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ABSTRACT
Until the beginning of 1990s, it had been rather peaceful period and 

Japanese society had not consciously considered so called Risks.  Although 
this moods declining but still remained after the burst of the economic 
bubble, Japanese recently suffered by the Financial Crisis crucially started 
from Lehman bros' bankrupt (2007) and the fatal Fukushima nuclear power 
plant accident (2011).  Nowadays Japanese are apparently calling for dealing 
to the Risks, and preparing to Crisis that we should consider the revelation 
of expected risks.  In order to respond to these needs effectively, it is 
necessary to integrate and think comprehensively about Risk management, 
Crisis management, and Business Continuity management (BCP) together, 
which have been developed separately so far. Furthermore, it is necessary to 
seize and study Risks and Crisis in various boundaries as its common 
principle and application.  

 To satisfy those needs, Risk and Crisis management exists. Here the 
following contents will be explained.  
1. Purpose and Target
2. Basic principle
3. Subjects and coverage 
4. Standard approach
In addition to above, the case of Japanese hostage incident in Algeria 

(2013) will be examined from Risk and Management perspective. 

要　約
1990年ごろまで、日本及び日本人はリスクを強く意識する必要がなく、総じ
て安心な時代が続きました。その後もその余韻がしばらく続きましたが、近年
は、2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災及び東電福島原発事



Development Engineering Volume 19, 2013

2

1．はじめに

2011年 3月 11日の東日本大震災及びそれに
伴って起こった福島第一原子力発電所事故（こ
れらは「3.11」とよく略称されます）、尖閣列
島問題に起因する中国との軋轢及びそれに伴っ
て起こった日本企業に対する打ちこわしや不買
運動、アルジェリアにおける日揮職員が巻き込
まれたテロ、外務省や三菱重工へのサイバーア
タックなど日本人及び日本企業等が遭遇する危
機は、近年、広範になり、規模も大きくなって
います。国内的には東海、東南海、南海の海溝
性地震や活断層による直下型地震、あるいはそ
れに関連する火山噴火の恐れが言われ、国際的
には北朝鮮の核実験、魚釣島への中国の脅迫じ
みた行動があって、危機になる可能性としての
リスクが身近なものとして感じられるように
なっています。さらに、近年の日本企業の積極
的な海外投資や受注活動などによって、これま
で以上に、リスクのある地域で仕事をしたり、
リスクのある取引をしたりすることも増えてき
ました。日本及び日本人をめぐる環境は、明ら
かにリスクが増大していると考えざるを得ない
と思われます。
我が国は、戦後、長い間リスクをあまり考え
なくてもよい状況を享受しました。その結果と
して、リスクあるいはそれが発現した危機につ

いて非常に鈍くなっているというのが筆者の問
題意識です。本論では、最初に今やリスクを意
識して、危機になることがあることを前提に考
え行動しなければならない時代であること、そ
して、危機になったときは、それにふさわしい
行動をとらなければならないことについて述
べ、その後、そのような行動をとるための考え
方としての「リスク危機マネジメント」につい
て考えることとしたいと思います。

2．リスクと危機を常に意識して
行動しなければならない環境
の出現

2.1	 リスクとは？

リスクの定義はいろいろありますが、どれも
分かりにくく、日頃からの我々の実感とかい離
していることが少なくありません。筆者は危機
と結びつけて次のように考えるとよいと思いま
す。本論ではこの考え方に基づいて論を進めま
す。
「危機は、我々にとって非常に困った状況が
出現することであり、リスクは、危機が起こる
可能性である。そして、これらにはその大きさ
の程度を示す量を伴っている。危機の量（クラ
イシス量）は、その状況の出現に伴って生じた
有形無形の損害の総和であり、リスク量は、潜

故などいくつもの巨大な危機に見舞われる事態になっています。今や、リスク
に正面して対応し、また、その発現による危機に備えることが必要な時代になっ
ていると思われます。そして、実効性のある対応のためには、これまで別々に
考えられてきたリスクマネジメント、危機管理、事業継続マネジメント（BCP）
等を統合的一体的に考えるとともに、あらゆる領域のリスク及び危機を共通的
基本的事項とその応用という形で総合的に考えることが必要となって来ていま
す。その考え方が「リスク危機マネジメント」です。その内容として、①リス
ク危機マネジメントの目標、②リスク危機マネジメントの基本的考え方、③リ
スク危機マネジメントの対象、④リスク危機マネジメントの標準的アプローチ
方法について説明します。また、そのケーススタディとして、本年1月のアルジェ
リア人質事件をリスク危機マネジメントの観点から検討します。

Keywords :  リスク、危機、リスク危機マネジメント、リスクコミニュケーション、
PDCAサイクル、HQ機能、現場対応機能、ロジスティックス機能、
アルジェリア人質事件、危機との共存
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在的なクライシス量に危機が起こる確率を掛け
たものである。」
なお、リスクの定義の最も新しい公式的なも
のは ISO　Guide 73：2009によるものです。
これによれば、「目的に対する不確かさの影響」
とされ、「影響とは、期待されていることから、
好ましい方向及び／または好ましくない方向に
解離することを言う。」及び「目的は、例えば、
財務、安全衛生、環境に関する到達目標など、
異なった側面があり、戦略、組織全体、プロジェ
クト、製品、プロセスなど、異なったレベルで
設定されることがある。」という 2つの注記が
ついています。この定義では、これまでリスク
とはマイナスのものであると考えられているこ
とに対して、プラスのものもありうるとしたと
ころに大きな変更がありました。しかし、投資
や企業収益以外について考えるとき、希望値ま
たは想定値を定めておき、それからの乖離とし
てのプラスを考える以外には、プラスのリスク
を考える事はほとんどないというのが実情で
しょう。Wikipedia（2013年 3月 16日現在）
では、「一般にある行動に伴って（あるいは行
動しないことによって）、危険に遭う可能性や
損をする可能性を意味する概念」とされていま
す。

2.2	 いつもリスクと危機を意識しなけ
ればならない環境の出現

我々日本人は、戦後、かなり長い間、おそら
くは 20世紀末頃まで、リスクと危機をあまり
大きく意識しなくともやって行ける環境条件に
ありました。風水害、地震災害、火山災害、干
ばつなどの自然災害は、確かにありましたが、
地震や火山については比較的平穏期であったと
言われていますし、それ以外の災害については、
防災対策の進展、防災技術の進歩、建物や構造
物の新設や更新などによって耐力が向上し、平
素はあまり深刻には考えなくても済むような状
況になっていました。国際情勢においても、冷
戦やいくつかの国際紛争もありましたが、日本
が当事者である場合はなく、いわゆるパックス
アメリカーナの下、アメリカの核の傘の庇護を
受け、冷戦を乗り切ってきました。近年までは、
現在いろいろな形で攻勢をかけている中国や韓
国は、経済的に力も弱く、比較的友好的でした。

経済的には、わが国は 1980年代のバブル期ま
では右肩上がりの成長を遂げ、その後もしばら
くの間は、その余韻と余力によって、それほど
大きな危機感を持つ必要性がありませんでし
た。国内的には、多くの矛盾をはらみながらも
自民党の長期政権の下、比較的平穏な状況が続
いたと言えるでしょう。輸出の促進のための海
外拠点の拡大、企業の海外進出などはありまし
たが、多くは日本的経営の論理、日本人的発想
を持ち込むことのできる範囲やテンポのもので
した。海外援助、技術輸出、日本人の海外進出
も総じて日本人の感覚や論理を大きく逸脱した
ものではなかったと言えると思います。その結
果、「水と空気と安全はタダ」などと言われる
リスクを考えない感覚が広くまん延したと思わ
れます。このような感覚は、「3.11」によって、
地震、津波等の自然災害についてはかなり変化
しているものの、それ以外では、投資や海外進
出等常にリスクに晒されている人々を除けば、
現在も非常に根強いものがあるように思われま
す。
しかし、このようなリスク感覚が日本の通常
の姿であるとは思えません。戦国時代はもとよ
り、江戸時代までは、自然災害、過酷な統治な
どがあり、ほとんどの人たちは、リスクをどこ
かで意識していなければ生きていけなかったと
思われます。また、明治維新から日露戦争期ま
では海外からの攻勢のリスクがかなり意識され
ていたように思います。その後についても、太
平洋戦争突入までこれまで築いたものを失うリ
スクにおののいていたというのが実態ではない
でしょうか。しかし、そのような強いリスク意
識が、目をつぶってもっと大きなリスクを取る
という失敗に導くことになってしまいました。
そして、中国大陸への進出、太平洋戦争突入な
どをもたらし、他国民に迷惑をかけ、自国民を
苦しめ、原爆の洗礼を受け、敗戦となって、一
つの結末を迎えたと言えると思います。ここに
は、リスク意識の間違った取り扱い、リスクに
対する不適当な対応の典型があります。
戦後のリスクを考えないで済む環境は、むし
ろ、戦争中までの間違ったリスクの取り扱いに
対する、心理的バリアもあって、日本及び日本
人が積極的に創出し維持しようとしたとも考え
られます。
ところが、ちょうど、経済バブルの崩壊、阪
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神淡路大震災があったころを境として、リスク
を考えないで済む環境が急速に失われてしまっ
たのです。そして、リーマンショックや「3.11」
によってそれが明確になったように思われま
す。したがって、リスク（それが発現して危機
になる）を意識して考えなければならない状況
になっています。これに対しては、社会の中で
も、企業の中でも、そして家庭の中でもいろい
ろな反応があります。リスクに対して目をつむ
り、耳をふさぎ、その存在を無視して従来通り
を踏襲しようとするもの、リスクからはただ逃
げ回ろうとするもの、リスクを声高に言い立て
て、過激な対応措置をとることを主張するもの
などです。しかし、十分にリスクを分析し、リ
スクシナリオを検討した結果であるようには思
えないことが多いように思われます。リスクや
危機を無視した場合は、想定外のことによって
致命的な損害を受ける可能性を排除できま
せん。リスクから逃げまわった場合は、じり貧
になる可能性が高いでしょう。過激な対応措置
をとれば、それに伴うはね返りや費用負担で苦
しむことになる可能性があります。したがって、
リスク及び危機の取り扱いは十分な検討と人知
をふり絞った工夫が必要であると考えられま
す。しかも、背景にある、人々の意識の問題は、
方向を間違えると結果としてとんでもなく大き
なリスクをとったことになる可能性があること
は、前述の太平洋戦争の例のとおりです。
リスクや危機の問題は百パーセント満足でき
る解がないのが通常です。なぜなら、多くの人
間や社会などの絡む複雑系の問題だからです。
したがって、リスクや危機に対する対応は、忍
耐強く、しぶとく、多面的に、ただし効率的に
行う必要があります。そのためにはリスク及び
危機の性質を知り、リスク及び危機の適切な取
り扱い方法の知恵を活用し、リスクを保持して
いる組織や社会（個人の場合は一人組織と考え
てください。）は、おのれ自身の性向や能力を
知って、的確な行動をとる必要があります。こ
のための考え方の基本を提供しようとするのが
「リスク危機マネジメント（Risk and Crisis 
Management）」です。

2.3	 リスク危機マネジメント

リスクを取り扱うマネジメントとして、リス

クマネジメント（Risk Management）があり
ます。危機の際のマネジメントとしてクライシ
スマネジメント（Crisis Management）があり
ます。このクライシスマネジメントの和訳が「危
機管理」でした。危機の際の緊急事態を中心に
考えているマネジメントとしてエマージェン
シーマネジメント（Emergency Management；
緊急対応マネジメント）があります。企業等の
組織が事業継続して、あるいは、いったん中断
したとしても速やかに回復して生き残っていく
ことを目指す事業継続マネジメント（BCM）
もあります。そして、それらは 、お互いに重
なりあっていたり、境界がはっきりしなかった
りすることも多いのです。「危機管理」という
言葉が、リスクマネジメントやエマージェン
シーマネジメントの意味で使われることも多く
あります。
民間企業ではリスクマネジメントが強調さ
れ、それは危機における対応を含まない概念と
してとらえられていることが多いことから、リ
スクが発現する（危機になる）確率を減らすこ
とばかりに焦点が合わされ、確率は低いが非常
に被害の大きくなるリスクは軽んじられる傾向
にある一方、災害については起こった時の対応
策を BCP（事業継続計画）に求めてしまい、
危機の際の不確実性、組織リーダーの弾力的な
判断や勘の重要性などがおろそかにされている
との印象を受けてきました。クライシスマネジ
メントの軽視です。その欠陥は東電福島原発事
故で如実に出ました。さらに、民間企業では、
数年前まで金融商品取引法に基づく内部統制報
告書の提出義務（日本版サーベンス・オックス
レー法）に関連する内部統制等の一連のリスク
問題への対応が中心的課題とされてきました。
また、リスクや危機を分野ごとの縦割的に扱い、
部署もバラバラ、内容も必ずしもリスクの性格
や大きさを考えない不整合な状況があるように
思われます。
このような実態を踏まえ、筆者はリスク及び
危機を一体的、統合的に取り扱う必要性を強く
感じ、リスク危機マネジメントを主張するよう
になりました。最初は、2008年に「リスク危
機管理」として提唱したものです。しかし、「管
理」が、①組織内をがんじがらめに縛りつける
という統制管理と理解されることが多いこと、
②危機の時は、トップダウンが必要という説と
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も繋がって、トップは何かと指示し管理しなけ
ればならないと思い、下部の構成員は指示待ち
ということになりがちなこと、③トップ以下の
幹部が、管理能力を発揮して間違いのない指示
をするための十分な情報を求める結果であろう
と思われますが、危機対応マニュアル等が情報
連絡の体制整備に偏っていると思われる例も見
られることなどの弊害をいくつか目にしまし
た。そこで、「管理」ではなく「マネジメント」
であることを強調するため、「リスク危機マネ
ジメント」と改称したものです。しかし、その
ような弊害さえ払拭出来れば、「リスク危機管
理」でも構いません。
この場合のマネジメントという言葉の意味は

「組織を指揮統制するための調整された活動」
（ISO　Guide 73：2009）であり、リスクや危
機をコントロールするということではないこと
に留意してもらいたいと思います。組織が、リ
スクのある状況においてどのように対応する
か、危機が起こっている状況の下でどのように
行動するかということです。多くの場合、リス
ク危機マネジメントはチームプレイですから、
的確な行動は、構成員の能力をうまく引き出し、
目標に向かって方向性を合わせ、精力的にその
ための活動をするように仕向けることが必要で
す。指示をする場合でも納得性があるか否かは
重要な問題です。したがって、統制管理の考え
方だけでうまくいくはずはありません。

3．リスク危機マネジメントの概要

3.1	 リスク危機マネジメントの目標

リスク危機マネジメントでは、リスクが発現
し危機になった時の被害をできるだけ少なくす
ることを目指します。ただし、その組織が、そ
の本来の目的や使命を達成することが大前提と
してあります。そのために、必要ならば危機に
なる可能性を考慮しつつも、必要なリスクを取
ることは当然です。したがって、時には危機に
遭遇することもあり得るのですが、その危機に
よる被害が許容限度の範囲内に収まっているこ
とが必要です。どのような工夫をしても危機に
よる被害が大きすぎると見込まれる場合は、リ
スクを取ることを取り止め、別の方策をとるの
が普通です。また、リスクを取るかどうかの判

断においては、それを取ることに伴うコスト及
び得られるものの価値あるいは組織の目的や使
命への貢献度合いも考慮されます。
したがって、リスクの量、リスクをとること
の収益、実際にかかる有形無形の費用及び将来
への影響や周辺状況に与える効果などを総合的
に判断して行うのがリスク危機マネジメントで
す。危機になる可能性、すなわち確率を抑える
ことは危機の被害を減らす有力な方法ですが、
必ずしもそれだけを目標にするものではありま
せん。

3.2	 リスク危機マネジメントの基本的
考え方

リスク危機マネジメントは、当然、これまで
のリスクマネジメント、クライシスマネジメン
ト、エマージェンシーマネジメント、BCMな
どを包含して、実態に適合するように整理した
ものです。したがって、それらの考え方と似て
いるところも少なくないのですが、異なるとこ
ろも多いのです。ここでは特に、異なるところ
に焦点を当てながら、考え方を列挙したいと思
います。
1） 危機発生前と危機発生後を一体のものとし
て統合的に捉える。内容的には、リスクマ
ネジメント及び危機管理やエマージェン
シーマネジメントが連結、統合化したもの
となっている。
2） 社会、組織（企業を含む）、個人などすべ
てを対象としている。リスクマネジメント
では主として企業に焦点をあてている場合
が多い。
3） 使命や目的を最大限達成することが目標で
あり、そのために必要なら、危機が起こる
可能性があってもリスクを取ってチャレン
ジするべきと考える。
4） 危機による被害はできるだけ小さいことが
好ましいが、被害が許容できる範囲内であ
れば、危機発生はあり得ることとして許容
する。
5） 人間は、ミスをする、認知バイアスがある、
組織カルチャーなどに拘束される等の弱点
を持っていることを認め、それを前提とし
て、チームプレイとシステムアプローチに
よってそれらの弱点に対応しようとする。
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6） 社会カルチャーや組織カルチャーは、リス
ク危機マネジメント活動を拘束する大きな
要件であると考える。
7） リスク危機マネジメント活動は複雑系であ
り、すべてにおいて整合性をとリ、最適化
することはできない。全体として良い方向
であれば、部分的矛盾は許容する。
8） リスク危機マネジメントでは、絶対的にベ
ストな意思決定は困難であり、優先度の問
題であることが多い。全体を見渡して最善
と考える意思決定をするべきである。その
ためには、常にプライオリティ付けの考え
方が必要である。
9） リスク危機マネジメントの対象のすべての
分野において、共通的アプローチをとるこ
とを基本とし、各々の分野特有のことはそ
の応用として考える。
 したがって、リスク危機マネジメントを学
ぶに際しては、まず、「基本的共通的考え
方を学び、次いで、いくつかの基本となる
手法を習得する。その上で、その応用展開
の方法論を身に付ける。」というやり方を
取ることによって、あらゆる分野のリスク
や危機を取り扱えるようにする。
10）リスク危機マネジメント活動は、動的な
ダイナミックプロセスであると理解し、
取ったどのような行動も実態に影響を与
え、実態が変化していくと考える。また、
そうでなくとも、実態は定まることがなく、
常に変動しているものであるとの認識を
とっている。
11）クライシスに量的概念を導入し、それは、
有形無形の損失の量の総和で換算する。そ
れをクライシス量という。
 「クライシス量＝被害累積量：時々の被害
額を時間で積分」である。
12）リスクは危機の潜在したものであり、リ
スクが発現すると危機となるが、その量は、
次の式であらわされるものと考える。ただ
し、実際上は確定した数値として示せない
ことはありうる。
 「リスク量＝潜在的クライシス量×発生確
率」　
13）リスクはゼロにならない。自分が何もし
なくともリスクは変動し、増加することも
ある。

14）危機が発現する前（リスク段階）のリス
ク危機マネジメントは、PDCAサイクル
の繰り返しによるスパイラル的発展向上と
いう方法をとる。したがって、リスクにつ
いての適切なマネジメント行動が早め早め
と行われるようにするために、あるいは、
危機に備える準備が早く進むようにするた
めには、PDCAサイクルの周期を短くす
ればよい。業務の進め方としてはまず粗く
対応し、しだいに密度を高めていくという
方法をとる。この場合、行う業務の優先度
付けが不可欠である。
15）危機発生後（危機段階）では“完全さ”
より“タイミング”（スピード）を重視し
て行う。
16）リスク危機マネジメント活動においては、
完全さを求めることは不可能であることを
受け入れ、それを求めることはしない。常
に、前より良くなることを追及する。
17）たとえ好ましくないもの、不愉快なもの
であっても現実の事実を認め、それを前提
条件としてリスク危機マネジメント行動を
とる。ある意味では超現実主義と言える。
18）リスク危機マネジメント活動としてはリ
スクの監視を重要視する。異常が見つかっ
たら素早く対応することを求める。
19）リスク危機マネジメントの能力のある人
物を所要のところに配置することがリスク
危機マネジメントの適切な実施のカギと考
え、その意味で人事当局の責任を重要視す
る。
20）リスク危機マネジメントの方法論は、判
断や行動の支援手段を提供するに過ぎない
という認識に立つ。しかし、リスク危機マ
ネジメントの標準的アプローチ方法が明確
になっており、関係者が共通認識を持って
いることは効果的なリスク危機マネジメン
トのために重要である。
21）リスク危機マネジメントは、管理ではな
くマネジメントである。
22）リスク危機マネジメントにおいては、組
織のトップを始めとする経営者の責任を非
常に重視している。また、経営者にはノー
ブレスオブリージが不可欠であると考え
る。
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3.3	 リスク危機マネジメントの対象

これまでリスクや危機の問題を取り扱ってき
た分野は、以下の 5つでほとんど全部をカバー
できると思われます。それらについて例を含め
て示したのが、表 1です。
①相手が何らかの意図をもって危害を加えて
くることに対する防御の観点からのセキュ
リティ。

②自然災害など、何らかの意図や悪意はない

が、結果として被害を受けることに対する
防御であるセーフティ。
③人間や人間社会が、生き延びていくことに
対する障害から防御しようとするサバイバ
ル（生存維持）。
④組織にとって不都合なことを防ごうとする
不都合回避。
⑤何か新しいことをやろうとする、あるいは、
新たに資金を投下しようとする新規活動及
び投資活動。

表 1　リスク危機マネジメントの対象領域とその例
主要対象領域 一般的主要例 企業の場合の例

セキュリティ
（Security） 

・治安 施設へ部外者の攻撃や侵入の防止
・安全保障 従業員の身の安全確保
・生活や組織の安寧維持 企業価値（ブランド、商品、企業の尊厳など）

への攻撃に対する防御
・情報セキュリティなど 情報セキュリティなど

セーフティ
（Safety） 

・災害（地震、風水害、落雷など）災害（地震、津波、風水害、落雷など） 
・事故（施設内事故、施設外事故）事故（施設内事故、施設外事故） 
・健康崩壊（新型インフルエンザ、
食中毒、麻疹）など

健康崩壊（新型インフルエンザ、食中毒、麻疹） 

生存維持
（Survival） 

・生存条件の確保、資源、食糧、
エネルギー、水などの確保

マーケット（納入先）の保持、開拓
競争力の維持（円高対策等）、知的所有権確
保

・モラル（倫理観）の保持など 健全な経理状況の確保 
役職員の士気やモラル（倫理観）の保持　後
継者の確保

・環境問題 環境問題、電力不足等への対応など 

不都合回避
（Problems 
Avoidance） 

・経済危機、財政危機、資金の不
足、不正決算

資金の不足、不正決算 

・職員内の不和、職員配置のミス
マッチ、数の不足

職員内の不和、職員配置のミスマッチ、数の
不足 

・組織内不祥事件 使い込み、私的流用、 
・不正経理、官製談合、不法行為
など

不正経理、談合、不法行為、賄賂

新規活動及び
投資活動

（New Business 
and 

Investment） 

・新プロジェクトの開始 新商品の開発と上市、新技術の開発や導入、
新規事業
新市場への進出（海外進出など）

・新制度、新システム等の導入 新制度、新システム等の導入 、持ち株会社制
導入

・施設、設備等の新設や改築 施設、設備等の新設や改築、海外工場設置 
・合併や統合など 合併や統合、企業買収 
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3.4	 リスク危機マネジメントの標準的
アプローチ方法

リスク危機マネジメントの手法の中核をなす
のが図 1に示す一般的手順です。
これは、業務を効果的に行うためのアプロー
チモデルともいうべきものです。実際の運用に
おいては、その各ステップのプライオリティを
考えて、重点を置くところと簡素に済ますとこ
ろがあります。時にはスキップすることもあり
えます。しかし、それらはリスク危機マネジメン
トを実施する者が時間的要素や内容的要素を十
分考慮し、十分考えたうえで意図と覚悟をもっ
て行うべきものです。面倒だから、よくわから
ないからといった自分たちの都合を中心に考え
るべきではありません。
この手順の実行においては、図でいうリスク
段階（危機発生以前の段階）では、内容的に最
初から完全なものを目指す必要はありません。
まず粗く実行し、PDCAサイクルを短い時間
で廻すことよって次第にしっかりしたものとす
る方法をとります。通常、PDCAサイクルの
タイムスパンは年度などその他の要因で決めら
れることが多いですが、むしろ、リスクの内容
や緊急度など、リスクそのものの評価から決め
られるべきものです。重要度が高く緊急に対策

を講ずるべき場合には、サイクルの回転数を上
げるのです。その場合の最大の障害は、関係者
の心理的抵抗感のことが多いですから、組織の
トップの強いリーダシップが必要です。
クライシス段階（危機発生から終了までの段
階）では、やむを得ない場合は別として、原則
として後戻りはありませんから、前進あるのみ
です。したがって、資材、人員、手段など危機
対応勢力の逐次投入は最も避ければならないこ
とです。当初から、少し過剰と思えるくらいの
対応が好ましいのです。そして、危機をできる
だけ短い時間で終了させる必要があります。そ
うでない場合は、後程述べる危機との共存を図
ります。
標準的アプローチの概要は次の通りです。
1）	 リスクが発現し危機となる前の段階（リ

スク段階）
この段階における大きなステップは、①リス
クをリストアップする、②リスク危機マネジ
メントの対象とするリスクを選び出し、それに
プライオリティをつける、③リスク危機マネジ
メントの対象としたものについて、プライオリ
ティに従ってリスク削減等の対策をとる、④対
策をとったとしても残る残留リスクが発現して
危機になった場合を想定し、必要な備えを準備
する、及び、⑤リスクの状況を監視し、状況の

図 1　リスク危機マネジメント業務の一般的手順（アプローチモデル）



Development Engineering Volume 19, 2013

9

変化が起こった場合は必要な対策をとることで
す。なお、④の準備は 5つの性格のものがあり
ます。④1マニュアルや緊急対応本部設置計
画などの緊急時行動に関するもの、④2緊急
時に備えた施設や機材、援助の事前予約などの
緊急時の資機材の調達に関するもの、④3人
材の養成訓練、演習などに関するもの、④4
危機の損害を克服し、素早く回復し復活するた
めの布石等（これは、最近流行のレジリエンス
の本来の意味です。）に関するもの、④5危機
になった時の関係者の的確な反応や行動を導く
ためのリスクコミュニケーションに関するもの
です。
これらの業務を実施するためには、リスクを
分析評価するとともに、組織の置かれている状
況やスタッフの現状を評価して、リスクの内容
にふさわしい実効性のある現実的対策をとるこ
とが必要です。また、これらの業務を行うため
には、そのための体制整備、要員確保、能力の
涵養、支援のネットワークの構築、役職員の意
識の向上、共通認識の増進、コミュニケーション
など組織の環境条件の整備が必要でしょう。
2）	 危機が発生してからの段階（クライシス

段階）
危機が発生した際の大きなステップは次のよ
うなものです。①危機であることを早期に感知
認識して、それに対する対応を素早く開始する。
②緊急性を要する場合には、危機の準備の段階
で用意されていた手順、考え方、手段などによ
る緊急対応行動をとる。これが初動です。③初
動で済まない場合、あるいは初動の必要がない
場合は、HQ（ヘッドクオーター：司令塔機能）、
現場対応機能、ロジスティックス機能などを備
えた危機対応組織体制を構築し、危機に取り組
む態勢をしっかりと組む。④危機がそれ以上拡
大しないような状態、危機がコントロールされ
ている状況を確保する、⑤十分な勢力を結集し
て危機の克服を図る。
なお、危機が大きく、すぐには解消できない
場合、あるいは解消しようとするとそれに伴う
犠牲が大きいと判断される場合、「危機との共
存」に入り、危機の状況を局部的なものとして
封じ込めるという場合もあります。「危機との
共存」の例としては、20世紀後半の東西冷戦
が典型です。尖閣列島問題において日本政府が
目指しているのも、これ以上危機が拡大しない

ようにする「危機との共存」だと思われます。
一方、アルジェリアにおけるガス産出プラント
襲撃人質事件は、アルジェリア政府が「危機と
の共存」になることを嫌ったケースです。外国
人などに犠牲が出ることも承知の上で、掃討作
戦を実施したと思われます。
危機が終了したときには、危機発生及び危機
対応に関する各種記録を整理して残すととも
に、各種被害に対する応急的な対策措置をとっ
て安定な状況とします。その上で、危機対応組
織は速やかに解散します。そうすることによっ
て異常状況をひとまず解消するわけです。
危機の際の対応においては、当初は危機発生
以前に準備されていた手順、体制、機材、シス
テムなどによって行動を開始します。しかし、
危機においては、実際には、想定外のことが続
くことが多いですから、臨機応変に変更を加え、
あるいは、新たに工夫したり調達したりするこ
とも必要です。そのためには、それを行なえる
権限と能力を有する者が、全責任を持って意思
決定を行い、危機対応要員がそれに従う体制が
必要です。そのような人物は、組織のトップ以
外にはないのが通常ですから、危機対応はトッ
プの能力にかかっていると言っても過言であり
ません。また、危機における広報など外部との
コミュニケーションも、節目ではトップが自ら
行わなければならないことがほとんどですか
ら、組織のトップには広報の能力もほしいとこ
ろです。なお、「危機対応はトップダウンで」
という俗説がありますが、危機の際に、トップ
が一々指示をするなどということはできず、実
際の現場での危機対応はその当事者に任すしか
ないのです。そのために、各当事者が全体に気
を配りながら、それぞれが全力を尽くし危機が
コントロールされている状況を作り出さなけれ
ばなりません。したがって、必ずしもトップダ
ウンが中心ではありません。トップの最大の責
務は、優先度を付け、状況の変化に応じて人員
資材等の資源の配分、配置を変更し、捨てる物
は捨て、攻勢に出るべきところはそのように対
応するということであります。もちろん克服策
が実施に移されるときは強いリーダシップを
持って推進します。また、これらに伴い、必要
な資金や人員等の資源の確保、あるいは何らか
の犠牲や負担の覚悟も必要です。危機対応行動
のリスクを負うのです。そして、危機対応行動
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の判断や指示のタイミングが常に最適のもので
あるように最大限の努力をしなければなりま
せん。
危機終了後は、再びリスク段階に戻りますが、
本格的修復、原因究明、危機経験の水平展開な
どを、危機のフォローアップとして、少し時間
をかけて行うのが通常のやり方です。
3）	 全体統括マネジメント
リスク危機マネジメント活動を組織全体とし
て効果的に進めるためには、全体を統括し、積
極的にそれを推進する経営者の態度や行動が必
要です。それは、①リスク危機マネジメントの
基本方針の提示、②リスク危機マネジメントの
実施状況の把握と指導、③リスク危機マネジ
メント活動のレビューと評価、④評価の結果に
基づく改善の実行などです。経営者は、これら
を率先して行い、中心的役割を果たすことが必
要です。また、リスク段階における PDCAサ
イクルの廻り方の最適化も経営者の役割です。
危機の際のトップの役割の厳しさを考えれば、
トップはこの全体統括マネジメントの中核に常
に居るのが当然でしょう。

4.	 リスク危機マネジメントの視
点から見たアルジェリア人質
事件

リスク危機マネジメントを理解する一助とし
て、2013年 1月 16日のアルジェリア人質事件
について考えてみましょう。
この事件は、同日早朝未明（現地時間）、ア
ルカイダ系の武装勢力が、アルジェリア東部リ
ビア国境に近いイナメナス地区の天然ガス精製
プラントを襲撃したことに始まります。その際、
イギリス人 1人とアルジェリア人 1人の計 2人
が死亡し、アルジェリア人 150人及び日本人
10人含む外国人 41人が人質として拘束されま
した。アルジェリア政府は強硬策をとり、軍の
突入によって、外国人を中心に少なくとも 23
人の人質が死亡し、32人の武装勢力が殺害さ
れました。犠牲になった日本人は全員が日揮の
職員ならびにその協力会社職員及び派遣社員で
した。日本政府は人命尊重を第一にして対応す
るようアルジェリア政府に要請しましたがアル
ジェリア政府は強硬策をとりました。他の外国
人の母国の中には特殊部隊を待機させる国も

あったと報ぜられていますが、非常に早いアル
ジェリア軍の単独作戦が実行されました。なお、
その後の報道によれば、何人かのそのプラント
勤務のアルジェリア人が武装勢力側に内通して
いたとのことです。誠に痛ましい事件であり、
御遺族の皆様の心中は察しても余りある事件で
す。この事件について、今後のためにとの意を
込めて、日本政府及び日揮に焦点をあてつつ、
リスク危機マネジメントの観点から論じてみた
いと思います。なお、これに関する情報はマス
メディアによるもの以外にはないので、それに
よっています。そのため、不確かなところも多
いと思われますが、仮説検証法（「まず仮説を
立てそれを検証する」というやり方を繰り返す
ことにより真実に近づこうという研究の手法）
によるリスク危機マネジメントの進歩への貢献
という観点から検討するものです。
1）	 事件発生以前の段階（リスク段階）
日本政府が、このような事件に対するリスク
の特定、リスク分析、リスク評価などを行って
いたかどうかについては、定かではありません。
外務省の海外安全ホームページを見る範囲にお
いては、最終的には渡航者の責任において考え
てほしいという立場のように見えます。
日揮が、これらリスク分析等を行っていたか
どうかについての公表は今のところありま
せん。今後も期待できないのが日本企業の通常
の例でしょう。同社は、アルジェリアで長期間
にわたってかなり大きな仕事をしてきた実績が
あり、アルジェリアに関する情報の蓄積も豊か
であったと思われます。しかし、このような事
件の可能性をどの程度意識し、そのための分析
を行い、対応策を講じてきたかについては、結
果からいえば、不十分であったといえるであり
ましょう。ホームページの組織体制の説明内容
を見ても、リスク管理委員会の設置、セキュリ
ティ対策室の設置が触れられているだけですの
で、このような悲劇を想定してしっかりと備え
をしていたようには思えないというのが筆者の
結論です。もちろん一企業がやることですから
限界があったに違いなく、それが行われていれ
ばこの悲劇はなかったというつもりはありま
せん。
今回のケースについて、「こうあって欲しかっ
た。」という像を描いてみます。
この事件の前に、おかれている状況について
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リスク分析をしたとすると次のようなことが認
識できたのではないかと思われます。
①基本認識として、イスラム社会の統治のカ
ルチャーは、西欧社会と異なり、日本とも
異なっているという前提をおく必要があ
る。そして、力による統治の色合いが強い
ので、テロに対する対応は命を最優先に考
えることが多い西欧や日本とは異なってい
る。
②アルジェリアの場合は、いろいろな民族的
軋轢があり、また、北アフリカ地域の治安
は、イスラム原理主義勢力、強盗集団など
の存在によって、悪い情勢にある。そして
その状況は必ずしも良い方向に向かってい
るといえない。
③リビアのカダフィ政権が周辺諸国出身の傭
兵を多用したことから、その崩壊の際、大
量の武器が傭兵たちによって持ち去られて
いる。その結果、その地域における近代兵
器の拡散が起こっている。そのため、テロ
活動がエスカレートする可能性が十分有り
うるものと認識される。
④隣国マリでのイスラム反政府武力勢力によ
る占領地域拡大軍事作戦に対し、フランス
が直接介入をしなければならないほど、イ
スラム反体制勢力の力は伸長している状況
にあり、アルジェリア地域においても、ア
ルジェリア軍の相対的優位は低下してい
る。
⑤天然ガスプラント勤務のアルジェリア人は
様々であり、現在のアルジェリア政府に対
するロイヤルティーが必ずしも高いとは言
えない。
⑥アルジェリア軍が守っているから反体制ゲ
リラが危険を冒して天然ガスプラントを襲
撃することはあまりないだろうと以前には
考えられていたとしても、情勢が大きく変
化している可能性が高い。

などです。
しかし、特に手が打たれていなかったようで
すから、このような認識はあまりなかったと推
測されます。それは、十分リスク分析が行われ
ていなかったか、以前行ったリスク分析に頼り、
新しいリスクが把握できていなかったことが理
由として考えられます。後者の場合は、リスク
の監視や不十分であったと言えるでしょう。

なお、例えこのようなリスク分析が行われ、
リスクを把握していたとしても、なんともでき
なかったに違いないという議論がありそうです
が、工夫の余地は十分あり得たのではないかと
いうのが筆者の見解です。もちろん、日揮だけ
の力で行えることには、限界があったに違いあ
りませんが、アルジェリア政府と問題意識を協
議するとか、派遣職員数の削減、監視カメラの
設置、GPSによる派遣者の滞在地の確認、自
らの保安要員の確保などがあり得たと考えられ
ます。さらに、建物や部屋の構造などをそのよ
うな状況に備えたものとすることも考えられま
す。また、そもそも現地へ派遣される職員への
教育などにおいてこのような事態に備えたもの
であったのでしょうか。
リスク危機マネジメントでは、リスクを
100%なくすことはできないこと、特に相手が
あったり、パートナーがいたりする場合、こち
らの思う通りにはならないことは十分認めるの
ですが、常に気配りをし、自分の出来る範囲で
あっても対策を講じておく態度が不可欠である
と考えます。もちろん、そのコストが莫大で、
別の発想が必要な場合もありえます。しかし、
少なくとも、もっと知恵を絞った手だてができ
たはずであるように思えるのです。
2）	 危機発生後の段階（危機段階）
実際に、反体制ゲリラが踏み込んでしまい、
人質を拉致してしまった段階においては、日本
側が打てる手は非常に限られていたでしょう。
まず、こう着状態で互いににらみ合う「危機と
の共存」の形になることを期待するのでしょう
が、どちらかの側にそのつもりがないとすれば、
これは成立しません。アルジェリア人質事件の
場合は、どちらもそれを好まなかったというこ
とのように思われます。特にアルジェリア政府
側としては、このような事件が頻発することは
絶対避けなければならないとの意識が強かった
ように思われます。そのため、ゲリラ側が降伏
するか、犠牲を厭わずせん滅するかのオプ
ションしかなかったと言えるように思われるの
です。特に力の支配の原理が強く働いているイ
スラムの世界では、それが強く出てくる可能性
が高いようです。その意味でも、このようなケー
スについては、危機発生以前の対策や危機発生
に備えた準備に大きく比重をかけた対応が必要
であろうと思われます。しかし、その際発生の
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確率を抑えることにばかり思いを致しても現実
的ではなく、むしろ発生したときの対応策の重
層性を高めることが重要であると思われます。
その意味で、従来のリスクマネジメントの発想
だけでは不十分であり、危機対応を含めたリス
ク危機マネジメントが必要なのです。

5. おわりに

現代社会では、今やリスク危機マネジメント
が必要な状況であることを論じ、次いで、リス
ク危機マネジメントの内容の概略を説明すると
ともに、アルジェリア人質事件の場合について、
その見地から論じました。物騒な社会になった、
いやな社会になったといえると思いますが、そ
のような社会に我々は生きているのだと思わざ
るを得ません。もちろん、そのような環境から
できる限り遠ざかっておこうという考え方もあ
ります。しかし、そのような場合、自分の意図
や目標、あるいは理想といったことが達成され
ないことがほとんどですし、この国際化した社
会のなかで閉鎖的な環境条件の中に閉じこもっ
てしまうということになりかねません。また、
実際上、国際化した経済社会の中で、そのよう
なことをすれば、日本人の生活はどんどんレベ
ルダウンすることになると思われます。あるい
は失業が増加し、多くの日本人が気持ちの上で
腐ってしまうかもしれません。こちらのリスク
を減らせば、他方で別のリスクが増えるという
ことが当然のようにおこります。また、リスク
から遠ざかれば幸福になれるということでもあ
りません。むしろ、リスクを、リスクとしてしっ
かりと見据え、必要な対応策をとり、危機に備
え、その被害を許容できる範囲内に抑えること
に務める。そして、必要なリスクは取っていろ
いろな成功経験につなげる方が、満足度が高い
と思われます。
リスク危機マネジメントをご理解いただくた
めの例としてアルジェリアでのテロ事件をとり
ましたが、全く異質のユーロ危機、JALの倒
産などにも適応することができます。家庭の崩
壊などもリスク危機マネジメントによって致命
的にならないことにできると思われます。
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