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「指揮統制システム」 
 

 
 
 
 
 
 
 
翻訳上の留意事項 
 
規則DV 100には、ドイツ連邦憲法と権限によって開発された緊急時対応のためのインシデント・コマンド・
システムが規定されている。緊急時対応に関する連邦コンセプトを十分に理解した上で、地域や地方はその緊
急時対応のために必要な解釈と変更を加えることができる。 
 
当初この規則は消防局の規則として設計されたが、後に、大規模な緊急事態に携わる組織が使用する一般的な
規則へと拡大された。このため、「消防規則１００」と「一般規則１００」の双方が現在も存在している。 
 
この翻訳（独語⇒英語）は、主な目的と規則の一般的な部分に焦点を当てて翻訳されており、ドイツの指揮統
制システムの一般原則の概要を示しているに過ぎず、英語版は、可能な限り簡略化されているため完全なもの
ではない（注：日本語訳にあたっては更に訳者の解釈による意訳を加えてある）。 
 
ドイツ語のテキストには、男性と女性ジェンダーの用語が含まれているが、読みやすくするため、この翻訳で
は男性ジェンダーのみとした。しかしながら、他のジェンダーを差別する意図はない。 
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はじめに 
 
統一消防規則は、連邦内の全ての州の消防の行動を統一するために制定された。従って、
消防規則の目的は消防活動における統一的な行動の確保である。 
 
この消防規則100「緊急事態におけるリーダーシップとコマンド」は、ドイツにおけるイ
ンシデント·コマンド·システムの基本原則を規定し、コマンド組織、コマンドプロセス及び
必要な手段を含むコマンドシステムについてその詳細を記述している。これは、日常的な
事故から大規模災害でのミッションに至るまで、どのような被害や危険が発生した場合で
もコマンド組織が柔軟に適応できるようにするものである。 
 
この規則は、異なる州の消防や他の組織、機関、当局の間の協力を確保するためのもので
ある。なお、この規則は、各地域の特殊性を加味する余地を残すことによって、連邦各州
の法制度の多様性も尊重している。 
 
規制DV 100は、１975年から1980年の間に作成された旧消防規則12/1「コマンド及
びコマンドシステム」及び1982年に制定された旧国家災害対策規制KatSDV100 「ミッ
ションにおけるリーダーシップ」に基づいて開発された。KatSDV 100の廃止後、改正ド
イツ市民保護方針に基づいて警察、軍、非政府組織にも規則を適用できるよう規則の名称
が「DV 100」へと変更された。 
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１．総論 
 
1.1 コマンドシステムの重要性 
 
一般的にインシデント対応組織は、同時に発生する複数の危険なインシデントに対して、
不十分な情報の下で対応する。インシデントは、対応作業を開始したときにすでに最終的
な段階となっている場合（鉄道事故や地震など）もあれば、継続的に拡大し続けている場
合（火災や洪水など）もあり、インシデントへの対応には複雑な技術的かつ組織的な手段
が必要となる。 
 
コマンドシステムの役割は、被害の拡大を防ぐためにあらゆる手段を講じることであり、
状況が十分に明らかになっていない現場へ部隊を派遣し、最大限効率的な作業を実施させ
ることである。従って、インシデントコマンドは、情報を素早く収集し、評価しなければ
ならない。指揮統制の成否は、リーダーシップとコマンド組織にかかっている。 
 
1.2 法令 
 
ドイツにおけるインシデント対応の法的根拠は、消防及び災害対策に関する連邦法である。
これらの法は、インシデントコマンドとなるべき者を指定し、その権限と義務を明記して
いる。インシデントコマンドの主たる任務は、社会または個人を保護するためにあらゆる
必要な手段を講じて、それを部隊や公的機関に実施させることである。 
 
コマンドの任にある者は、法令に従って、インシデント対応を本来の業務としない第三者
に対しても必要な措置を講じることができる。 
 
正式に「非常事態宣言」が発動されるような大災害の場合には、災害対策に関する特別法
または国民保護法の各種規則が優先的に適用され、消防法は適用されない。 
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2 リーダーシップとコマンド 
 
2.1 定義 
 
リーダーシップとは、特定の目的を達成するために積極的に人々の意思決定や行動に影響
を与えるプロセスである。これは、定められた目標を達成するよう人々を誘導することを
意味する。 
 
オペレーショナル・コマンドとは、災害時における特定のエリアにおける責任者であり、
当該エリアにおいて実施部隊を運用する者である。 
 
リーダーシップの成否とコマンドの基礎は、コマンドの任にある者の性格や態度にある。 
 
2.2 リーダーシップ 
 
リーダーシップは、コマンドの任にある者の人格、能力、そして精神的かつ知的な能力に
依存する。従って、各部隊の成果は、コマンドの任にある者のリーダーシップの資質、特
に彼の決断力の結果であるといっても過言ではない。 
 
2.3 コマンド姿勢 
 
コマンド姿勢は、コマンドの任にある者と彼の部下との間の相互作用として定義される。
コマンド姿勢は、主に対人関係に影響を与えるものであり、あらゆる行動（無意識のもの
を含む。）がコマンドされる者に対して影響を与える。コマンド姿勢は、状況及びリーダ
ーシップのスタイルによって決まる。 
 
2.3.1 リーダーシップのスタイル 
コマンド姿勢は、リーダーシップのスタイルとしても表現される。現実には、普遍的に正
しいリーダーシップスタイルというものはなく、次の２つの両極端なスタイルの間に存在
する。 
 
◎	 権威的リーダーシップスタイル： 
̶	 迅速な意思決定と素早い行動 
̶	 強圧的な力による服従の要求 
̶	 力の誇示 
̶	 命令の実施における自由裁量の狭さ 
̶	 指示の達成状況についての極めて細かな監視 

 
◎	 協調的リーダーシップスタイル： 
̶	 同僚や専門家への相談及び彼らを巻き込んだ意思決定プロセス 
̶	 命令の実施における広範な自由裁量と権限の委任 
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̶	 コマンドの任にある者の意思や状況に関する部下への情報提供 
̶	 コマンドスタッフを巻き込んだ意思決定の準備及び成果の評価 

 
コマンドの条件やリーダー及び部下の性格が多種多様であるため、命令と服従に基づく権
威的リーダーシップスタイルと完全な合意に基づく協調的リーダーシップのいずれかが絶
対的に正しいということはできない。 
 
コマンドの任にある者は、主として協調的な方法によって自信とやる気をもたらすべきで
ある。従って、部下を可能な限り意思決定プロセスに参加させるべきである。しかしなが
ら、極限状態にある場合には明確で迅速な意思決定を行い、簡潔な命令を下した方がよい
場合も少なくない。 
 
リーダーは、自分自身のリーダーシップスタイルを意識し、どの程度部下の服従を求めて
いるのか、または、どの程度部下の自主性を尊重しているのかを正確に状況把握しておく
必要がある。 
 
2.3.2 インシデントコマンドにおけるミッション戦術 
 
ミッション戦術とは、ミッションにおける目標の達成のために、部隊や関係機関に対して
最大限の自由裁量を与えるインシデントコマンド上の概念である。このためには、コマン
ドの任にある者及びその下にある部隊に、高度な能力と責任ある自立心が必要となる。ミ
ッション戦術では、部隊や関係機関からコマンドの任にある者に対して、継続的な報告が
必要である。 
 
ミッション戦術を採用する場合には、ミッションの記述を明解な目標に限定し、それを達
成するための手段については自由裁量にて決定できる余地を残すことができる。その結果、
配下にある部隊は、選択肢が多数ある中で、広範囲に独立して、素早く柔軟に予期せざる
事態に対しても行動することができる。重要なことは、ミッションの目標を達成すること
だけである。 
 
  



ドイツの指揮統制システム（小池貞利 訳） - 7 -     2013/11/30 

 
3 インシデント·コマンド·システム 
 
3.1 インシデント・コマンド・システムにおける原則 
 
目標を達成するためには、次の構成要素からなるコマンドシステムを構築する必要がある
（図1）。  
̶	 コマンド組織（構成） 
̶	 コマンドプロセス（手順） 
̶	 コマンドシステムを実施するための手段（装備） 

 
構築にあたっては次の原則を適用しなければならない。 
̶	 ミッション、権限及び手段のバランスがとれていること 
̶	 ミッションの範囲及び拡大は、管理可能な範囲とし、明示されていること 
̶	 地位の上下が明示されていること 
̶	 直接の配下にない部隊や関係機関とも協力できるものであること 
̶	 健康を維持するとともに、その能力を尊重すること 
̶	 協調的リーダーシップスタイルを実践すること、しかしながら、全体の責任につい

てはコマンドの任にある者が負うこと 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
図1：コマンドシステム 

 
コマンド·システムの効果は、指揮官が目標を達成する速度と状況に対する適切性により評
価する。 
 

コマンドシステム 

コマンドプロセス
（手順） 

実施手段 
（装備） 

コマンド組織 
（構成） 

目標の達成 
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3.2 インシデントコマンドの組織   
 
3.2.1 概要 
 
コマンドシステムにより、指揮官、スタッフ及び命令系統の各階層の役割及び責任が定義
される。 
コマンド組織は、インシデントの性質及び規模に応じて、円滑、効率的かつ継続的なマネ
ジメントを確保するためのものである。指揮官は、必要な人的資源について事前に把握し
ておくとともに、重要なスタッフの配置を事前に決めておかなければならない。 
 
 
3.2.2 インシデントコマンド 
 
インシデントコマンドは、指揮官、支援設備（調整センター・補給センター等）及びスタ
ッフ（必要な場合のみ）により構成される。 
インシデントコマンドには、目標の達成のための技術的資源が必要である。 
消防及び災害対策に関する連邦法にて誰が責任を有する指揮官となるべきかについて定め
られている。 
 
 
3.2.2.1 指揮官（インシデントコマンダー）の任務 
 
指揮官は、インシデントのマネジメントについて責任を持ち、配下の部隊を指揮するとと
もに関係する全ての緊急対応機関との調整を実施する。 
 
人命の救助及び保護は、緊急対応の第一目標である。救助作業は、危険をもたらすハザー
ドが除去または抑制された後に実施することができる。人命救助作業は全てに優先して実
施されなければならず、財産の保護及び環境保護は第二優先順位の作業である。 
 
指揮官は、法律に基づき次の権限を有する。 

・	 作業に必要な人的資源及び装備を要求すること 
・	 部屋、土地、建物及び船舶へ立ち入ること 
・	 道路及び橋を封鎖し、インシデント発生地域への立ち入りを制限すること 
・	 自分自身を危険にさらそうとする人々（自殺者等）を拘束すること 
・	 一定期間、工業用地を閉鎖すること 

 
 
3.2.2.2 インシデントコマンドの構成とサイズ 
 
インシデントコマンドの構成とサイズは、インシデントの性質及び規模並びに割当てられ
た人的資源と装備によって決まる。一般的なインシデントの場合、活動する部隊の長は、
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スタッフ（参謀）による支援なしに任務を遂行する。複雑なインシデントとなった場合に
は、補佐班またはスタッフ、並びにコントロールルーム等が必要となる。 
 
最小の場合、補佐班は次により構成される。 

・	 コマンドアシスタント 
・	 通信アシスタント 
・	 車両運転手（第二通信アシスタント） 

その他必要な手段とともに現場に設置されるコマンドポストに配置される。 
 
最小の場合の補佐班は、「コマンドチーム３」（３人で構成されるチーム）と呼ばれ、１
台の指揮用車両内に配置される。 
 
インシデントコマンドの補佐班等には次の種類がある。 

・	 コマンドチーム３ （３人チーム） 
・	 コマンドチーム６ （６人チーム） 
・	 コマンドチーム９ （９人チーム） 
・	 スタッフ（参謀） 

 
インシデントが一定の規模を超えると、コマンドチーム３ではミッションを成功させるこ
とが困難になる。この場合、追加的な人的資源や装備が必要になる。コマンド補佐班の要
員等は、インシデントの発生現場、または、場合によっては現場から少し離れた場所にて
活動する。 
 
インシデントコマンド組織を編成する場合、指揮官はその権限を委譲しなければならない。
伝統的なスタッフ組織は次のとおりである。 
 

・	 人事/総務 -------------- スタッフセクション１（S1） 
・	 情報収集/評価 --------- スタッフセクション２（S2） 
・	 運用 -------------------- スタッフセクション３（S3） 
・	 後方支援 --------------- スタッフセクション４（S4） 	 

 
必要な場合には、次の機能を追加することもできる。 
  

・	 メディア/報道 --------- スタッフセクション５（S5）  
・	 通信/配信 -------------- スタッフセクション６（S6）  

 
作業の規模により、各要員は１つまたは複数の役割を担う。各要員は指揮官へ直接報告す
る。 
 
一般的にコマンドスタッフは、指揮官及びS1、S2、S3及びS4のスタッフセクションの
責任者により構成されるが、必要に応じて、これにS5及びS6のスタッフセクションの責
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任者、並びに、インシデントの性質によっては専門家及び関係機関の代表者もこれに加え
られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２：インシデント コマンド スタッフ 
 
各役割の割当ては、被害状況等により変化する。コマンド組織の継続性を確保するため、
任務の引き継ぎは柔軟に行ってよい。 
 
インシデントコマンド機能の実施は、現場に設置されるコマンドポスト（指揮所）に限定
されるわけではない。特に、S1、S4及びS6の機能は、その全部または一部を他の場所（指
令センター、消防署、通信センター等）にて実施してもよい。 
 
インシデントコマンドには伝統的スタッフ機能（S1～６）に加えて、中央官庁、緊急対応
機関、関係団体及び地方行政機関の代表者、並びに専門家を含めるべきである。 
 
インシデントコマンドの要員は、必要最小限とし、卓越した専門的知識と能力を有する者
によって構成されなければならない。 
 
  

指揮官 
（インシデントコマンダー） 

S2 
情報収集/評価 

S3 
運用 

S4 
後方支援 

S1 
人事/総務 

S5 
メディア/報道 

S6 
通信/配信 

専門家及び関係機関の代表者 
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3.2.3 コマンドポスト 
 
コマンドポスト（指揮所）は、インシデントコマンドが行われる場所である。インシデン
トが複数のセクターに分割されるような場合には、各セクターに前進コマンドポストを設
置してもよい。 
 
コマンドポストは、固定してもよいし、移動式としてもよい。 
 
インシデントが大規模である場合、または、作業が長期にわたると予想される場合には、
固定コマンドポストが望ましい。固定コマンドポストは、インシデント発生現場近くの適
切な施設に設置される。大規模災害時におけるコマンドポストは、担当行政機関またはコ
ントロールセンターの近くに設置することが望ましい。 
 
コマンドポストには電気通信設備及び必要な資機材を備えつける必要がある。無線通信を
確保するためにはコマンド車両が必須である。 
 
移動式コマンドポストの場合には、情報機器及び通信機器を備えたコマンド車両が必要で
ある。指揮官に補佐班がつく場合には、これらの要員も乗ることができるようなコマンド
車両が必要である。 
 
 
3.2.4 コマンドのレベル 
 
インシデントコマンド組織の特徴は、そのコマンドレベルである。各要員が同じ上司に報
告する場合、そこに1つのコマンドレベルが構成される。コマンドレベルは、作業に従事
する関係機関及び状況に応じて設置される。 
 
一般論としては、各コマンドレベルが監督できる傘下の部隊数は、２隊から５隊までであ
る（スパン・オブ・コントロール）。 
 
コマンドのレベルは、次の区分で設置される。 
 

・	 部隊の強みや種類に応じた戦術的組織 
・	 インシデント発生地域毎の戦術的組織 
・	 関係機関の管轄に合わせた組織（主として大規模災害の場合） 

 
なお、コマンドレベルの各監督者をバイパスすることは許されない。このようなことをす
ると、意思決定プロセスが崩壊する危険がある。 
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3.2.4.1 部隊の強みや種類に応じた戦術的組織 
 
消防のコマンドレベルには、次のものがある。 

・	 コマンドチーム３、チーム６またはチーム９によるコマンド組織 
・	 カンパニー（仲間）によるコマンド組織 
・	 特殊な目標を達成するために構成されたブリゲード（大隊）によるコマンド組織  

 
事例：カンパニー（仲間）によるコマンド組織 
 

 
 
カンパニー（仲間）は、通常、２人チームである。それぞれのチームの監督者は通信アシ
スタント１人のみを配置し、指令センター（ICC）を介して通信連絡をとる。 
 
コマンドの任にある者は、コマンド車両を使用することもできる。 
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事例：ブリゲード（大隊）によるコマンド組織 
 

 
 
コマンドの任にある者は、異なる強みを持つ別々のコマンドチームを編成する。各コマン
ドチームの人材は、現場に到着した部隊の中から適宜選抜するとともに、必要に応じて追
加要求する。 
 
コマンド補佐班は、通常、６人チームにより編成する。 
 
コマンドの任にある者は、コマンド車両を使用することもできる。 
 
 
3.2.4.2 インシデント発生地域毎の戦術的組織 
 
大規模災害等が発生した場合、災害現場を複数のセクターに区分することができる。 
 
ひとつのセクター内には、種類や能力が異なる複数の部隊が展開し、セクターコマンダー
の指揮下で行動する。 
 
災害現場は、通常、５つのセクターにまで分割することができる。大規模な災害等で更な
る分割が必要な場合には、セクターに下にサブセクターを設けることができる。 
 
大規模災害等の場合、複数現場のインシデントコマンドが、より高いレベルの地域コマン
ドシステムによる調整を必要とする場合がある。このような場合、各被災地域に設置され
た戦術的組織に応じて、次のいずれかのコマンドレベルが設置される。 
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・	 災害エリアレベル 
・	 災害段階レベル 
・	 コマンドセクターレベル 

 
コマンドセクター内における部隊の配分に関する規則は存在しないので、それぞれの指揮
官の責任において実施しなければならない。 
 
災害の種類や規模に応じて、指揮官は、現場に到着した部隊の中から選抜した要員また追
加的に派遣を要請した要員を使用して補佐班を編成する。 
 

 
 
セクター化が行われた場合、セクターコマンダーの機能を実施するための要員及び補助要
員が必要になる。 
 
各セクターコマンダーは、必要な通信手段を配備しなければならない（コマンド車両等）。 
 
 
3.2.4.3 大規模災害の場合のコマンドレベル 
 
大規模災害や長期継続型の災害時には、全体的なコマンドが市町村長レベルまたは地域の
首長レベル等の政治的なレベルになる場合がある。 
 
全体的な政治的責任 （例えば市長、知事）を有する者は、災害対応のために各行政機関
がとりうるあらゆる措置を実施し、調整し、責任を負う必要がある。この責任を果たすた
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め、法律に基いた組織が設置される。この組織は、運用上の措置を実施するための運用戦
術部門と行政管理上の措置を実施する行政管理部門とに分かれる。 
 
運用戦術部門（例えば各コマンドレベルにおけるコマンドポスト）は、第3.2.2.2章に従
って組織されなければならない。この部門の指揮官は、連邦法の規定に従って指定される。 
 
行政管理部門（例えば「クライシス・セル／クライシス・スタッフ」と呼ばれる組織）は、
連邦法の規定に従って設置される行政上の委員会組織であり、災害に対処し、通常の状態
へ復旧させるために全ての行政機関や組織を統合するためのものである。この部門の任務
と目標は、時間との戦いである災害下における全ての要素を考慮し、行政レベルにおける
包括的な意思決定を迅速かつ公平に行うことである。 
 
技術的戦術部門は、戦術的コマンドレベルの組織であり、第3.2.4.1章及び第3.2.4.2章の
よって設置されるものである。 
 
行政管理上の措置には、法律上、規則上及び財政上の責任並びに政治的責任など実施部隊
やその指揮官の責任範囲を越える問題に関する措置が含まれる。例えば、住民避難に関す
る決定、強制退去させられた人々の支援、公衆衛生、健康、及び財産保護等に関するもの
である。 
 
運用戦術上の措置には、技術的戦術手段に関する措置が含まれる。例えば、ミッションの
設定、災害エリアの編成（セクターの指定等）、実施部隊の編成（軍、救助隊、資機材等）、
時間の割当て（手段の順序、救助隊による作業実施等）、及び情報の編集（書類作成、通
信の実施等）である。 
 
地域的な技術的戦術上の措置は、地域コマンドレベル（地域災害に対応する郡レベル等）
にて実施される運用戦術上の補助的措置である。後方支援的な内容に限定されることが多
い。 
 
技術的戦術上の措置は、適切な部隊や資機材を用いて、限定された時間内に指定された
ミッションにおける目標を達成するための措置である。 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
図３：政治部門と２つのスタッフ部門の構成 

政治部門 

行政管理部門 運用戦術部門 
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3.2.5 コマンド段階（エシェロン） 
 
 
インシデントコマンドを実施する際の組織及びスタッフは、状況の変化及び緊急時対応の
任務の大きさに応じて決定されるものであり、次の４段階（エシェロン）のいずれかとな
る。 
 

・	 エシェロンA： 「補佐班を使用しない指揮」 
Ø 傘下部隊数は最大で２グループ（９人×２隊＝１８人） 
Ø 指揮設備（指令センター等）による支援あり  

・	 エシェロンB： 「補佐班を使用した指揮」 
Ø 傘下部隊の形式は、「カンパニー」または「ブリゲード」 
Ø 補佐班（２人チームまたは６人チーム） 
Ø 指揮設備（指令センター等）による支援あり  

・	 エシュロンC： 「補佐班（９人チーム）を使用した指揮」 
Ø 傘下部隊の形式は、「ブリゲード」 
Ø 補佐班（９人チーム）  
Ø 指揮設備（指令センター等）による支援あり 

・	 エシェロンD： 「補佐班（９人チーム）またはコマンドスタッフを使用した指揮」 
Ø 傘下部隊の形式は、「ブリゲード」（複数の現場に複数のブリゲード） 
Ø 補佐班（９人チーム）またはコマンドスタッフ（地域職員を含む） 
Ø 指揮設備（指令センターまたは地方自治体の災害対策センター等）による支

援あり 
 
  



ドイツの指揮統制システム（小池貞利 訳） - 17 -     2013/11/30 

3.3 コマンドプロセス 
 
指揮は、継続的な思考と行動に基づく目標志向プロセスである。このプロセスは、決して
指揮官（インシデントコマンダー）にのみ適用されるものではなく、インシデント・コマ
ンド・システムに関与する全ての人々に適用されるものである。 
 
成功する指揮官は、 

・	 正しい手段を 
・	 正しい瞬間に 
・	 正しい場所で 

採用する。 
 
勘と経験に基づいた行動を回避するためには、次のようなコマンドプロセス（図４）に従
うことが必要である。 
 

・	 状況把握（調査／実施手段の統制） 
・	 計画（状況の評価と意思決定を含む） 
・	 命令伝達 

 
通常、上記のプロセスを一度回しただけで目標を達成することは困難である。プロセスを
恒久的に継続し、計画と決定を適切に修正していかなければ、効率的に成果をあげること
はできない。 
 

 
 

図４：コマンドプロセス・サイクル 
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この図では異なるレベルのコマンド間の協力並びにパラレルアクション、妨害、及び目標
の誤りなどについて説明されていない。 
 
指揮は、非常に高いプレッシャーの下で行わなければならないダイナミックプロセスであ
る。状況把握、分析及び評価なしに意思決定しなければならないこともある。従って、状
況把握及び分析を改善し、計画と命令を可能な限り継続的に見直していく必要がある。 
 
 
3.3.1 状況把握（状況調査/実施手段の統制） 
 
3.3.1.1 分析の基礎としての情報 
 
状況把握は、初期の状況調査及びすでに実施されている手段の統制並びに現状の分析から
成る。これは目標指向のプロセスであり、コマンドレベルに関係する。 
 
状況調査は、コマンドプロセスの最初の段階であり、それに続く決定の基礎となる。イン
シデントの性質や規模に関する情報の収集と準備で構成されており、これらには、被害の
状況のみならず緊急性及び現存する危険の制御可能性並びに被害の影響に関する情報も含
まれる。 
 
緊急事態に対応するためには、どのような部隊や資機材が必要なのかを判断するための情
報が必要であり、災害対策のための法的な仕組みに関する情報も必要である。更に、地域
特有の条件、時間的条件及び気候的条件に関する情報も収集しなければならない。地域特
有の条件には、地形、建物、交通及び植生などの情報が含まれる。時間的条件は、主に発
生した時間帯、発生した月や季節に関する情報であり、発生時間帯により、その場に居合
わせた人々の数や傾向等が推定できる。 
 
全体的な状況は、地域、時間、天候、被害、影響、緊急事態のレベル、緊急対応の可能性
などの要素によって示される（図５）。 
 
実施手段の統制は、すでに決定され実施されている手段が、指揮官が意図したものとなっ
ているか否かを照合するプロセスである。 
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図5：状況把握 
 
 
3.3.1.2 情報の収集 
 
指揮官は、状況の評価に必要な情報を次のような形で入手する。 

・	 介入指示 
・	 命令書に示されている情報及び目標 
・	 個人的な認識及び観測情報 

状況／ミッション 

計画 

 地域性          時間帯          気象条件 

インシデント／災害の状況 
 

・ 被害全般 
Ø 種類 
Ø 原因 

・ 被害を受けた物 
Ø 種類 
Ø 大きさ 
Ø 物質 
Ø 構造 
Ø 周辺  

・ 被害の規模 
Ø 人間 
Ø 動物 
Ø 環境 
Ø 財産 

 

対応状況 
 

・ コマンド 
Ø コマンド組織 
Ø コマンド手段 

・ 勢力 
Ø 数 
Ø 組織 
Ø 状態 
Ø 訓練 
Ø 能力  

・ 資機材 
Ø 車両 
Ø 器具 
Ø 消耗品 

 

評価 意思決定 



ドイツの指揮統制システム（小池貞利 訳） - 20 -     2013/11/30 

・	 傘下の部隊等からの報告 
・	 介入計画書、地図、介入手順書及び法令規則 

 
指揮官は、情報を評価する際、各情報源にはそれぞれ限界があることを意識し、どのよう
なリスクがあるのか等について認識しておく必要がある。 
 
必要に応じて次の手順を確立しておく必要がある。 

・	 情報収集 
・	 情報評価 
・	 情報伝達 

 
 
3.3.1.3 報告 
 
一般的に、報告は、最も重要な状況把握のための手段である。全てのコマンドレベルにお
いて状況把握が行われ、その結果は予断を入れることなく上級コマンドレベルへと報告さ
れなければならない。特に次のような時点で報告が必要である。 

・	 命令されたミッションを完了したとき 
・	 命令されたミッションが達成できなかったとき 
・	 状況が変わり、新たな措置が必要になったとき 

 
報告の際の注意点は次のとおりである。 

・	 迅速に行われること 
・	 インシデントの発生時間と原因を含めること 
・	 事実に基づいた明確なものであること 
・	 簡潔かつ完全なものであること 
・	 誇張しないこと、また、歪曲しないこと 
・	 事実と推定を明確に分けること 
・	 緊急度を表示すること 

 
 
 
（続く） 
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（続きの翻訳が、いつ完成するかは未定。筆者が暇な時に行われる。） 


