であることを想定しなければな

らない．2 つ目は，マスメディアは政治的論戦の主要な場であり，それはすべての討論参加者

は政策過程において，マスメディアの波及する影響を当然想定するためである．3 つ目は，マ

スメディアは市民社会において広がる文化的変化の指標となるだけでなく，言葉を使って変化

を波及させ，また人々を公共の一員として，文化的変化それ自体に影響する．マスメディアを

通して，一人一人がますます重要となる課題に対する好ましい考え方を持つことは，それ自体

が重要な結果であるし，またそれは強力な波及効果を生むためである．（Ferree ら(2002)14)） 

このFerreeらによるフォーラム理論の概念図を図 5‐2に示す．マスメディアとして，新聞，

TV，タブロイド誌，雑誌などが考えられるが，Ferree らはデータとして取得可能であった新聞

記事を対象としている．そこでも本章等同様に Habermas の討議理論に注目して規範的基準を

考察しており，本章においても討議理論から導かれる規範的基準に注目して表 5 - 3のとおり

とりまとめる．「十分な審議」では，自身の主張を正当化するのと同時に，他者の主張を認識し，

考慮し，反証することが求められる．その際，対話と互恵に基づいて行われることが規範とな

る．「丁寧な言葉遣い」では，感情を込めない，あるいは個人的情に訴えかけない政治的な話し

方が要請される．Ferreeらの分析 14)では，感情的な言葉，例えば，「殺人罪(accusation murder)」，

「迫害(persecution)」，そして「蛮行(barbarity)」のような言葉としている．「討論終結」につ

いて，意思決定が為された後，討論が終結されていることが要請される．つまり，様々な意見

がある中で，合意に達し，物議を醸していない状態が規範となる． 

また，新聞記事を用いて災害時の人々の認識を分析した研究も存在する．矢守 15) は，それま

で専門用語に過ぎなかった「活断層」という用語が社会的に普及したプロセスについて，社会

的表層理論の視点から新聞記事を用いた分析を行っている．また，八ッ塚 16) は，新聞記事の持

つ伝達可能性と情報の生成と伝播に関与する人々の多様性とに着目し，新聞記事を用いて災害

時のボランティアや NPO の普及過程について分析している．本章においても，マクロ討論を

分析するにあたり，マスメディアである新聞記事を採用する．その際，新聞にはバイアスが存

在することはよく指摘されることであり，本章では，より多様性を確保するために複数の新聞

社を対象とする． 

次に，新聞の網羅性について検討しなければならない．寄藤ら 17) は，2011 年の東日本大震

災に関連する 4 月 11 日～18 日までの 1 週間と 5 月 11 日～18 日までの 1 週間の毎日新聞，読

売新聞，朝日新聞の報道と国土地理院によってまとめられた浸水被害データ，そして国勢調査

を比較し，新聞報道と実情の違いを，1)「被災者」の年齢構成，2)「被災者」の社会的属性，  
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図 5‐2  フォーラム理論モデル 14) 

 

表 5 - 3  討議理論における規範的基準 

 

 

3) 語られない「被災者」の 3 つを報告している． 

1) に関して，記事に登場した被災者の年齢構成と統計値を比較しており，記事に登場する 60

～69 歳の割合が異常に高いことを示している．年齢特有の意見，例えば高齢者であれば健康に

関する意見などが存在するため，多様な意見を収集するためには広い年齢層の意見が報道され

ていることが望ましい．確かに寄藤らの報告では，記事上の 60～69 歳の割合が高いが，年齢に

よる網羅性の妥当性が損なわれているとまではいかないと思われる． 

2) に関して，実際の男女の就業率は，男性 6 割，女性 4 割であるのに対して，記事に登場す

る有職者の比率が男性 56％，女性 13％と，女性の割合が小さくなっている．また，産業大分類

別就業者比率では，女性の場合に限り「医療・福祉」に従事する割合が多いことから，新聞記

事では「医療・福祉」に従事する女性特有の意見を拾えない可能性を指摘している．本章にお

いて，有珠山の麓にある伊達市，虻田町，壮瞥町，3 地域の 2000 年度産業対分類別就業者比率

を表 5 - 4を見てみると，男性の「サービス業(平成 12 年は旧分類であり，サービス業に医療・

福祉が含まれる)」従事者比率が著しく低いというわけではないため，有珠山噴火の被災者の中

にも「医療・福祉」従事者は十分含まれていたと推測される．従って，男女の違いは存 

社会運動フォーラム

科学フォーラム

マスメディアフォーラム

政党フォーラム

法フォーラム

宗教フォーラム

聴衆
討論場

討論

舞台裏

公共圏(Public Sphere)

討論参加者 (Who) 多様な話者と関心

内容(What)と

形式(How)

十分な審議(Deliberativeness)

対話(Dialogue)

互恵(Mutual respect)

丁寧な言葉遣い(Civility)

結果(Outcome)
討論終結(Closure)

(合意が条件)
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表 5 - 4 伊達市・虻田町・壮瞥町の産業大分類別就業者比率 

 

 

表 5 - 5  「有珠山 噴火 ほしい」でヒットする記事数 

 

 

在するものの，「医療・福祉」従事者の意見は十分に拾えると判断する． 

3) では，大学生，20～30 代の単身会社員，そして県外避難者の記事の出現回数の少なさを

指摘している．本章において，まず，道外避難者についてであるが，避難所以外に身を寄せる

ことができるだけの状況だと想像でき，被災地で行われる意思決定が直ちに生活や生命に影響

を与えるとは思えないため，特に問題がないと思われる．次に，大学生と 20～30 代の単身者に

ついてであるが，就職活動への影響などが容易に考えられるため，決して無視はできない．た

だし，寄藤ら 17)を参照すれば，十分な情報量を確保すれば網羅性の妥当性を損なうほど小さい

わけではないと判断できる．さらに，新聞社によって，記者・編集者の考え方に関するバイア

スが存在するため，複数の新聞社の記事を採用する． 

次に，新聞 3 社の記事を対象として要求表現の手がかり表現「ほしい」を含めた検索キーワ

ード「有珠山 噴火 ほしい」で噴火から 1 週間毎に調べた結果を表 5 - 5に示す． 

噴火から 3 週間を境に記事数が減少していること，並びに，現地対策本部の活動の記録 6) か

ら，噴火から第 3 週目までを応急活動，そして一時帰宅と避難指示の解除という活動を行って

いたことが分かり，権限圏の応急対策とそれによる公共圏への影響を見ることが重要であるこ

と，以上 2 つの理由から対象とする期間を噴火から 3 週間である 2000 年 3 月 31 日～4 月 20 

日とし，毎日新聞(636 記事)，読売新聞(382 件)，朝日新聞(507 件)(記事検索ワード：有珠山 噴

火 ほしい)を採用する． 

オントロジーを構築するにあたって，まず対象とするデータの内容について考察する．対象

とする事例におけるマクロ討論の内容を表現すると考えられる，キーワードに関する単純集計

を行う．キーワードの選択については，有珠山噴火と関係が深いと思われるキーワードを選択

した．表 5 - 6に，上記の新聞記事のうち各キーワードを含む記事数を示している．これより， 

地域
男　女

総数
サービス業
従業者数

伊達市 16,246 1,679

男 9,063 442

女 7,183 1,237

虻田町 3,906 565

男 2,226 187

女 1,680 378

壮瞥町 1,803 282

男 969 85

女 834 197

3/31-4/6 4/7-4/13 4/14-

4/20

4/21-

4/27
毎日新聞 30 24 16 14

読売新聞 22 8 7 2

朝日新聞 33 12 13 7
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表 5 - 6  キーワード記事件数 

 

 

表 5 - 7  マクロ討論内容の分類 

 

 

新聞報道において様々な報道がなされていることが窺える．マクロ討論のデータとして重要な

網羅性に関して妥当性があると判断できる． 

次に，対象データを俯瞰してマクロ討論領域で発言されている内容を表 5 - 7に整理する．

これは，オントロジー構築にあたっての参照点となるものである．文脈を加味すれば表 5 - 7

のように包含関係にある概念を整理することができる．マクロ討論の中で，注目すべき内容は，

例えば表のホタテ漁業に関する漁業者の意見であり，この時期はホタテの稚貝を育てており，

定期的に世話をしなければ稚貝が死んでしまい，漁業者の収入に甚大な被害が出てしまうとい

毎日新聞 読売新聞 朝日新聞

ペット 15 6 16

健康 32 13 27

郵便 104 15 28

空き巣 2 0 0

衣類 5 3 4

仕事 39 18 29

ホタテ 31 10 35

仮設住宅 41 17 37

風評 2 0 1

上位概念 下位概念 記事原文例

情報が無い
長崎良夫虻田町長が避難所の豊浦高を訪問し，「虻田は灰が降っていないから大丈
夫」と話すと，女性から「全然，情報が入ってこない」と不満の声も

ペットが心配
避難所生活が長引くにつれ「家族同然」のペットへの思いが募り，救出を求める声
も強まっている．

体調・健康が心配
豊浦町生活改善センターに避難した虻田町高砂の無職の男性（６６）は，不整脈に
悩む方の体調が気がかりだ．

連絡先が不明
また，住民の避難先が不明で郵便物が配達できないケースがあるため，同局は移転
先を知らせるよう呼びかけている．

空き巣が心配
出発地点に戻ってきたコンビニエンスストア女性店員（３６）は「空き巣を心配
したが，大丈夫だった．家の周辺は火山灰が５センチ以上積もり，前日の雨でドロ
ドロになっていた」

孤独
「温泉町の人は別々の避難所に入れられて，みんな心がバラバラだ．一つの場所に
集めてくれりゃいいのに．一度でいいから家に帰りてえよ」と漏らした．

衣類が無い 持病の薬だけ持って出たので着替えがない．着替えが欲しい．

学校に行きたい
能登治一教育長は「入学式は無理にしても，避難所近くの学校で授業を始め，勉強
させてやりたい」と話した．

仕事がほしい
住民の方（６２）は「商店街にお客さんが戻らないなど街ぐるみで仕事が無くな
り，同じ問題を抱えている．

家畜の世話をしたい 洞爺湖西岸にも男性１人が「家畜の世話をしたい」と残っているという．

農作業がしたい
有珠山の噴火活動が長期化しているため，避難指示地区の農家から農作業の再開を
認めるよう求める声が高まり，伊達市は７日，有珠山に最も近い同市有珠地区につ
いて，１日１時間の制限付きで立ち入りを認めた．

養殖業がしたい
内浦湾（噴火湾）でホタテを養殖する伊達市と虻田町の漁民が「ホタテの世話が
できず壊滅的な打撃を受ける」と生活不安を訴え，規制海域の緩和を求めている．

生活道路
町民から「日がたつにつれ，天災から人災に変わりつつある．道路が寸断されて
困っている．せめて生活道路だけでも確保してほしい」などと訴える場面もあっ
た．

鉄道 「虻田町民を避難させるため列車を出してほしい」

住宅 仮設住宅を求める 「仮設住宅の話があったら，お願いしたい」と，避難生活の長期化を恐れている．

風評被害
出席者からは噴火の風評被害が道内全域に広がることを懸念，イメージウンを避
けるため積極的な観光ＰＲが必要との声が相次いだ．

インフラに
関する要望

職
に
対
す
る
要
望

避
難
所
生
活
の
要
望
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う状況であった．しかし，新聞報道を見ていくと，漁業者が行政に事情を訴えてから，漁業者

に対する特例措置が始まっており，一刻を争う事態に対して，対応に遅れがあった可能性が示

唆される． 

対象としたマクロ討論データの分析を通じて，以下のような考察を行うことが出来る．新聞

の概観で確認したようにホタテ漁業に関して，一刻を争う要望を発見することができた．また，

ホタテ漁業だけではなく，農業や，畜産業においても同様の結果が得られると思われる．しか

し，これらの事象は，特定の災害における問題であり，今後の対策として考慮する場合，応用

の効くものでなければならず，抽象化した概念が求められる．例えば漁業，農業，そして畜産

業の上位概念として「産業」が考えられる．このように過去の災害から対策すべき抽象的な概

念を発見すれば，不確実な未来の災害に対して応用の効く対策が講じられる．そして，表 5 - 

1 にあるように災害応急対策の意思決定における正統性要件のうち，メタ討論の観点から，未

来の災害発生時に備えて平常時において対策事項を議論する場は，意思決定者，専門家，住民

等が参加するミクロ－マクロ討論領域においてなされることが重要である．時間的猶予の無い

意思決定が正統性を確保するためには，事前期において，意思決定者，専門家，住民等の関係

者の間で十分に議論が蓄積されていることが要件となる． 

ここまでの分析では，分析者がマクロ討論領域における発言内容を吟味した上で概念化を試

みたものである．その概念化を可能な限り客観的に行うために，オントロジーを用いたマクロ

討論内容の概念化を行う．マクロ討論内容に関する意思決定の正統性を評価する上で，討議的

代表性を担保するためにその討論内容を体系的に把握することが重要である．オントロジーを

用いたマクロ討論内容の概念化により，災害応急対策の場面において，時間的余裕の無い意思

決定を迫られる意思決定者に対して判断の拠り所を提供することが期待され，有意な政策的示

唆を与える可能性がある． 

 

5.4.2 オントロジー構築 

2000 年有珠山噴火災害を対象にオントロジーを構築する．対象と目的の明確化はすでに指摘

した通りである．再利用することを目的として既往のオントロジーを検索したが，有用な既存

オントロジーは発見できなかった．構築の流れを図 5‐3 に示す．同図に示すように，オント

ロジーの構築にあたっては対象となる文書（領域専門文書）を選定した上でその中から要望表

現を含む「要望対象集合」を抽出する．さらに，多義性解消アルゴリズムにより複数の意味を

持つ概念の具体的な意味を特定化した上で，その概念構造は日本語 wordnet を用いて表現する

ことになる． 

(1) 用語の獲得 

マクロ討論領域においては，様々な意見や発言がなされる．しかし，その全てを考慮する

ことが，社会的意思決定の正統性に関わるというわけではない．意見や発言の中には極めて

私的な理由によるものも存在し，それらを考慮してなされる意思決定が，社会に受け入れら

れないのは明らかである．本章では 5.2.4の議論からマクロ討論の中で人々の要求表現に注

目し，そこから用語を獲得する．大森 18)は，ウェブから多様な「もの」や「こと」に関する

要求を抽出するために，そもそも要求とは何かについて研究している．大森によると，要求

(要望) とは，文に書かれている事態であり，発話時に次の条件を満たすものである． 
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図 5‐3  オントロジー構築フロー 

 

条件 1：当該事態は，それを捉える当事者にとって望ましい事態である． 

条件 2：当該事態は，当該当事者にとって未実現である． 

条件 3：当該事態の実現主体として，個人，集団，組織など，意志を持つ主体が存在する． 

条件 4 ：当該当事者は，当該事態の実現を，当該事態の実現主体に求めている． 

危機管理の文脈を考慮すると，避難などの社会的意思決定に対する人々の要求は，災害時

に人々が行政の妥当性要求に対して納得しておらず，より望ましい事態を求めており，社会

的意思決定の正統性の観点から，無視することはできない．逆に，多様な要求を把握し，十

分な検討が行われれば，マクロ討論の正統性要件に寄与すると考えられる， 

コーパスから要望表現を抽出する方法として，金山ら 19)と山本ら 20)の研究がある．要望と

は，大森による要求の態度の分類 18)の一形態であり，「希望」に該当する．大森は，希望を表

す要求文の特徴として，「動詞連用形＋たい」「動詞テ形＋ほしい」「望む」「願う」「求める」

「期待する」などを挙げている．本章では，このような要求文に特有の表現を手がかり表現

と呼ぶことにする．金山らは，web 上の掲示板や blog などといった，コーパスから要望を抽

出することを目指している．この種のコーパスの特徴として PI どの意見収集型のテキスト

に比べて，要望を表す文の割合が著しく低いが，遠慮の無い意見を大量に集めることができ

る利点がある．本章においても，マクロ討論領域における討論的代表性を担保するためには

可能な限り多くの意見を網羅的に収集することが必要であり，この手法を採用することとす

る． 

要望文の抽出方法として山本らは，要望文の文末表現に注目して，「～してほしい」などの

特定の文末表現を持つ文と，要望文との関連を調べている．そこでは，要望の定義があいま

いであり，例えば「必要である」を含む文を要望としているが，大森の定義では要求の態度

の中で当為(要求)である．以上の既往研究の多くは大森の定義によれば要望を抽出する方法

であり，本章においても要望に注目する．山本らは自由回答アンケートをデータとしており，

領域専門文書 要望対象集合
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回答長さ(何文書いているか) と回答中の頻出文末表現が第何文目に出現するのか，その位置

の関係を調べている．新聞記事の特性上，人々の意見が何文にも及ぶことは想定できないこ

とから，要望表現を表す「してほしい」をもつ単一の文を手がかり表現とする．その際，よ

り多くの要望分を抽出するために，文末表現の中核要素に注目して抽出を行う．「してほしい」

であれば，「ほしい」を用いることにする． 

次に，要望対象を同定する方法として，金山らは構文パターンを用いている．金山らは，

要望を表す文末表現にかかる名詞句を要望対象としている．本章では，文脈を加味する必要

があるため，より情報量が多くなるように，文末表現にかかる文節すべてを要望対象とする．

こうして得られた文節を構成する名詞を用語として獲得する．これら獲得した用語の中には，

公的討論においてあまり重要でない概念も含まれることが想定され，例えば SVM などの機

械学習を用いて除去する方法も考えられるが，一方で，重要な意見も除去してしまう可能性

がある．本章では，多種多様なマクロ討論を把握することに重点を置くため，ここでは特に

除去しないことが望ましいと考える． 

(2) 概念化および概念階層 

山口ら 10)は WordNet を用いて，オントロジー学習における用語の概念化を行っている．獲

得された用語に対し，日本語 WordNet の見出し句と字面レベルのスペルマッチを行う．複数

の概念(意味) を持つ語句については，次節で説明する多義性解消アルゴリズムを用いる．こう

して得られた概念は，当該概念から WordNet の最上位の概念であるルート概念までの階層構

造を保持しており，これらを統合して初期オントロジーを獲得する．山口らは，この初期オン

トロジーの当該概念とルート概念間の中間概念の内，不必要と思われる概念を除去する剪定作

業を提案している．ただし，任意の中間概念の下位概念に他の観測された概念が含まれる場合，

その中間概念を残すことにする．こうすれば，階層構造を維持しつつ，入力文書中の概念の把

握を容易にできる．本章においても，初期オントロジーの剪定作業を行い，オントロジーを構

築する． 

(3) 多義性解消アルゴリズム 

河原ら 21)は語彙の意味の類似度を図る手法として，日本語シソーラスの中の 2 つの要素間

のパスの長さを基に計算している．単語𝑒1, 𝑒2間の類似度  𝑠𝑖𝑚𝑒(𝑒1, 𝑒2)を，日本語語彙大系シソ

ーラスを利用して以下のように定義している． 

  𝑠𝑖𝑚𝑒(𝑒1, 𝑒2)) = 𝑚𝑎𝑥𝑥∈s1,𝑦∈s2
 𝑠𝑖𝑚(𝑥, 𝑦)  

  𝑠𝑖𝑚(𝑥, 𝑦) =
2𝐿

𝑙𝑥 + 𝑙𝑦
 

𝑥, 𝑦は意味属性であり，𝑠1, 𝑠2はそれぞれ𝑒1, 𝑒2の日本語語彙大系における意味属性の集合で

ある．sim(x; y)は意味属性𝑥, 𝑦間の類似度であり，𝑙x, 𝑙yは𝑥, 𝑦のシソーラスの根からの階層の

深さ，𝐿は𝑥と𝑦の意味属性で一致している階層の深さを表す． 

この考え方は，階層構造が似ている概念ほど意味が似ていることを表している．本章はこの

考え方に従い，同一文中の単語が表す意味は似ているという仮定の下，ルート概念からの階層

構造が似ている概念をその単語の意味として取得する．まず，獲得した名詞の概念候補からそ

のルート概念までの各パスに出現する各概念の出現回数をカウントする．そして，獲得した名

詞の概念候補について，その概念からルート概念までの概念に対して，先ほどの出現回数を割 
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図 5‐4  構築したオントロジー(1) 

 

り当てる．概念候補の内，出現回数の総和が最大となる概念を選択する．同一文中の概念が似

た階層構造を持つ場合，その概念のパスを構成する概念の出現回数は大きくなる．よって，出

現回数の総和が最大である概念は，他の同一文中の概念と似た階層構造を持ち，意味的に類似

している． 

 

5.4.3 分析結果 

以上の方法論の妥当性を確認するために，新聞記事データを用いてオントロジーを構築する．

まず，毎日新聞(2000 年 3 月 31 日～4 月 20 日)から手作業で，要望文を抽出する．次にこの要

望文を 16 種類に分類する．この 16 種類は表 5 - 7の下位概念に相当するものである．本章で

は手がかり表現「してほしい」の中核要素「ほしい(欲しい)」で得られた要望対象を基にオント

ロジーを構築し，オントロジー構築エディタ「法造」22) で表現した結果を図 5 - 4，図 5‐5

に示す． 

図 5 - 4，図 5‐5でアスタリスク (*) の付いた概念が，対象とした新聞記事コーパスに観

測された概念である．階層構造を統合することによって，観測された各概念の上位概念が容易

に把握することができる．例えば，「後遺症」「体調」「ストレス」の上位概念がいずれも「容態」 
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図 5‐5  構築したオントロジー(2) 

 

であることから，意味として「容態」の概念を含む，類似した概念であることが容易に理解で

きる． 

5.4.2 で説明した方法で構築した図 5 - 4，図 5‐5のオントロジーは，解釈をする上であま

り重要でない概念が多数含まれる．次節における結果の解釈と政策的示唆の導出を容易にする

ために，災害応急対策立案のために重要と考えられる階層構造を抽出した結果を図 5‐6 に示

す．抽出した階層構造は図 5‐4，図 5‐5で青い○で囲まれた階層構造を指す． 

図 5‐6 から，「住所」「郵便」「アフターケア」「体調」「プライバシー」「住居」「間仕切り」

「農業」「漁業」「路線」「列車」「道」「道路」「ペット」などの概念を発見できる．「住所」の上

位概念が「通信」であることから，連絡先として「住所」を要求していることが分かり，「郵便」

の概念も要求していることから，連絡先が分からず，郵便物を届けられない実情が窺える．「ア

フターケア」は避難後の配慮に関して要求していることが想定でき，これと関連して「プライ

バシー」「間仕切り」は避難所生活における避難住民の要求であることが想定できる．「農業」

「漁業」に関して「産業」が上位概念，あるいは兄弟概念であるため，仕事としての「農業」

「漁業」を人々が要求していることが分かる．これは，避難によって「農業」「漁業」に関する 
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図 5‐6  剪定したオントロジー 

 

作業ができず困っていることが想定できる．「列車」「道路」等に関して，噴火によって人々の

移動手段や物資の輸送手段が無く，支障をきたしていることが想定できる．「ペット」に関して，

自宅に置いてこざるを得なかったペットを心配していることが窺える． 

表 5 - 7に記載したマクロ討論領域の発言内容と剪定されたオントロジーとを比較してみよ

う．構築したオントロジー中の概念は，表 5 - 7中の上位概念・下位概念に記載された内容を

概ねカバーしていることがわかる．さらにオントロジーを用いてマクロ討論を構造化した結果，

個別の概念単独としてのみではなく，概念間の相互関係を一定程度把握することに成功してい

る．このことは，マクロ討論において話題となっている項目を抽出するにとどまらず，表 5 - 

7 における上位概念と下位概念との関係という，階層構造を抽出することに成功していること

を意味する．5.3.3 で述べたように，マクロ討論領域における意思決定の正統性を評価するた

めに行われている討論を俯瞰的・網羅的に把握することが必要である．本章におけるオントロ

ジー構築を通じて，討論的代表性の観点からマクロ討論の正統性を担保することができたと考

えられる． 
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5.4.4 実際の意思決定と分析結果との比較 

2000 年有珠山噴火における関係市町村や現地対策本部における災害応急対策時の意思決定

については，関ら 5) に詳しい．本節では，参考文献 5 ) 6) を参照しながら，構築したオントロジ

ーから解釈される内容と実際に現場でなされた意思決定の内容とを比較し，構築したオントロ

ジーがいかに意思決定の正統性を説明しうるかについて分析しよう． 

災害応急対策の実施においては，まず事前に起こりうる事象やリスクを想定し，それに基づ

いて利害関係者との調整をはかることが必要となる．有珠山噴火の場合，ハザードマップ策定

を通じて地域住民，行政，専門家等のリスクに関する共通認識が形成されたとされている．そ

こでは，事前の段階で噴火発生時に生じうる事象を体系的に整理すると共に，必要となる対策

をとりまとめている．その上で，火山活動の進行に応じて採用された各種対策が整理されてい

る．関らはその対策を「自主避難・避難勧告」から「避難指示解除」にいたる 6 段階にまとめ

ている．その概要は，以下のようにまとめられている 5)． 

自主避難・避難勧告(段階 1)  3 月 27 日の朝に有感地震がはじまり，_ _ _，市町の災害対策

本部が設置された．_ _ _，ハザードマップに基づいた自主避難及び危険度の高い地区には避難

勧告が出された． 

避難指示(段階 2)  29 日に避難指示の意思決定が各市町村長によってなされた．_ _ _，有珠

山噴火現地連絡調整会議が設置され災害応急対策を担うこととなった． 

緊急的避難(段階 3)  31 日に噴火が始まった．_ _ _，噴火口の位置が事前の想定の外側であ

り，すでに避難していたものの再避難も含めて約 1 万人が緊急に避難した． 

一時帰宅等(段階 4)  _ _ _，避難の長期化に伴い，避難指示区域での生活物資の持ち出しや

農作業やホタテ養殖作業等の経済活動が強く求められていた．_ _ _，安全対策を確保したうえ

で，一時帰宅や一定の経済活動を行う等の対策が取られた． 

避難指示順次一時解除(段階 5)  _ _ _，再避難の確実性を検討・確保したうえで，避難指示

区域の一時解除が順次行われた． 

避難指示解除(段階 6)  _ _ _，虻田町の避難指示区域が順次解除された． 

5.2.4 や 5.3.3 で述べたように，災害応急対策におけるマクロ討論の正統性要件を担保する

ためには，災害発生時における人々の多様な要求を把握し，避難指示やその解除に関する意思

決定を行う上でその内容について十分な検討を行うことが必要となる．人々の要求概念が最も

現れると考えられる，有珠山が噴火した後に災害対策本部が一時帰宅の実施を行った段階 4 に

着目して，分析結果と実際に取られた意思決定との関係について考察する． 

関ら 5) は，マクロ討論領域における正統性に関して，主に事前期に検討されたハザードマッ

プ作製過程が重要な役割を果たしたと指摘している．ここでは，ハザードマップ作製にあたっ

て，地元自治体，専門家の連携のもと住民参加型の討論が行われ，マクロ討論領域において，

災害対策に関して広く共通認識を構築できたと考察している．図 5‐6 を見ると，農業や漁業

(具体的にはホタテ養殖業) など産業に関する要求表現が抽出されている．これらは家畜の世話

がしたい，農作業がしたい，養殖業がしたい（表 5 - 7参照）といった，職に対する要望を住

民が表していることを示している．一時帰宅等が実施された段階 4 において，地域からは社会・

経済活動のための避難指示区域への立ち入りが強く求められた．_ _ _，地域リスク評価とこれ

に対応した安全確保の対策とを組み合わせた一時立ち入りの方式が構築された．（関ら 5) p.9）
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としている．すなわち人々の要求に対応する形で一時帰宅実施のための必要な体制が構築され，

自らの生業に関する懸念を持つ住民を対象として一時帰宅が実施されたことがわかる．ハザー

ドマップ作製過程や噴火発生後の災害対策本部における意思決定において，その多くに対応し

ていることが読み取れる． 

しかし，事前期の討論において，現地対策本部と地域住民の間で，噴火シナリオに応じた「産

業」に関連した避難の一時解除に対する共通認識が構築されていたかどうかについては，慎重

な検討が必要である．実際，現地対策本部活動の記録 6) を見ると，4 月 4 日の合同会議におい

て，漁業・農業関係者から作業許可の要望が提出されてから，短時間帰宅が実施された 7 日ま

でかなりの時間差が存在する．事前期に生活の糧である「産業」に関連した一時帰宅に関する

対策を十分に議論できていれば，より迅速に対応できたと考えられる．すなわち，実際に取ら

れた意思決定に関する正統性はある一定程度担保されていると評価できるものの，一時帰宅の

実施とそのタイミングなど，個別の意思決定については改良の余地があったことがわかる． 

以上の考察は，噴火発生後の記録に基づいて事後的に取られた意思決定と人々の要求概念か

ら構築されたオントロジーとを比較して行ったものである．しかし，実際にどのようなミクロ

討論，ミクロ－マクロ討論を経て現地対策本部が最終的な判断を下したのかは，その討議録が

存在しないためマクロ討論領域の正統性要件において不十分であったと断言することはできな

い．より詳細な分析をするためには判断基準を定める討議過程の詳細な討議録が必要であり，

討議録を記録・保存することが今後の社会的意思決定支援の構築のためには重要である． 

関ら 5)は，ハザードマップ作成過程においてマクロ討論領域における正統性要件が一定程度

確保されていたと考察しているが，実際の応急対策期におけるマクロ討論を分析した結果，人々

の要望を網羅的には把握できていなかった可能性がある，すなわち討論的代表性において不十

分であった可能性を指摘することができる．そして，今回の結果から，未来の自然災害に対て，

上記で指摘した概念について十分に検討しておくことが，正統性担保に寄与すると考えられる．

その際，全く同じ自然災害が起こることはないため，検討すべき概念は一般的な概念でなけれ

ばならない．今回得られた概念であれば，例えば，災害直後に「農業」「漁業」に関して人々か

ら要望が出たことから，より抽象化した「産業」に関連した避難の一時解除を検討すればよく，

災害シナリオに応じた柔軟な対策が可能となる．そして，事前期のミクロ－マクロ討論におい

て，これらの対策事項に関して，十分に議論を重ね，公共圏と権限圏において共通認識を構築

すれば意思決定に正統性が賦与され，時間的猶予の無い危機管理において，社会的意思決定者

の迅速な判断に繋がり，より多くの人命，財産の保全に貢献することが期待できる． 

 

5.5 結言 

本章では，災害応急対策における意思決定の正統性を評価するために，災害後に観測される新

聞報道や web 上における発言や記事の内容を分析してマクロ討論領域における討論内容の全体

像を把握するための方法論を提案した．過去に行われた災害応急対策における意思決定プロセス

に関する正統性を評価し，今後想定される災害における有効な災害応急対策の立案に資すること

を目指して，オントロジーの概念を援用して観測される発言や記事の内容を概念化し，その内容

を体系的に把握した． 

まず，危機管理の特徴を述べた上で，これまであまりなされてこなかったマクロ討論分析にお
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いて，人々の要求表現を網羅的に把握することが，社会的意思決定の正統性担保にとって重要で

あることを指摘した．次に，災害応急対策の正統性を担保する上で重要となる事前期に対策すべ

き事項を発見する方法論を提案した．その際，オントロジーの概念を援用して，対策事項は予測

困難な自然災害に対応できるよう抽象的な概念として発見することができた．さらに，実際の災

害応急対策を事例とし，これまであまりなされてこなかった社会的意思決定の正統性評価を目的

とする定量的なマクロ討論分析を行った．その結果，既往研究の定性的な考察では見えてこなか

った問題を発見でき，本章の有効性を示すことができた．討論的代表性の観点からマクロ討論領

域における正統性要件を評価することに成功している．また，社会的意思決定の正統性担保の観

点から，将来起こりうる自然災害に対して，どのような対策事項に関して議論を蓄積すべきかに

ついて政策的示唆を与えることができた． 

最後に本章の課題を整理する．オントロジーの構築に関しては，まず，データから要望を抽出

する機械処理精度を向上させなければならない．今回，人々の要望を 16 種類に分類したが，そ

の内の 10 種類しか把握できておらず，肝心の網羅性に関して不十分である．また，今回は得ら

れたオントロジーの上位概念をメタ概念として任意に取得しており，より明確な基準が必要であ

る．一方，マクロ討論の正統性評価の観点からは，本章の分析は討論的代表性の観点からの評価

にとどまっており，メタ合意の観点からマクロ討論の正当性を評価する手法の開発が求められる．

最後に，本章ではミクロ討論領域である現地対策本部の活動の記録との比較からマクロ討論領域

の正統性を考察した．しかし，実際のミクロ討論，ミクロ－マクロ討論を分析したわけではない

ため，より詳細な評価をするためには，これらの討議録が必要である．社会制度の構築過程など

の討論過程を討議録として記録・保存することが，極めて重要である． 
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6. 水害の避難指示等の意思決定に関する展開 

6.1 緒言 

災害には多くの種類があり，発生の予兆から発生の時間の長短により，地震や火山噴火等の突

発性災害と台風の接近等から一定のリードタイムの取れる水害等の進行性災害がある．これまで

火山噴火を対象に検討してきた自然災害時の危機管理に関する意思決定構造や正統性の担保の

枠組みを，災害一般への展開を目指し，まず水害への適用を行う．。 

水害においても，激甚な災害が頻発するとともに，住民の避難が迅速に行われず被害が拡大し

た災害が相次いでいる．こうした中で，市町村長の住民避難に関する判断の遅れ，避難が結果的

に過大だったなどの批判が寄せられるとともに，被災した市町村長からは避難指示等の意思決定

の難しさが言われている．このような，災害応急対策における避難指示等の意思決定（以下，意

思決定という）に関する困難な状況や課題が指摘されてきたが，その改善には至っていない． 

このような背景を受け，内閣府において平成 27 年 8 月に「避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル作成ガイドライン」1）が作成され，市町村長の責務と各人の避難行動の原則，避難行動（安全

確保行動）の考え方，避難勧告等の判断基準の設定手順が明示されるとともに，水害等の災害の

形態別に避難指示等の対象とする災害，避難指示等を判断する情報，判断基準設定の考え方が例

示された． 

このガイドラインによって，避難指示等の発令に対するハードルは下がったとしても，市町村

長が最終的な避難指示等の意思決定を行うにあたって，必要となるリスクや地域の状況等の情報

の収集・集約や判断の基準等に関する課題への対応は進んでおらず，意思決定が置かれている困

難な状況は変わっていないと考える． 

上述した問題の根源は，羽鳥ら 2）が述べているように，従来の防災計画に依拠した方法論の限

界，すなわち，当該事態に即した状況判断や意思決定を適切に進めるための方法論が未確立であ

ること，さらには事前の想定シナリオとは異なる災害が起きた場合の適切な意思決定を可能とす

る方法論と仕組みが構築されていないことによるものと考える． 

本稿では，上述した問題意識を背景として，平成 12 年に愛知県の名古屋市や西枇杷島町（当

時）等が被災した東海豪雨を対象にした水害に関する記録資料 3）,4）を基に，浸水被害の大きか

った名古屋市西区の水害と避難のクロノロジーを作成し，首長が避難指示等の判断を行うために

必要な情報と情報収集・集約のタイミング等について考察し，課題解決に向けた方法論とこれに

必要な仕組みを提案する． 

（問題意識） 

問題意識① 

これまでの水害時の避難検討 3), 4), 5) においては，意思決定主体とその役割・責任及び必要な

リスク評価等に関する議論は限られており，避難を改善する検討に当たっては，以下の 3 つの課

題が内在することを念頭に置いて取組む必要がある． 

1) 避難の代表的な意思決定主体として，災害対策基本法等に基づく公的な決定を行なう首長

と，地域において社会・経済活動を営み，自らを守る意思決定を行う個人，商店主，工場

長等（以下，「個人」という．）の 2 つの主体が存在することを認識する必要がある． 

2) 首長による意思決定は，幅があり相対的であるが，制度上も実態上も住民の行動や経済活

動を制約する一定の拘束力を持ち公的な責任を有する．このため，災害リスクと対応する
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拘束力の程度を考慮した意思決定が求められる． 

3) いずれの意思決定主体においても，意思決定にあたっては，直面する災害のリスクの程度

に対応した避難の内容や規模等を検討することが必要である．しかし，科学的知見に基づ

く専門組織や専門家（以下，「専門家」という．）により，予報の発令等により災害の発生

可能性が具体的になった段階から発生まで（以下，「発災時」という．）を対象にしたリス

ク評価を行い，これを活用する体制は十分整備されていない． 

問題意識② 

本稿で考察する避難に関する意思決定問題に関する問題意識は，以下に示すとおりであり，こ

れらが首長に避難指示等の発令を躊躇させる原因となっている． 

1) 首長による避難指示等の判断に必要な情報が明確にされていない．また，必要な情報を必

要なタイミングで収集・集約するとともに，これをもとに迅速なリスク評価を行う仕組み

がない． 

2) 日常モードと危機管理モードで異なる意思決定の判断基準が存在するという認識と，この

判断基準の切換に関する方法論が明らかでなく，活用できていない． 

3) さらには，災害時の時間的制約等が厳しい中での意思決定の役割と効果及び限界性に関す

る合意が得られていない．（正統性を担保するためのメタ合意 5) の形成がなされていない）  

 

6.2 自然災害の特徴と危機管理及び意思決定問題 

6.2.1 東海水害の状況 

東海水害は，名古屋都市圏に広範で大規模な被害をもたらし，この水害を契機として水防法

の改正や気象予・警報の改善による避難等の強化が進められた．本稿ではこの水害を対象に，

水害時の避難指示等の状況と問題点を整理することを目的として，記録等 3),4) を基に，気象情

報，洪水予報，発生被害，特別な情報，行政（名古屋市西区）がとった判断と行動について整

理し，事象の変化や災害の状況に対応したリスクの程度や判断基準等の段階的推移を示すステ

ージ 6) 毎に整理を行った． 

表 6 - 1は，庄内川と支川新川の両河川の影響を受け，とりわけ新川の破堤の被災を受けた

西区を対象に，東海水害時に発令された避難勧告に対応する部分を抜粋したものである．避難

勧告の判断に，庄内川から新川への洪水の流入，新川の急激な水位上昇，沿川での浸水発生な

どの個別地区のリスクを限定できる情報が用いられている．また，新川沿いの地区において先

に避難勧告が発令され，その後に庄内川沿いの地区において避難勧告が出されている．これは，

先に集水域の小さな小河川からの溢水・氾濫が発生し，その後に大河川からの氾濫の危険性が

高まっている災害の進行状況を反映したものである． 

一方，気象情報は，警戒本部の設置などには用いられているが，個別地区の避難勧告には直

接的には利用されていないことが理解できる．この理由は，気象情報の空間的単位が愛知県を

三分割した西部地方を対象としたものであり，時間的単位でも半日程度先の総雨量と時間雨量

であるために，避難指示等に必要なリスク評価において，空間範囲や時間等の絞り込み・限定

に結び付けにくいためであると推測される． 

また，首長が，住民等の生命の保護を図るために避難指示等を発令する場合には，市民の行

動等に一定の拘束を加えることとなるため，行政の意思決定過程を通常モードから危機管理モ 
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表 6 - 1  名古屋市西区を対象としたクロノロジー（抜粋） 

ス

テ

ー

ジ 

日 時 
洪水予報・水位情報等 発生被害 特別な情報 判断・行動 

日 時間 

Ⅰ 

11 

00：45     

Ⅱ 

05：29 
   名古屋市：災害警戒本部設置 

第 1 非常配備 

15：40 
   名古屋市，西区：災害対策本部設置 

第 2 非常配備 

17：50 ・新川で警戒水位を超過    

Ⅲ 

18：00 →新川水防警報 床下浸水発生   

18：30 ・新川で出動水位を超過    

18：35     

18：40 ・新川で計画高水位を超過    

19：00    第 3 非常配備 

19：45 
  ・道路湛水による通

行止め発生 

 

20：00 ・庄内川で警戒水位を超過    

20：40 →第 1 号発表：注意報    

20：45 庄内川水防警報第 1 号：準備    

20：50 ・庄内川で出動水位を超過    

21：05 ⇒庄内川水防警報第 2 号：出動   名古屋市：第 1 回本部員会議 

21：20 
   各避難所に開設準備・避難者の有

無を確認 

21：45 
  洗堰において庄内

川から新川に流入 

 

21：50 
 水場川付近床下浸水 

円朝，平中で床下浸水 

この 1 時間で水位

上昇 

 

22：00 →第 2 号発表：警報   避難勧告地域避難所開設依頼 

22：19 
   平田，浮野の 4,909 世帯，12,501 人

に避難勧告 

23：00 
 新川支川新地蔵川の右

岸決壊（北区） 

新川支川新地蔵川

の右岸決壊（北区） 

 

23：15    名古屋市：第 2 回本部員会議 

23：40 
→第 3 号発表：情報  庄内川最高水位更

新 

 

23：44 ⇒庄内川水防警報第 3 号：情報   区長が自衛隊出動要請 

23：50 
  丸野，中沼間で 1ｍ

程度の道路冠水 

 

12 

00：00  床上浸水発生  第 4 非常配備 

01：10 

   比良，比良西の 3,829 世帯，10,340

人に避難勧告 

中 小田井 ，山 田の 8,829 世帯 ，

21,833 人に避難勧告 

01：20 →第 4 号発表：情報    

01：50 
→第 5 号発表：情報   大野木の 3,744 世帯，10,094 人に避

難勧告 

02：20 
・庄内川で計画高水位を超過 

⇒庄内川水防警報第 4 号：情報 

   

02：30 →第 6 号発表：情報    

03：30 

→第 7 号発表：情報 西区あし原町で新川左

岸決壊 

床下浸水及び床上浸水

はピーク 

  

03：45 
   稲生，庄内，枇杷島，栄生の 17,149

世帯，40,372 人に避難勧告 

07：30 
   児玉，榎，南押切，江西の 6,954 世

帯，16,530 人に避難勧告 

17：30 →第 18 号発表：解除    

10：40 
  ・新川決壊箇所の

修復終了 
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表 6 - 2  避難指示等と拘束力の程度 6),8） 

 

 

ードに切換えることとなり，慎重な態度をとらざるを得ない． 

首長の意思決定モードを通常モードから危機管理モードに切り換え，避難指示等を発令する

場合には，河川水位の上昇や浸水被害の発生に関する予測等の具体的な証拠が必要になる．ま

た，浸水によって発生する事象（インシデントの特定とその評価やリスク評価）及びその事象

がもたらす影響の認識（リスクの認識），さらには事象の空間的・時間的の特定とリスクの絞り

込み・限定が必要になる． 

 

6.2.2 判断、要因、情報、課題 

表 6 - 1を見てみると，東海水害時の避難指示等に対応する情報は，主として浸水状況の変

化に対応しており，内水による浸水状況と支川の水位及び水位上昇速度及び，大河川の水位情

報となっている．なお，広範囲な空間を対象とする気象情報とは明確な対応は見られない． 

避難指示等の判断を行う場合には，浸水の現状と今後の変化予測に関する情報が重要である．

浸水の現状に関する情報については，市民からの通報や出先事務所等からの情報等が寄せられ，

浸水の空間的な状況等を把握することは可能となる．しかしながら，浸水エリアと河川水位と 

の関係や今後の浸水深及び浸水エリアの空間的な変化等に関する情報は管理者毎に出されるこ

とから，地域のリスク評価にあたっては，これらの情報を総合化して評価する必要がある． 

 

6.2.3 意思決定制度上の課題 

災害対策基本法等に基づく公的な意思決定を行なう首長による意思決定は，幅があり相対的

であるが，制度上も実態上も住民の行動や経済活動を制約する一定の拘束力を持つものである

ため，災害リスクと対応した拘束力の程度を考慮した意思決定が求められる．しかしながら，

避難指示等と拘束力の程度に関しては，法律上も，その解釈上においても内容が明確に示され

ておらず，発生した災害それぞれの災害応急対策における運用に任されている．また，実態の

運用においてその程度に重複が見られ（表 6 - 2），首長の避難指示の判断等を難しくしている

要因の一つになっていると考える．さらに，避難指示等にあたってのリスク評価には，専門家

による必要性が高く，法改正によって河川管理者等からの助言は求められるようになったもの

の，欧米にみられるような 7）自然災害の専門家が意思決定機構の中に入るような明確な制度は

構築されていない． 

 

6.2.4 意思決定に関する課題 

これまで述べてきた首長の避難指示等に関する意思決定の置かれている状況を踏まえると、

拘束力の程度

自主的

状況に応じて一定程度

厳格

※拘束力の程度は災害対策基本法に基づいて分類

自主避難

避難勧告
避難指示

警戒区域

避難指示等の運用の状況
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意思決定に必要なリスク評価，複数ある意思決定の判断基準の選択，避難指示等の意思決定の

正統性といった 3 つの課題がある． 

1) 意思決定にあたっては，地域や住民が置かれている状況に対する災害リスクをできる限

り把握することが必要であるが，意思決定に必要な各種情報の収集・集約と伝達及びリ

スク評価の分析・共有等の体制は十分構築されていない． 

2) 災害時の避難指示等の意思決定は個人の行動等を拘束する力があることから，その発令

にあたっては社会的に認知された判断基準が不可欠である．その判断基準は，通常モー

ド及び危機管理モードに対応して存在するが，このような観点からの意思決定の判断基

準に関する議論や研究はほとんどなく，災害応急対策の仕組みや制度においても考慮さ

れていない． 

3) 災害時の避難指示等の意思決定に用いられる証拠等は，時間的制約やリスク評価の不確

実性等が内在している．このため, リスク評価とこれを踏まえた意思決定の妥当性の評

価は，災害後に結果論として評価せざる得ない性格を持っている．従って，災害時の意

思決定に対する正統性の担保が重要な課題であるが，意思決定の正統性の担保に関する

議論や研究は限られている． 

1）に関しては，水防法の改正等により，洪水予報等の実施対象河川を，国管理河川から都道

府県管理河川，水位周知河川等に拡大するとともに，首長の避難指示等の意思決定を支援する

とともに，住民に理解しやすい洪水の情報等について改善が図られつつある． 

しかしながら，2）,3）に関してはこのような論点からの議論や研究はほとんどなされていな

い状況にあるため，本稿では，避難指示等の意思決定の判断基準及び正統性を中心に検討を加

える． 

 

6.3 意思決定に必要な情報構造 

水害時の首長の意思決定に必要な情報構造を，図 6 - 1に示す．なお，実際に避難指示等を

発令する場合には，現在までの浸水事象の推移，今後の予測を含めた“リスク評価の 5 要素”（い

つ，どこで（発生場所），何が起こり，どこまで（影響の空間範囲），どの程度の危険性を伴って

起こるか）が必要となり，リスク評価の結果を受けて，首長はハザードマップを基に災害リスク

を絞り込み・限定して，具体的な対象区域や避難の程度等に関する検討を行い，避難指示等を行

うこととなる． 

しかし，東海豪雨のクロノロジーで整理したように，現在の災害時においては，災害発生時の

時間的制約等が厳しい状況下において収集・集約できる情報しか使用できない．また，これらの

情報では，表 6 - 3の各種情報の特性に示すように，リスクに晒される地域の具体的なリスク

の絞り込み・限定には十分とは言えず，避難指示等に利用できる時空間的な情報精度が必要であ

る． 

ハザードマップは，氾濫原を擁する自治体（行政）と氾濫原に居住する住民の浸水に関するリ

スクコミュニケーションの醸成を図り，人命を守るための浸水時の避難行動等が円滑に行えるこ

とを目的として，浸水域全域のリスクを総合的・網羅的に示すものとして作成されるものである．

従って，具体的な水害においてハザードマップの情報だけを基に首長がリスクを絞り込み・限定

することは困難であり，表 6 - 3に示したように被災情報に加え，降雨域の移動や降雨量の変 
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図 6‐1  意思決定に必要な情報構造の概念 

 

表 6 - 3  リスク評価に用いる各種情報の特性 

情 報 特 性 空間 時間 

ハザードマップ 

情報 

総合的・網羅的な情報のため，避難

指示等に用いる場合には，リスクの絞り

込み・限定が必要 

△ △ 

気象情報 

県単位の情報が主であり，市町村単

位よりも小さな単位でのリスクの絞り込

み・限定が困難 

× △ 

洪水予報・警報 

河川水位の空間的な状況とその上昇

速度等の変化により，一定程度のリス

クの絞り込みと限定が可能 

△ △ 

被災情報 

当該情報によって，より明確なリスク

地域とその程度が認識される．但し，被

災全体の把握は困難な場合もある． 

○ △ 

凡例 ○：対応，△：一部対応，×：対応不可 

 

化，及び河川水位の現況と変化速度等の情報を活用し，具体的なリスク認識の形成と共有化を図

っていく必要がある． 

また，気象情報は，空間的な範囲として県単位や県を幾つかの地域に分割した地域単位での情

報提供であるため，浸水のリスクに晒されている地域を絞り込むことは困難である．なお，水防

情報も水防管理者を一単位とした情報であり，詳細な地先を特定することは困難である．  

今回整理を行った東海水害の記録を見れば，名古屋市の西区では，個別地区の浸水情報，新川

及び庄内川の水位情報（庄内川から新川への流入量の変化や新川の水位上昇時間の変化等）等を

基として，避難勧告を決定しているように推測される．これは，地域内の内水等による浸水に始

まり，下水道や中小河川の排水能力を超えることによる溢水氾濫，大河川堤防の破堤による氾濫

へと危険性が高まり，推移するリスクの変化過程を反映していることによるものと考えられる． 

なお，国などが管理する比較的規模の大きな堤防の越水や破堤の可能性がある場合には，一般

に広範囲な地域を対象として避難指示等を発令することとなることから，首長と河川管理者との

間で破堤（その不確実性も含めた）に関する判断及び破堤時の影響と危険性（リスク認識）に関

する共通認識を事前に築いておくことが重要である． 

以上述べたように，首長は，従来の情報に加え，河川管理者等が有する降雨や水位の情報を基 
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図 6‐2  意思決定事項と判断基準，拘束力のイメージ 

 

としたリスク評価に関する情報を意思決定の視点から用いることにより，リスク評価の 5 要素

を絞り込み・限定することが可能となる．これにより，合理的で効果的な避難指示等の意思決定

に繋げることができる．従って，水害に関する避難指示等の意思決定にあたり，首長は「避難指

示等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」1）に示された役割に加えへ，水位や降雨等の収

集資料の情報提供と避難指示等に関する拘束力をも考慮した意思決定と災害応急対応に取り組

むことが可能となると考える． 

 

6.4 判断基準と必要なリスク評価項目 

6.4.1 避難判断の意思決定基準 

避難指示等の意思決定においては，リスク認識の程度とその切迫度に応じて，自主避難，避

難勧告，避難指示，さらには警戒区域の設定等の拘束力の程度を勘案した選択がなされる必要

がある． 

しかし，首長の意思決定は，災害の特性と地域の被災特性に応じた対応とならざるを得ない． 

特に，生命への切迫したリスクが顕在化した状況下において，災害毎に異なる制約の中で，ど

の程度危険が存在しているのかを判断し，避難判断等の意思決定をする必要があり，一つの災

害パターンを想定して策定された防災計画に依拠した方法論には限界がある．さらに事前の想

定を超える災害が発生した場合においても，対処できる仕組みが必要である．この仕組みの一

つとして，日常モードと危機管理モードの存在の明確化とそれぞれのモードに対応した判断基

準の設定が必要である． 

例えば，意思決定の基準として，日常では一般的に用いられる，全ての人命と財産を守るこ

とを主眼とした期待費用最小化原則等に代わり，生命の危機への対処し，人命を最優先にする

最大被害最小化原則等に変更し，避難指示等の意思決定を行うことが必要となる．換言すれば，

避難指示等の意思決定は，日常モードから危機管理モードへの切換であり，これにより，個人

の活動や社会・経済活動に対する拘束を課すこととなる．仮に，避難勧告と避難指示の間に避

難指示等の判断基準の切換があるとすれば，図 6 - 2 のような対応関係になる． 

リスク

時間

大

小

日常モード日常モード
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状況に応じて
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状況に応じて
一定程度の

拘束力
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表 6 - 4  避難判断の基準とリスク評価項目 

判断事項 リスク評価項目（例） 

a) いつ（意思決定発令のタイミング） 
事態の推移速度 

避難等に要する時間とリードタイム 

b) どこで（判断の基準となる地点） 
被害が最初に生じる地点 

被害が顕著に生じる地点 

c) 何が（想定される被害） 死者・孤立者等の発生 

d) どこまで（避難対象範囲） 浸水の範囲（例えば，2 階が水没する範囲） 

e) どの程度（リスクの程度） 水没・流出等の形態と湛水時間 

 

個人や社会経済活動に対して拘束力を有する首長の指示等の意思決定は，批判を浴びやすい

にもかかわらず，その判断基準の妥当性・正統性に関する議論はほとんど行われていないのが

現状であり，大きな課題となっている．この問題の解決方策の方向性については，5.で考察を

行う． 

 

6.4.2 避難指示等の意思決定に対応するリスク評価項目 

上述したような、一定の拘束力を持つ首長による避難指示等の意思決定に対応するリスク評

価項目を表 6 - 4に示す．意思決定に当たっては，厳しい時間的制約と不確実性の下で，リス

ク評価の 5 要素の絞り込みを行い，リスク認識の程度に応じた意思決定の判断基準を選択し，

避難指示等を意思決定することとなる． 

意思決定の判断基準の選択，及び発令する避難指示等の選択においては，リスク評価が重要

な位置を占め，適切な“リスク評価の 5 要素”（いつ，どこで（発生場所），何が，どこまで（影

響の空間範囲），どの程度（危険性を伴って起こるか）の絞り込みが必要である．換言すれば，

直面する災害のリスクを 5 つのリスク要素から捉え，事前並びに発災時のそれぞれにおいて，

具体的なリスク認識を形成しなければならない． 

a) いつ：災害発生までのリードタイムを把握する上においても重要な情報である．なお，

洪水時の浸水は内水による浸水から中小河川の溢水氾濫，大河川の氾濫と推移するので，

施設管理者毎の情報に止まらず，氾濫エリアの地形的な特性や下水道や河川の整備状況

に応じた氾濫エリアとその推移に関する時系列の情報が重要となる． 

b) どこで：最初に浸水する場所や浸水深が最も厳しくなる場所などの特定が重要となる．

このようなリスク情報を得るため，従来の水文情報等の観測地点に加え，リスク情報収

集の定点を設置し，避難等の意思決定の判断に当たっての基準地点として利用すること

も可能である．さらに，日常モードから危機管理モードに切り換えるために必要なリス

ク情報を獲得する地点等を定めることが肝要である． 

c) 何が：浸水が起こっても，浸水だけでは被害にはならない．浸水エリアにおける土地利

用や社会・経済活動の程度と種類及び浸水深によって発生する被害事象が異なり，とり

わけ住民の生命への切迫性が問題となってくる．このため，浸水エリアの土地利用等を

勘案した問題事象を評価することが重要である． 

d) どこまで：浸水エリアの空間的な範囲やリスクの影響範囲を捉えておくことが重要とな

る． 
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e) どの程度：人命に関わる切迫性について，水深や湛水時間，及び流体力や水深等の変化

速度，リードタイムの有無，建物倒壊の可能性等を基に判断することが重要であり，地

域のリスクを特定するにおいて重要な要素となる． 

上述したような観点から言うと，降雨量や水位はそのままではリスク評価の情報とはならず，

時間・空間等の要素を含んだリスク情報に変換することが必要であり，観測された降雨量や水

位情報に加え，下水道や河川管理者の施設情報及び土地利用に関する情報を一元的に集約して，

リスク評価を行う必要性が高い． 

 

6.5 意思決定の正統性を担保するための展開 

6.5.1 メタ合意の必要性と内容 

災害時における住民避難等の災害応急対策に関わる首長の意思決定は，時間や資源等の制約

の厳しい条件の下で行われているが，意思決定の可否は災害後に評価を受け，厳しい批判を受

ける場合もある．特に，意思決定に対する評価は，結果的な成否だけに着目された評価が中心

となり，避難の意思決定の遅れや避難の対象が過大であるなどの批判を受ける可能性を内在し

ている．意思決定がどのような条件下で行われたかではなく，結果的な成否だけに着目された

評価が，意思決定を躊躇させる背景ともなっている． 

この原因としては，避難指示等の意思決定に関する正統性を担保するための条件である，意

思決定の役割，効果，限界性及び手順と基準に関するメタ合意が得られていないことであると

推察される． 

「メタ合意」の持つ意味やマクロ討議システム，ミクロ討議システム，ミクロ－マクロ討議

システムの位置付けなどについては，羽鳥らの論文 5）を参照されたい．なお，本稿におけるメ

タ合意とは，意思決定者である首長と氾濫原に居住する住民や企業及びマスコミなどの間にお

ける大きな共通認識の形成がこれにあたる． 

避難指示等に関する意思決定については，以下に示す内容を対象としたメタ合意が必要であ

ると考える．  

a) 役割：避難指示等の意思決定は，判断基準が日常モードの期待費用最小化原則等に代わ

り，生命の危機に対処するための危機管理モードである最大被害最小化原則等に切り換

えることを示すものである． 

なお，避難については，全ての住民等が自ら居住する地域の浸水特性を理解した上で，

避難判断に必要な情報を適切に収集し，その情報を基に的確な避難行動を行うことが望

まれる．しかし，現実には，氾濫原に居住する人々全てが理想的な行動を取ることが困

難である．首長による避難指示等は，一定の判断基準に基づき，住民の生命の保護を図

るために必要な行政行為としての意思決定と発令である． 

b) 効果：上記の認識の下に，首長の意思決定に基づく避難指示等により，より多くの住民

の生命の保護につながる． 

c) 限界性：不確実性を有する予測情報や施設機能の評価結果等を基に，避難指示等の意思

決定を行うことになる．従って，生命に関わる意思決定という性格上，危険側で評価す

ることが必要なため，空振りが発生するサイドでの判断となる傾向がある． 
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表 6 - 5  意思決定の正統性を担保するための今後の展開 

機能 取り組み内容 

意思決定機能の 

明確化・強化 

・防災計画、タイムライン等における意思決定者と意思決定事項の明確化 

・意思決定に必要な情報の収集・集約体制の構築 

・意思決定内容の周知・伝達体制の構築 

リスク評価の強化 

・災害時のリスク評価機能の確保（専門家、専門機関等） 

・降雨・水位情報等の地域の災害リスクへの転換 

・リスク評価を可能とするシナリオ型被害評価と発災時に利用できるあらゆる破

堤点に対応可能な被害評価ストックの集積・整理 

・判断基準のモード切換に対応する地域特性を反映したリスク指標の抽出・整理

と閾値の検討 

正統性の確保 

・地域の災害特性を反映したメタ合意の内容の整理とメタ合意の形成を目指した

ハザードマップ作成方法の検討及び防災計画におけるメタ合意の明文化 

・リスクの程度と避難指示等に関わる拘束力の関係の整理 

 

d) 発令の手順及び基準：どのような情報を基に，どのような構成員によって議論がなされ，

どの時点で勧告や指示が，どのような基準の下で判断され，発令されるのかといった意

思決定と発令に至る手順及び基準の透明性が確保されている． 

 

6.5.2 メタ合意を得るための展開 

メタ合意を得るためには，日常におけるハザードマップ作成の過程において，事前のリスク

評価を地域の住民等と協働で行い，居住する地域及び住民にとって重要な事象（インシデント）

を抽出し，どの程度生命への影響があるか，リードタイムをどの程度確保できるのかといった

リスク認識の形成に必要な共通基盤を作成し，この結果をハザードマップとしてとりまとめる 

といったハザードマップ作成過程の高度化が不可欠である． 

また，協働作業を通して，どのような情報が避難指示等の意思決定の証拠として利用され，

どのような討議プロセスを経て避難指示等が発令されるかといったプロセスの共有化によって，

メタ合意に必要となる避難指示等の役割や効果及び限界性，手順と基準に関する理解・認識が

相互に深まるものと考えられる． 

さらに，意思決定の正統性の担保に向け、表 6 - 5に示す，各種情報の伝達や各種情報から

のリスク評価の仕組み，専門家を意思決定機構に位置付ける明確な制度，意思決定プロセスの

共有などの意思決定を強化するシステムを社会実装していくことが必要である． 

 

6.6 結言 

被災した多くの市町村長から，避難指示等の意思決定の困難性や，災害後の意思決定に対する

批判等への対応の難しさを聞いてきている．一方，近年の水害において住民等の避難が十分機能

していないことを受け，水防法の改正，気象予報の強化，市町村への助言体制の構築等の取り組

みが進められている．また，平成 16 年の中越水害において大被害を受けた新潟県三条市等で行

われている地域の特性と避難主体の特性を組み合わせ，住民自らの迅速な避難の判断と実行に向

けて作成された「逃げ時マップ」等の先進的な取り組みが進められており，災害発生時に効果を

発揮してきている． 

本稿では，従来の防災計画等に依拠した方法論の限界を踏まえ，首長による避難指示等の意思

決定に焦点を当て，事前の想定と異なる場合も含め，当該事態に即した状況判断や意思決定を適
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切に進めるための方法論の確立や，意思決定に向けたリスク評価の強化，及び意思決定の判断基

準の明確化と構築，意思決定の正統性の担保に向け取り組むべき事項の提案を行った． 

このような，避難等の災害応急対策の意思決定を対象とした議論や研究は限られているととも

に，災害発生時の意思決定とこれに関わる記録はほとんど残されていないことが多く，研究の対

象となりにくい側面を持っている．このため，意思決定に焦点を当てた研究の対象を広げるとと

もに，多くの実践的取り組みを蓄積し，避難等の災害応急対策の強化に向けた研究を進めていく

必要がある． 

なお，上述したような展開を図るにあたっては，近年の災害の巨大化・激甚化並びに市町村に

おける対応の限界を踏まえ，広域的・専門的な制度や組織の検討が必要不可欠である. 
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7. 結論 

7.1 本研究の結論 

本研究は，自然災害時の危機管理における意思決定が極めて困難な状況下でなされており，多

くの課題を抱えていること，これに対し実効ある取り組みがなされていないため，災害の教訓が

生かされず同じような反省が繰り返されているとの認識の下、この問題について考察を行い，①

意思決定の正統性担保、②複数ある意思決定の判断基準の選択と正統性，③意思決定に不可欠な

災害リスク評価の役割と位置づけ，④リスク評価を担う専門家の役割と位置付け，の４つの課題

を抽出した．これらの課題に対する検討・考察を加え，2000 年有珠山噴火を対象とした実証的

研究を通して意思決定の構造を明らかにし，意思決定の正統性を担保する枠組みの構築を図ると

ともに，具体に避難ルールを決定するモデルの構築やマクロ討論における正統性を担保する方法

論の提案を通じ意思決定を強化する体制のあり方等の提案を行った． 

まず，2000 年有珠山噴火を対象に危機管理に関する意思決定構造について考察し，意思決定

にあたり専門家によるリスク評価は不可欠であり、特に発災時の不確実性や噴火事象の変化の対

応においては，意思決定が専門家によるリスク評価の程度やその推移に対応したリスク認識の下

で行われることや、意思決定の判断基準は複数ありリスク認識に基づく判断基準の選択そのもの

も意思決定事項であるなどの意思決定構造を明らかにした．このように，課題①と②はいずれも

一体的に行われる意思決定であることを踏まえて，意思決定及び意思決定基準の選択に関する正

統性の担保要件と評価に関する考察を行った．また，課題③，④については，意思決定における

リスク評価と専門家の機能や位置づけを意思決定構造の中で明らかにするとともに，専門家によ

るリスク評価の体制は意思決定において不可欠であるにもかかわらず，災害時におけるこのよう

な体制が一般的には不十分であることを示した． 

さらに，対象を火山災害一般に広げ，想定外の災害が発生した場合の住民避難等に関する意思

決定を評価するための規範的方法論を確立した．特に，火山災害に関わる危機管理問題が災害の

展開状態（ステージと呼ぶ）に応じて変化することと，危機管理に関わる意思決定モードが通常

時意思決定モードと非常時意思決定モードという 2 類型に分けられることを指摘し，それぞれ

の意思決定モードを規定する判断基準や意思決定原理を明らかにした． 

また，災害ステージの進展に対応して意思決定モードを変更するための高次の意思決定原則

（メタ原則）について考察し，メタ原則の下，意思決定がどのような証拠に基づいて意思決定モ

ードの変更を正当化し得るかについて検討し，社会における諸討議の中で形成される正統性に基

づき，危機管理に関わる意思決定の正当化の根拠を位置付ける規範的枠組みを構築した．  

次に，危機管理に関わるメタ意思決定の妥当性を担保するためのメタ原則を踏まえ，避難の意

思決定の具体的な強化に向けて，火山噴火における避難指示が具備すべき規範的条件と異常事態

発生を判断するため，遡見を用いた外延の設定等の避難ルールを作成するための方法論を提案し

た．また，危機管理に関わる討議システムを基盤とした意思決定の正統性の担保において不可欠

なマクロ討議の要件を俯瞰的に把握するとともに，過去の災害において行われた意思決定の正統

性担保に関する分析を通じて，災害の事前期に対策すべき事項を発見する方法論を提案し，防災・

減災機能を強化する方向性を示した． 

さらに，火山噴火災害を対象とした危機管理における意思決定の構造と意思決定の正統性の担

保に向けた枠組みを，災害一般に展開する第一歩として災害形態やリードタイム等が火山噴火と
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異なる水害時の避難等の意思決定に展開した．具体的には 2000 年の東海水害を対象に意思決定

の状況や構造を分析するとともに意思決定の正統性に関する考察を行い，火山噴火災害で組み立

てた枠組みが水害に対しても展開可能なことを示した．また，水害においても，従来の防災計画

等に依拠した方法論の限界を踏まえ，首長による避難指示等の意思決定に焦点を当て，事前の想

定と異なる場合も含め，当該事態に即した状況判断や意思決定を適切に進めるための方法論の確

立や，意思決定に向けたリスク評価の強化，及び意思決定の判断基準の明確化と構築，意思決定

の正統性の担保に向け取り組むべき事項の提案を行った． 

上述のように，従来あまり議論されてこなかった，自然災害時の危機管理における意思決定に

関する考察を通じ，課題を明らかにするとともにその解決に向けた具体的な方法論を示し，自然

災害時の危機管理に関する意思決定構造を明確に構築することを通じて，防災・減災機能の強化

するための提案を行った． 

以下，各章の結論を示す．  

第 2 章では，2000 年有珠山噴火と避難等の災害応急対策を対象に，これまで議論されること

の少なかった自然災害時の意思決定に関する考察を行い、これを基に意思決定構造を明らかにし

た．まず，噴火と災害対策の記録を基にして噴火状況の推移，リスク評価、リスク認識と危機管

理に関する意思決定の関係を段階的に整理した．これを基に，災害対策現地合同本部の機能を分

析し，市町長による意思決定は，専門家によるリスク評価と災害応急対策の検討を基になされて

いることを明らかにした．さらに，意思決定の判断基準は複数存在することを示した． 

意思決定者(市町長）の意思決定の判断基準は複数あり，有珠山噴火のリスク評価とこれに基

づくリスク認識に対応し選択している．1 つは，地域の全ての生命・財産を対象として期待被害

額を最小化する（あるいは期待社会的厚生を最大化する）原則である．この原則は平常時におけ

る意思決定基準であり，効率性（有効性）に基づいた判断がなされる．もう 1 つは，災害の危険

性が高く（とりわけ生命への切迫性が高く）なった段階では，全てに対して生命の保護を明確に

優先させ，最も危険な人の状況を可能な限り安全にできるようなマキシミン原則ともいえる非常

時における判断基準が採用されることを明らかにした．また，各段階における意思決定は，リス

クの程度に対応したリスク認識に基づく判断基準の選択と意思決定がなされることを明らかに

した． 

さらに，羽鳥らの研究に基づく討議倫理の考え方を有珠山噴火における意思決定の正統性の評

価に導入し，従来社会資本整備の計画に関する意思決定を対象としていたこの方法論が火山噴火

の危機管理にも適用可能なことを示すとともに，有珠山噴火におけるメタ合意の考察を行い，有

珠山噴火における意思決定の正統性に関する課題の指摘と対策の提案を行った． 

第 3 章では，火山災害において想定外の災害が発生した場合の住民避難等に関する意思決定を

評価するための規範的方法論を確立した． 

まず，火山災害に関わる危機管理問題が災害の展開状態（ステージと呼ぶ）に応じて変化する

ことを指摘し，各ステージにおける意思決定の内容や優先事項について考察した．その際，危機

管理に関わる意思決定モードが通常時意思決定モードと非常時意思決定モードという 2 類型に

分けられることを指摘し，それぞれの意思決定モードを規定する判断基準や意思決定原理を明ら

かにした． 

また，災害ステージの進展に対応して意思決定モードを変更するための高次の意思決定原則
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（メタ原則）について述べ，メタ原則の下，意思決定者がどのような証拠に基づいて意思決定モ

ードの変更を正当化し得るかについて考察し，社会における諸討議の中で形成される正統性に危

機管理に関わる意思決定の正当化の根拠を位置付ける規範的枠組みを構築した．  

第 4 章では，第 3 章で整理した「自分の命を護る」という選択肢を保証することが，危機管理

に関わるメタ意思決定の妥当性を担保するためのメタ原則となることを踏まえ，火山噴火におけ

る避難指示が具備すべき規範的条件と異常事態発生を判断するための避難ルールを作成するた

めの方法論を提案し、有珠山噴火に適用し有効性を考察した． 

住民の迅速で安全な避難に向け，過去の事例や火山学等の知識に基づいて，あらかじめ火口位

置を火口形成の可能性から見た空間的拡がりをもって想定し，複数の噴火シナリオの下で被災す

る可能性の高い地域を避難対象地域として指定するとともに，設定した噴火シナリオ群に対して，

避難対象地域内に居住する住民に対して避難先，避難経路，避難手段等の避難シナリオを規定す

る．このようにベンチマークとして想定する避難対象区域と避難シナリオで規定されるルールを

避難ルールと呼び，避難ルールが満足すべき規範的条件として，無損害条件，危険回避条件，普

遍化条件を提案した． 

また，噴火と避難交通のシュミレーションモデルを用いて規範的条件を踏まえた最適避難ルー

ルを作成する方法論を提案するとともに，最適避難ルールが有効でない場合の異常時対応ルール

を作成する方法論も併せて提案した．さらに，提案した方法論を有珠山噴火災害に適用し方法論

の有効性を考察するとともに，現在の地域のもつ避難計画を規範的条件の下で評価し，課題を指

摘し対応策を提案した． 

第 5 章では，第 3 章で取りまとめた危機管理に関わる討議システムを基盤とした意思決定の

正統性の担保において不可欠なマクロ討議の俯瞰的把握を目的に，災害応急対策における意思決

定の正統性を評価するために，災害後に観測される新聞報道や web 上における発言や記事の内

容を分析してマクロ討論領域における討論内容の全体像を把握するための方法論を提案した．過

去に行われた災害応急対策における意思決定プロセスに関する正統性を評価し，今後想定される

災害における有効な災害応急対策の立案に資することを目指して，オントロジーの概念を援用し

て観測される発言や記事の内容を概念化し，その内容を体系的に把握した． 

まず，危機管理の特徴を述べた上で，これまであまりなされてこなかったマクロ討論分析にお

いて，人々の要求表現を網羅的に把握することが，社会的意思決定の正統性担保にとって重要で

あることを指摘した．次に，災害応急対策の正統性を担保する上で重要となる事前期に対策すべ

き事項を発見する方法論を提案した．その際，オントロジーの概念を援用して，対策事項は予測

困難な自然災害に対応できるよう抽象的な概念として発見することができた．さらに，実際の災

害応急対策を事例とし，これまであまりなされてこなかった社会的意思決定の正統性評価を目的

とする定量的なマクロ討論分析を行った．その結果，既往研究の定性的な考察では見えてこなか

った問題を発見でき，本研究の有効性を示すことができた．討論的代表性の観点からマクロ討論

領域における正統性要件を評価することに成功している．また，社会的意思決定の正統性担保の

観点から，将来起こりうる自然災害に対して，どのような対策事項に関して議論を蓄積すべきか

について政策的示唆を与えることができた． 

第 6 章では、第 5 章までにまとめられた火山噴火災害を対象とした危機管理に関する意思決

定の構造と意思決定の正統性の担保に向けた枠組みを用いて，水害時の避難等の意思決定に展開
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した．水害においても，従来の防災計画等に依拠した方法論の限界を踏まえ，首長による避難指

示等の意思決定に焦点を当て，事前の想定と異なる場合も含め，当該事態に即した状況判断や意

思決定を適切に進めるための方法論の確立や，意思決定に向けたリスク評価の強化，及び意思決

定の判断基準の明確化と構築，意思決定の正統性の担保に向け取り組むべき事項の提案を行った． 

具体的には 2000 年の東海水害を対象に意思決定の状況や構造を分析するとともに意思決定の

正統性に関する考察を行い，火山噴火災害で組み立てた枠組みが水害に対しても展開可能なこと

を示した．まず，災害状況と避難等の意思決定のクロノロジーを整理し，これに基づき意思決定

に必要な情報構造の整理を行い，ハザードマップ情報，気象情報，洪水予報・警報等いずれもが

避難等の意思決定に必要な空間的・時間的絞り込み・限定に結び付いておらず，避難の意思決定

からの情報としての限界を明らかにするとともに，リスク評価とその絞り込み・限定に向け，降

雨情報や水位情報をリスク情報に転換し意思決定に用いる方法等の提案を行った．さらに，意思

決定の正統性の担保に向けメタ合意を得るためには，日常におけるハザードマップ作成の過程に

おいて，事前のリスク評価を地域の住民等と協働で行い，居住する地域及び住民にとって重要な

事象（インシデント）を抽出し，どの程度生命への影響があるか，リードタイムをどの程度確保

できるのかといったリスク認識の形成に必要な共通基盤を作成し，この結果をハザードマップと

してとりまとめるといったハザードマップ作成過程の高度化の重要性を明らかにした． 

 

7.2 今後の課題と検討の方向性 

近年，激甚な災害が頻発し，災害が事前の想定とは異なる形態や規模で発生している．こうし

た状況に対応する危機管理における意思決定は，実際に避難する住民が少なく避難の実効性に欠

けることや，避難指示等の発令の遅れや結果的に避難範囲が過大であったなどの批判があり，困

難な状況に直面しているが，自然災害時の危機管理に関する意思決定については，従来ほとんど

議論されていない．本研究は，この自然災害時の危機管理における意思決定に関する研究に新た

な切り口と先鞭をつけることが出来たと考えている． 

しかし，本研究を進展させ，科学技術の進展を防災・減災の枠組みに社会実装していくために

は，以下の 3 つの観点からの研究の積み重ねが必要と考える． 

 

① 本研究では，火山噴火を対象に危機管理における意思決定の正統性に考察を加え，水害へ

の展開を図ったが，災害の種類により被害の影響範囲や対策のリードタイムが異なるため，

意思決定構造が異なる可能性もある．例えば，水害のような進行型災害と地震のような突

発型災害ではリスクの影響範囲やリードタイム等のリスク要因や災害ステージの展開等，

危機管理時の意思決定問題や意思決定構造が異なる可能性がある．今後は，リードタイム

や影響範囲の異なる他の種類の災害事例への適用可能性を検証し，意思決定構造の規範的

条件を明らかにし，意思決定とその構造の一般化や標準化を図る必要がある．こうした取

り組みを通じ，科学技術の防災・減災への社会実装や法制度等の整備により，実効ある防

災・減災の強化に結びつけることが可能となる． 

② 危機管理に関する意思決定は，発生した段階においては時間等の厳しい制約があることか

ら，社会的な理解や合意を得ることは実質的には不可能であるため，災害発生前の意思決

定に関するメタ合意を得ることが重要であることを示した．このため，行政と住民がリス
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ク評価及び認識を共有化する役割を担うハザードマップの検討や避難ルールの決定等に

至る過程を活用し，どのような方法論を用いることによってメタ合意を形成することが出

来るのか，さらにはこのメタ合意を評価する方法論等の研究が重要となる. 

なお，メタ合意の形成にあたっては，危機管理のメタ原則がメタ意思決定の正当化に付随

する無限後退を遮断できるかに関する論点は重要な課題であり，今後の実践的研究におい

て整理する必要がある． 

③ 意思決定において科学的災害リスク評価が不可欠であり，このリスク評価を行う専門家の

役割も大きなことを明らかにした．しかし，意思決定に関わるリスク評価や専門家を位置

づけている防災計画や体制は限られることから，リスク評価と専門家の担う機能や役割さ

らには責任をどのように位置づけることで意思決定を支援する機能を強化できるかの実

践的検討が必要である． 

この際，災害時の現場における危機管理における意思決定において，リスク評価等に関す

る科学的厳密性と適応性をどのように取り扱うかは，危機管理における意思決定の正統性

の担保そのものに関わるのみならず，防災・減災に関わる科学技術研究の位置づけ・役割

の評価に関わる重要な論点になると考える． 

 

今後の研究の進展を通じて災害のリスク評価とその社会的認知・共有化とともに，地域全体の

災害リスクへの認識が深められ，自然災害時の危機管理における意思決定が有効に機能し，防災・

減災機能の強化が図られることを期待する． 
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