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はじめに

I.

ガイドの目的
「アジア太平洋地域における災害対応：国際緊急援助のためのガイドブック」（以下	「ガイド」）は、
各国政府の災害管理担当者が、関連する国際的ツールやサービスの利用方法について基本的知
識を得る一助となるように企図されています。本ガイドは規範的な文書では必ずしもありませ
んが、アジア太平洋地域の各国政府が、近年増大しつつある災害への対応とそのための備えを
支援することを目的としています。

ガイドの対象者
本ガイドは、災害対応及びそのための備えを所掌する国家災害管理機関（NDMO）と関係省
庁の担当者向けに書かれています。同時に災害対応とその備えに携わる政府間機関や市民社会
の関係者、また被災当事者にとっての参考資料でもあります。

ガイドの対象範囲
本ガイドは、災害プログラムサイクルのうち、災害対応及びその備えの段階において、災害対
応担当者の役に立つであろう主要なツールやサービスに焦点を当てています。なお、ガイドには、
災害リスク軽減（DRR）の取り組みや、災害からの長期的復興段階において活用出来るツール・
サービスは含まれていません。また本ガイドには、紛争時に活動できるツールに関してはいく
つか記載があります。現在開発中のツールについては、対象としていません。

ガイドの活用目的
▶　アジア太平洋地域で活用可能なツール・サービスについての共通理解を深めるため
▶　大・中・小それぞれの規模の災害における緊急時の意思決定をサポートするため
▶　災害の発生前と発生時に、国際的な専門知識を持つ人々や組織を把握するため
▶　人道支援機関同士のパートナーシップ構築を促進するため
▶　国や域内機関での教育・訓練カリキュラムに情報を提供するため

ガイドの構成
本ガイドは、1）国際人道支援の仕組み、2）災害対応をサポートするための手段、3）災害対
応のための備え、という 3部構成となっています。本ガイドは意図的に、通常の時系列とは逆、
すなわち災害対応への備えを取り扱う前に災害対応自体に関係する内容を記載しています。こ
のような順序にしている理由は、災害対応への備えがどれほど有用で、また、どのようにすれ
ば実際に災害対応をする上での助けとなるかをより良く理解して頂くためです。

ガイド作成に到る背景
2011 年にアジア太平洋地域人道パートナーシップ（APHP）ワークショップが中国の上海で
開催されました。その際、国連加盟国や他の人道支援機関から、国家・地域・国際の各レベル
における人道支援メカニズムについて災害担当者が理解するための手引書がほしいとの声があ
がり、その求めに応じる形でこのガイドが作成されました。
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はじめに

本ガイドは、アジア太平洋地域の政府関係者約 75名と、国際機関、国際赤十字・赤新月社運動、
国際 .・国内の非政府組織（NGO）、ドナー国、その他世界中の主要関係機関からなる 50名以
上の代表者と協議の上で作成されました。

災害対応及びそのための備えに関する定義 1 

災害対応：発災時または発災直後に、被災者の人命を保護し、基礎的な生活ニーズを
満たすための支援を提供すること、もしくは人道的関与を行うこと。

災害対応のための備え：災害による人命の損失や怪我、物的損害を最小限に留め、発
災後には人命救助や人道支援、復旧等のサービスを確実に提供出来るよう、事前に備
えておく活動。初動及び応急対応のための備えをまとめて「緊急対応のための備え」
と呼ぶ。

ガイドの範囲：災害対応とそのための備え

災害発生（発災）

緊急時対応

備　え

緊急時対応のための備え

緩　和復旧・復興

本ガイドには、兵庫行動枠組（HFA）
の優先行動 5「効果的な応急対応のた
めの事前準備の強化」に該当する項目
等、いわゆる DRR の取り組みに関する
ツール・サービスは含まれていません。

1	国連人道問題調整事務所（OCHA）の定義に基づく。	Disaster Preparedness for Effective Response: Guidance and Indicator 

Package for Implementing Priority 5 of the Hyogo Framework,	Geneva,	2008.

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/2909
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/2909
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II.

第 II 部は次の 3つの章に分かれています。

A.　活動規定
B.　人道支援アクター
C.　国際的な調整メカニズム

活動規定
どのような緊急時においても、最初に対応するのは被災者自身と当該国政府です。政府が災害
に対応するために国際支援を要請する際は、その国の法制度が被災者保護を規定する主たる枠
組みとなります。

人道支援活動も同様に、法的拘束力の有無にかかわらず、種々の国際人道法や人権法、そして
人道性、中立性、公平性、独立性という人道支援の基本原則によって規定されています。

A.

人道性 人々が苦難に陥っている場合、必ず対処しなければならない。人道支援活動
の目的は、人命救助と健康を守り、人間の尊厳を守ることである。

中立性
人道支援アクターは、対立しているどちらか一方の当事者に加担してはなら
ない。また政治的、人種的、宗教的、イデオロギー的性質を持った論争に加わ
ってはならない。

公平性
人道支援活動は、必要性という観点に基づいてのみ行わなければならない。
国籍、人種、ジェンダー、宗教的信念、社会的地位または政治的意見等に基づ
くいかなる差別もしてはならない。

独立性 人道支援活動は、政治的、経済的、軍事的、その他の目的のいかなる立場にも
左右されることなく、自立性を保って行われなければならない。

国際人道支援活動の主要目的は、支援を必要としている人々の生命・生活・尊厳を保護するた
めに行われる国家による取り組みを支援することです。

人道支援に関する合意とその目的

国際的な人道支援活動を方向付ける規則には、主に次の 3 つの機能があります。

▶　国家主権と領土保全の原則遵守
▶　被災者の基本的権利の保障と保護
▶　人道支援アクター間の役割と責任の合理化
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アジア太平洋地域に存在する国際的な人道支援活動に関する合意は、（a）法的拘束力を持つ国
家間合意、（b）法的拘束力を持たない国家間合意、（c）国家及び非国家アクターの人道支援活
動を方向付ける自主的ガイドラインの 3つに分類されます。

本ガイドは災害時に適用し得るすべての合意・関連文書を網羅していませんが、アジア太平洋
地域において最も関連が深いと考えられるものについてのみ、取り上げています。

国家間合意（法的拘束力を持つもの）
アジア太平洋地域には、災害対応とその備えについて規定し、かつ法的拘束力を持つ国家間協
定が 2つあります。

1.　東南アジア諸国連合（ASEAN）防災緊急対応協定（AADMER）
2.　南アジア地域協力連合（SAARC）自然災害迅速対応メカニズム（NDRRM）

「ASEAN防災緊急対応協定（AADMER）」は、災害管理のあらゆる側面で協力・調整・専門
的支援・資源動員を行うためのもので、法的拘束力を有し、当該地域的のマルチハザードに対
応するASEAN加盟 10カ国 2 の政策的な枠組みです。本協定の目的は、災害による犠牲者や、
社会的・経済的・環境的損失を大幅に軽減し、国内の取り組みを調整し、同時に、地域的・国
際支援を強化することを通じて、危機的状況に共同で対応するための効果的なメカニズムを提
供することにあります。本協定に付随する 2010 年から 2015 年の作業計画では、AADMER
の目的と精神が総合的かつ包括的な行動計画に落とし込まれています。

また AADMER は、ASEAN 災害対応標準手続（SASOP）を通じ、緊急時対応のため
ASEAN 加盟国が持つ各種資源の動員と展開を可能にしています。本協定は、2005 年に
ASEAN加盟各国の署名により締結され、2009 年 12 月に発効しました。

「SAARC自然災害迅速対応メカニズム（NDRRM）」は、南アジア地域の災害管理協定で、災
害時の対応を迅速なものとするために、既存メカニズムの強化を目指したものです。本協定は、
SAARC加盟国 3 に対し、本協定の規定を実施するための法的・行政的措置を取ることを義務
付けています。これには、支援の要請と受入れ、ニーズアセスメントの実施、設備・人員・物
資等の動員、緊急時用備蓄を含む域内スタンバイ協定の締結、支援物資の品質管理等のあらゆ
る措置が含まれています。NDRRMは 2011 年に SAARC加盟国によって署名され、現在は
それぞれの国で批准が進んでいます。

2	ASEAN加盟国：ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポー
ル、タイ、ベトナム。
3	SAARC加盟国：アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、インド、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカ。

http://www.adrc.asia/adrcreport_j/archives/2013/04/
http://saarc-sadkn.org/ndrrm.aspx
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国家間合意（法的拘束力を持たないもの）
法的拘束力を持たないものの、効果的な災害対応を目的とした国際人道支援活動を方向付ける
国家間合意には、下記を含め、重要なものが数多くあります。

1.　国連総会決議 46/1824

2.　国際的な災害救援及び初期復興支援の国内における円滑化及び規制のための国際赤十字・
赤新月社連盟（IFRC）ガイドライン

3.　自然災害救援における税関の役割に関する関税協力理事会（世界税関機構）決議
4.　南太平洋地域における FRANZ協定

「国連総会決議 46/182」は、政府が国外からの支援を要請した場合、国際人道支援の調整につ
いて国連が担う役割を定義しています。この決議を通じて、中央緊急対応基金（CERF）、統一
アピール（CAP）、緊急援助調整官（ERC）及び機関間常設委員会（IASC）等、国際的な人道
支援活動の有効性を高めるための、数多くの国連メカニズムが確立されました。国連総会決議
46/182 は、1991 年に国連加盟国の全会一致で採択されています。

国連総会決議 46/182 における国家主権の扱い

「主権、領土の一体性、国家の統一性は、国際連合憲章に従って十分に尊重されなけ
ればならない。この文脈において、そして原則として、人道支援は被災国の同意と要
請に基づいて提供されるべきである。」

4	国連総会決議 46/182 に加えて、国際的な人道支援活動を規定するものには国連総会、経済社会理事会（ECOSOC）、
安全保障理事会の一連の決議がある。これらの決議は OCHA ウェブサイト（www.unocha.org/about-us/
publications/flagship）で閲覧することができる。
5	「税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約（改正京都規約）」の特定附属書 J の第 5章に含まれている（http://
www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_
new/spanj.aspx）。

「国際的な災害救援及び初期復興支援の国内における円滑化及び規制のための IFRCガイドラ
イン（「IDRLガイドライン」）」は、国際的な災害救援活動を受け入れるため、政府当局による
国内法整備を支援するための提言をまとめたものです。ガイドラインは、国際支援の要請と受
け入れ、国際的な人道支援活動従事者へのビザ・労働許可証の発給、支援物資の通関手続き、
関税、国内の法人格・法的地位の取得方法等を網羅しています。また本ガイドラインは、2007
年に開催された第 30回赤十字・赤新月社国際会議において、ジュネーブ条約加盟国と国際赤
十字 ･赤新月社運動によって全会一致で採択されました。

「自然災害救援における税関の役割に関する関税協力理事会（世界税関機構）決議」は、税関当
局による災害に対する備えの必要性を強調しています。同決議は、支援物資の引渡しが迅速か
つ容易に行えるよう対策をとることを各国に奨励しています 5。世界税関機構決議は、2011 年
に同機構の加盟国によって全会一致で採択されました。

http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
www.unocha.org/about-us/publications/flagship
www.unocha.org/about-us/publications/flagship
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/spanj.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/spanj.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/spanj.aspx
https://www.ifrc.org/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/idrl-guidelines/
https://www.ifrc.org/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/idrl-guidelines/
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法的拘束力を持たない地域協定の一つとして、「フランス、オーストラリア、ニュージーランド
（FRANZ）協定」があります。本協定は、南太平洋地域で自然災害が発生した場合の国際的な
緊急救援活動の合理化を促進しています。特に、フランス、オーストラリア、ニュージーラン
ドの署名国は、救援活動のため物資やその他のリソースを有効に活用すべく、お互いに情報交
換を行うことを確約しています。また FRANZ協定と関連して、支援を提供する他のドナー国
との特別四者間合意も締結されてきています 6。

人道支援活動を方向付ける自主的ガイドライン
次に、様々な自主的ガイドラインが、人道支援アクター間の関係、及び人道支援アクターと被
災者間の関係を規定しています。これらのガイドラインは、国際的な人道コミュニティにおけ
る多様な関係者に対して適用されます。最も重要な人道ガイドラインの内いくつかを以下にリ
ストしました。（すべてを網羅しているわけではありません。）

1.　国際赤十字・赤新月社運動とNGOのための災害救援における行動規範
2.　人道憲章と人道対応に関する最低基準（スフィア・ハンドブック）
3.　	「人道支援の説明責任（アカウンタビリティ）と品質管理（クオリティ）に関するHAP基準」
4.　自然災害時における人々の保護に関する IASC活動ガイドライン
5.　国内強制移動に関する指導原則
6.　災害救援における外国軍及び民間防衛資産の活用に関するガイドライン（いわゆる「オスロ・

ガイドライン」）
7.　自然災害対応における外国軍資産の活用に関するアジア太平洋地域ガイドライン
8.　災害後の遺体管理　一次対応者のための現場マニュアル
9.　環境緊急事態のためのガイドライン
10.　人道危機の際のジェンダーに基づく暴力行為に対応するための IASCガイドライン
11.　人道支援活動のための IASCジェンダー・ハンドブック

それぞれの自発的ガイドラインの詳細を説明する前に、人道支援活動を規定する数多くの自主
的ガイドラインや基準を取りまとめる取り組みが、現在も進行中であることにご留意ください。
こうした取り組みは「共通基準イニシアティブ」と呼ばれ、人道説明責任プロジェクト（HAP）、
People	in	Aid、スフィア・プロジェクトによって共同で進められています。

「国際赤十字・赤新月社運動とNGOのための災害救援における行動規範」は、国際赤十字・
赤新月社運動やその他賛同するNGOが遵守している自主的な規範です。本規範は、災害対応
活動に従事する上で加盟団体が遵守すべき 10原則を掲げています。また、加盟団体と被災コ
ミュニティ、ドナー国、受援国、国連システムとの関係についても記述しています。現在までに、
492 の様々な組織が本規範に署名しています。署名団体のリスト閲覧や、本規範の署名者にな
ることに関心がある場合、こちらで登録方法の詳細をご確認ください。

6	FRANZ協定は、クック諸島、フィジー、フランス領ポリネシア、キリバス、ナウル、ニューカレドニア、ニウエ、
パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トンガ、トケラウ諸島、ツバル、バヌアツ、ウォリス · フツナ、及び他
の南太平洋諸国、場合によっては領域にも適用される。

https://www.phtpacific.org/content/franz-agreement%20
https://www.phtpacific.org/content/franz-agreement%20
http://www.jointstandards.org/
http://ifrc.org/en/publications-and-reports/code-of-conduct/
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「人道憲章と人道対応に関する最低基準（スフィア・ハンドブック）」は、人道支援提供に際し、
国際的に認められている共通原則であり、普遍的な最低限の基準です。このハンドブックは、
被災した人々に提供する支援の質を向上させ、人道支援を実施する人々・ドナー国・被災者に
対して人道アクターによる説明責任を向上させることを目的としています。スフィア基準は、
以下の４つの主要分野にまたがっています。（1）	給水、衛生、衛生環境の改善、（2）	食糧の確
保と栄養、（3）	シェルター、被災者キャンプ及び非食品物資、（4）	保健医療活動。また別冊と
して出されているスフィア・プロジェクトに関連する基準もいくつかあり、スフィア・ハンドブッ
クと同様の厳密さと協議プロセスによって編纂されています。この中には次のようなものが含
まれます。

1.　緊急時における教育支援の諸機関ネットワーク（INEE）による、緊急及び長期にわたる危
機と初期復興過程における教育のための最低限の基準（MSEE）（20087）

2.　緊急時のリプロダクティブヘルスに関する初期ミニマム・サービス・パッケージ（MISP）
（2010）

3.　家畜緊急時ガイドライン・基準（LEGS）（2011）
4.　中小企業育成・促進ネットワークによる「危機後の経済回復のための最低基準」（2011）

スフィア・プロジェクトは会員制組織ではなく、人道支援機関の代表者による世界的ネットワー
クを通じて構成された委員会によって運営されています。

「人道支援の説明責任（アカウンタビリティ）と品質管理（クオリティ）に関するHAP基準」
（日本語版はこちら）は、人道支援活動の質を向上させるために定められた一連の自主的規範で
す。このHAP基準には、ある人道支援機関が、人道支援活動において既に認められたグッド・
プラクティスを遵守していることを証明する、補完的な認定システムが含まれています。HAP
の認定は 3年間有効です。	現在、世界中で 87団体がHAPに加盟しており、その内の 15団
体がHAPの認定を受けています。HAPに加盟している団体のリストについては、こちらを参
照してください。HAPに加盟するには申請・承認に約 30日かかります。申請するには、こち
らを参照してください。

7	MSEE は、2004 年に編纂され、2008 年にスフィア・プロジェクト関連基準として認められた。

HAP認定ロゴ

http://www.spherehandbook.org/
http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/min_standards_education_emergencies.pdf
http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/min_standards_education_emergencies.pdf
http://misp.rhrc.org/
http://www.livestock-emergency.net/userfiles/file/legs.pdf
http://www.seepnetwork.org/filebin/Minimum_Econ_Recovery_Standards2_web.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-english.pdf
http://bit.ly/1ikCpnk
http://www.hapinternational.org/members.aspx
http://www.hapinternational.org/membership/become-a-member.aspx
http://www.hapinternational.org/membership/become-a-member.aspx
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「自然災害時における人々の保護に関する IASC活動ガイドライン」（日本語版はこちら）は、
災害救援を受ける権利に基づいたアプローチを推進するものです。特に、本ガイドラインは人
権を守るという原則をあらゆる災害対応と復興の取り組みに組み込み、また災害対応のすべて
の段階において被災者と十分に協議し、こうした人々の参画を確約するよう、人道支援機関に
求めています。IASCは 2011 年にこのガイドラインを発表しました。本ガイドラインは、既
存の人権法と人道支援に関する説明責任の基準に基づいています。

「国内強制移動に関する指導原則」は、強制移動から人々を保護し、強制移動時及び帰還時、再
定住時、再統合時の各段階における人々の保護と支援、またこれらに関連する権利の保障を確
認しています。本原則は 1998 年に国連によって制定されました。

「災害救援における外国軍及び民間防衛資産の活用に関するガイドライン（オスロ・ガイドライ
ン）」は、国際的な災害救援活動における、外国軍と民間防衛資産（MCDA）の活用に関する
問題を扱っています。本ガイドラインは、MCDAの活用は同等に代わりとなりうる民間組織
が存在しない場合にのみ要請されるべきであるという原則を強調しています。また、本ガイド
ラインは、人道支援のためにMCDAの活用が必要かつ適切であるとみなされる場合において、
それらを要請・調整するための原則・手順についても明記しています。オスロ・ガイドラインは、
MCDA活用に関する諮問グループによって管理されています。

「自然災害対応における外国軍資産の活用に関するアジア太平洋地域ガイドライン」は、オスロ・
ガイドライン原則を強化しつつ、アジア太平洋地域の特有性に配慮しています。本ガイドライ
ンは、アジア太平洋地域の 16カ国が参加している「災害救助への軍による支援に関するアジ
ア太平洋会議（APC-MADRO）」の成果として、2011 年に制定されました。

「災害後の遺体管理　一次対応者のための現場マニュアル」（日本語版はこちら）は、国際赤十
字委員会（ICRC）、IFRC、汎米保健機構（PAHO）、世界保健機関（WHO）が共同で作成し、
災害後の適切な遺体管理と尊厳の保護をを定めた専門的なガイドです。マニュアルは、感染症
のリスク、遺体回収、保管、身元確認、処分方法を含む具体的な遺体管理方法について説明し
ています。また、現場マニュアルは役に立つ参考情報と共に、身元確認や保管用に使える各種
フォームも網羅しています。

「環境緊急事態のためのガイドライン」は、災害環境に備えるための枠組み改善を目指す政府や、
環境保護の際に支援を提供する国際機関に対して、専門的な指針を提供しています。本ガイド
ラインは、2009 年にOCHAと国連環境計画（UNEP）が共同で出版しました。

「人道危機の際のジェンダーに基づく暴力行為に対応するための IASCガイドライン」は、政府、
人道支援機関そしてコミュニティが、危機の初期段階において、ジェンダーに基づく暴力行為
を防止し、またこうした暴力行為に対応するため、複数セクターにわたる最低限の関与を確立し、
また調整できるようにするためのものです。本ガイドラインは、IASCによって 2005 年に定
められました。

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Operational%20Guidelines.pdf
http://bit.ly/ONmemR
http://bit.ly/P098To
http://bit.ly/1nmqrdv
http://bit.ly/1nmqrdv
http://bit.ly/RhVflL
http://bit.ly/1m5EuEl
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「人道支援活動のための IASCジェンダー・ハンドブック 8」は、人道支援のためのサービスが
対象者に行き届き、また最大限の効果を発揮出来るよう、危機の直後からジェンダーに関する
課題に取り組むための基準を規定しています。本ハンドブックは 2006 年に発表されています。

8	IASC が承認している各種ガイダンスの完全なリストは、オンライン上（https://sites.google.com/site/
iascguidanceforum/）で入手可能。
9	本ガイドの対象範囲が災害対応とそのための備えに限定されているため、DRR分野で活動する地域的・国際的な政
府間機構を完全に網羅することは不可能である。しかしその中でも、国連国際防災戦略事務局（UNISDR：http://
www.unisdr.org/）、アジア防災センター（ADRC：http://www.adrc.asia/）、世界銀行防災グローバル · ファシリティ
（GFDRR：https://www.gfdrr.org/）についてはあえて言及しておくこととする。

留意点

各国政府は、自国の主権領土内において災害対応に取り組む責任を常に有します。災害
対応に関する外部からの支援は、災害が政府の対応能力を超え、政府が外部の支援を要
請、またはその受け入れを表明した場合のみ行われます。

人道支援アクター
もし政府が外部の支援を要請し、かつ（または）その受け入れを表明した場合、様々な国際人
道支援アクターが、実際の災害対応及び将来の災害対応に備えるため支援を求められることが
あります。その中には、国連、国際赤十字・赤新月社運動、域内の政府間機構、NGO、支援
国政府、民間セクターなどが含まれます 9。これらの国際的な人道支援アクターには様々な種
類があり、以下に簡単にまとめていきます。

B.

本章の読み方

各カテゴリー（あるいはサブカテゴリー）の中で、それぞれの人道支援アクターが行って
いる活動について簡単に説明した後、「どのように各機関は各国政府と連携しているか」
という問いに答えていきます。

国連機関
「国連の各基金、プログラム、及び専門機関」には、国連事務局とは異なるメンバーシップ、幹部層、
そして予算プロセスがありますが、確立された調整メカニズムを通して活動し、またそれぞれ
の執行機関を通じて国連加盟国に報告することが義務付けられています。ほとんどの国連機関
は、開発援助活動を中心として加盟国との関係を既に構築しており、それに基づいて災害の前
後、もしくは災害時に特定のセクターに特化した支援や専門知識を提供します。人道的任務を
負う主な国連機関には、食糧農業機関（FAO）、国際移住機関（IOM）、国連人道問題調整事
務所（OCHA）、国連開発計画（UNDP）、国連人口基金（UNFPA）、国連難民高等弁務官事
務所（UNHCR）、国連人間居住計画（UN-HABITAT）、国連児童基金（UNICEF）、UNウィ
メン、世界食糧計画（WFP）、WHOが含まれ、シェルター、保護、食糧確保、保健医療、栄養、

https://sites.google.com/site/iascguidanceforum/
https://sites.google.com/site/iascguidanceforum/
http://www.unisdr.org/
http://www.unisdr.org/
http://www.adrc.asia/
https://www.gfdrr.org/
https://www.humanitarianresponse.info/
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教育、生計支援から、調整、ロジスティクス、通信という共通サービスまで、様々なニーズを
カバーする災害対応を実施しています。

通常、その国の最もシニアレベルにある国連スタッフが国連常駐調整官（UN	RC）として任
命され、	当該政府にとって国連システムとの主な調整窓口となります。場合によっては、人道
調整官（HC）も任命され、政府、国連、そして人道支援活動を行う非政府アクター間の調整
を担う主要な窓口になります。また、国連は、人道上の責務を果たす上で、相互に作用し合う数々
の調整と対応メカニズムを設立してきました。国際的な調整メカニズムについては、次の章で
詳しく説明します。

　国連機関と各国政府との連携方法
国レベルにおいて、国連機関は、国家災害管理機関（NDMO）や各関連省庁とパートナーシッ
プを結び、活動しています。

国際赤十字・赤新月社運動
国際赤十字・赤新月社運動は世界最大の人道ネットワークであり、世界 187 カ国に 1億名近い
社員、ボランティア、支援者がいます。国際赤十字・赤新月社運動はその構造上 3つの組織か
ら構成されています。

1.　187 カ国の各国赤十字・赤新月社
2.　国際赤十字 · 赤新月社連盟（IFRC）
3.　赤十字国際委員会（ICRC）

武力紛争を始めとする危機的状況に際し、またそれが世界中のどこで起ころうとも、これらの
組織は共同で、人々の苦痛を予防もしくは軽減し、人々の生命と健康を守り、人間の尊厳を保
障することを使命として、世界中で活動しています。国際赤十字・赤新月社運動は、人道性・
公平性・中立性・独立性・奉仕・単一性・普遍性という基本原則に則って活動しています。

「各国の赤十字 · 赤新月社」は、各国政府機関を補完するため特別な地位を与えられています。
各国の赤十字・赤新月社は災害救援、保健医療及び社会プログラムへの支援を提供し、国際人
道法や人道的価値観の普及に努めています。

　各国の赤十字・赤新月社と各国政府との連携方法
一般的に、IFRCが自然災害に、また武力紛争の場合には ICRCが関わりますが、その際、各
国の赤十字・赤新月社が被災国政府が支援要請を行う場合の最初の連絡窓口となります。各
国の赤十字・赤新月社はNGOではなく、政府や公的機関との関係性も国家が登録している
NGOとは異なります。各国の赤十字・赤新月社は、災害時には国や地方レベルの公的機関と
共に活動します。アジア太平洋地域のうち 37カ国に赤十字や赤新月社があります。

http://bit.ly/1gVRNC2
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「補完的な役割」とは何を意味するか

「補完的な役割」とは、公的な人道支援を提供する上で、各国の赤十字・赤新月社が
有する当該政府との特別なパートナーシップを指す専門用語です。各国の赤十字・赤
新月社は政府や公的機関と共に活動するものの、独立した存在であり、その活動が政
府によって管理・指示されることはありません。各国政府は、それぞれの国の赤十字・
赤新月社を法人として認め、その基本原則に基づいて活動することを許可しなければ
なりません。

「国際赤十字 · 赤新月社連盟（IFRC）」は、各国の赤十字・赤新月社をサポートし、自然災害時
の支援について調整・管理します。また、IFRCと各国赤十字・赤新月社は、事前の備え・緊
急時対応・開発支援等の活動を行い、より具体的には、災害への備え・緊急医療・災害関連法
整備・水と衛生・人道面での外交努力といったものも含まれます。	IFRCアジア太平洋地域事
務所は、マレーシアのクアラルンプールにあります。

　IFRC と各国政府との連携方法
IFRCは、各国政府と直接に、あるいは 187 カ国の赤十字・赤新月社を通じて間接的に連携し
ています。

「赤十字国際委員会（ICRC）」は、公平・中立で独立した組織であり、戦争といった暴力行為
に伴う犠牲者の生命と尊厳を保護し、こうした人々を支援することを使命としています。武力
紛争の際、ICRCは国際赤十字・赤新月社運動による国際支援活動の統括・調整で責任を担い
ます。また、ICRCは国際人道法の重要性に関する理解を促進し、普遍的な人道原則に対し注
目を集めるための活動をしています。ICRCには国連総会でオブザーバーとしての立場が与え
られています。本部はジュネーブにあり、アジア太平洋地域には各国事務所や地域事務所があ
ります。

　ICRC と各国政府との連携方法
紛争の影響を受けた国では、ICRCと当該国の赤十字・赤新月社が、戦争やその他の暴力行為
で生じた犠牲者を支援するための活動資源をプールしています。

域内の政府間機構とフォーラム
アジア太平洋地域には、加盟国と参加国に対して一連の人道支援ツールやサービスを提供する
政府間機構が数多くあります。その中でも、緊急時に対する備え及び緊急対応において活発に
活動している政府間機構をいくつか説明します。

1.　東南アジア諸国連合（ASEAN）、ASEAN防災人道支援調整センター（AHA	センター）、
ASEAN地域フォーラム（ARF）

2.　南アジア地域協力連合（SAARC）

http://www.ifrc.org/
http://www.icrc.org/eng/
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3.　太平洋諸島フォーラム（PIF）10

4.　太平洋共同体事務局（SPC）11

5.　東アジア首脳会議（EAS）
6.　アジア太平洋経済協力（APEC）

「東南アジア諸国連合（ASEAN）」は 2003 年 12、ASEAN加盟 10 カ国の域内災害管理活動
の調整とその実施に関して全体的責任を担うASEAN防災委員会（ACDM）を設立しました。
ACDMは、全ASEAN加盟国NDMOの長により構成されています。災害に対しより強靭で
安全なASEAN共同体を追求する一環として、ACDMは 2005 年にASEAN防災緊急対応協
定（AADMER）を採択しました。現在、ACDMはAADMER作業プログラムの政策方針作
りと実施過程の監督を行っています。

　ACDM と ASEAN 諸国政府との連携方法
ACDMは、全ASEAN加盟 10カ国のNDMOで構成されています。また、ACDMメンバー
はAADMERの当該国における窓口です。ACDMは防災担当大臣で構成される締約国会議で
報告を行います。

「ASEAN防災人道支援調整センター（AHAセンター）」は 2011 年に設立され、AADMER
のもとで実施されるあらゆる活動に対する業務調整の責任を担っています。本センターは、域
内協調を促進する上で、ASEAN加盟各国及び関連する国連及び国際機関との連携・調整を取
り仕切っています。AHAセンターは、ASEAN諸国のNDMOとともに緊急対応派遣チーム
の研修や能力開発を行う、幅広いサービスを提供しています。

「ASEAN災害観測・対応システム（DMRS）」及び「ASEAN災害情報ネットワーク（ADInet）」は、
各NDMOに対して、監視サービスや災害情報をウェブ上のシステムを通じて提供していま
す。また、ASEAN諸国と 7つの主要国際NGO13 間のパートナーシップに関するAADMER
パートナーシップ（APG）という枠組みがありますが、AHAセンターがこの枠組みを管理し、
AADMER実施に関する市民社会によるアプローチを促進しています。AHAセンターの事務
局はインドネシアのジャカルタにあります。

　AHA センターと各国政府との連携方法
AHAセンターは、災害が発生した場合にASEANと加盟国政府の最初の連絡窓口となります。
ASEAN加盟国全 10 カ国のNDMO代表者が、ASEAN各国政府のACDM代表兼窓口とい
う立場でAHAセンターの運営に関与しています。

10	PIF 加盟国は、オーストラリア、クック諸島、ミクロネシア連邦、フィジー、キリバス、ナウル、ニュージーランド、
ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、マーシャル諸島、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツ共和国である。
SPCと PIF に加え、気候変動や資源の持続可能性に焦点を当てて活動している太平洋地域環境計画事務局（SPREP）
を通じても、太平洋島嶼国はネットワーク化されている。
11	SPC 加盟国は、PIF 加盟国に加えて、アメリカ領サモア、フランス領ポリネシア、グアム、ニューカレドニア、北
マリアナ諸島、ピトケアン諸島、トケラウ及びウォリス · フツナ、フランス、アメリカである。
12	ACDMは 1970 年代から存在していたが、2003 年に大幅強化された。
13	 参 加 し て い る NGO は、Global	Movement	for	Children、Help	Age、Mercy	Malaysia、Oxfam、Plan	
International、Save	the	Children、World	Vision である。

http://www.asean.org/
http://www.ahacentre.org/
http://www.aadmerpartnership.org/
http://www.aadmerpartnership.org/
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「ASEAN地域フォーラム（ARF）」は、ASEAN加盟 10カ国を含む全 26カ国に欧州連合（EU）
を加えたメンバーから構成され、幅広い政治・安全保障上の共通の課題について建設的な対話
を促進するためのプラットフォームです。また、本フォーラムは域内の信頼醸成・予防外交に
も貢献しています。ASEAN加盟 10 カ国以外の現在の加盟国は、オーストラリア、バングラ
デシュ、カナダ、中国、朝鮮民主主義人民共和国、EU、インド、日本、韓国、モンゴル、ニュー
ジーランド、パキスタン、パプアニューギニア、ロシア、スリランカ、東ティモール、米国です。

　ARF と各国政府との連携方法
ARFは、毎年一連の会合を開催し、対話のためのプラットフォームを提供しています。これら
の中で最もハイレベルな会合は、毎年 6月に外務大臣レベルで開催される会合で、ASEAN拡
大外相会議 14 と合同で行われています。

「南アジア地域協力連合（SAARC）」は、「SAARC災害管理包括枠組み」を 2006 年に採択し、
SAARC災害管理センター（SDMC）を設立しました。SDMCの任務は、災害リスクを減ら
し災害対応・復旧活動を改善するためのツールとして、南アジア地域の災害管理システムを確
立し強化することです。SDMCは「SAARC自然災害迅速対応メカニズム（NDRRM）」に基
づき、他の協力メカニズムと共に、災害救援や緊急対応のための域内スタンバイ制度を改善・
維持していくことを目指しています。SDMCはニューデリーの SAARC事務局内にあります。

　SDMC と各国政府との連携方法
SDMCは、加盟各国の窓口機関を介して各政府と連携しているほか、各国政府内の関連省庁や
部局、団体とも連携しています。

「太平洋諸島フォーラム（PIF）」は、太平洋地域の加盟 16カ国の条約によって設立された国家
間機構です。PIF の使命は、パシフィック · プランと呼ばれる戦略的枠組みを背景に、PIF 各
国指導者による決定事項を実施していく上での政策的アドバイスや支援を提供し、域内調整を
強化し、統合を進めることです。	PIF 事務局はフィジーのスバにあります。

　PIF と各国政府との連携方法
PIF は年次会合を開催すると同時に、主要政府との事後対話を通年行っています。こうした対
話では、災害対応やそのための備えを含むパシフィック・プランの様々な側面が話し合われます。

「太平洋共同体事務局（SPC）」は、気候脆弱性や自然災害によるリスクに対処するため、22カ
国の太平洋島嶼国を支援しています。SPCは、地質学的、物理学的、化学的、生物学的プロセ
スを含む、地球に関連するすべての科学に関わっています。SPCは、海と島々、水と衛生、減
災という3つの専門分野に沿って活動を組み立てています。本部はフィジーのスバにあります。

14	これを支援するため、ARF高級事務レベル会合が毎年 5月から 6月にかけて行われる。前半の会合では信頼醸成と
予防外交に関する 2つのARFセッション間支援グループ会議から報告を受け、後半の会合では、テロ対策と国際犯罪、
災害援助、海上警備、核不拡散と軍縮に関する 4つのセッション間会議から報告を受ける。

http://aseanregionalforum.asean.org/
http://www.saarc-sec.org/
http://saarc-sdmc.nic.in/index.asp
http://www.forumsec.org/
http://bit.ly/1gVRNC2
http://www.spc.int/
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　SPC と各国政府との連携方法
SPC加盟国は、災害対応に関する準備能力をサポートするような基本的な地質学的情報の提供
を SPCから受けていますが、SPC自体は災害対応には関与していません。

S o u t h
C h i n a

S e a

P a c i f i c  O c e a n

T a s m a n  S e a

I n d i a n  O c e a n

B a y  o f
B e n g a l

C o r a l  S e a

SPC 加盟国：
オーストラリア、クック諸島、ミクロネシア、
フィジー、キリバス、マーシャル諸島、ナウル、
ニュージーランド、ニウエ、パラオ、パプア
ニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トン
ガ、ツバル、バヌアツ

ASEAN 加盟国：
ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、
マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シン
ガポール、タイ、ベトナム

SAARC 加盟国：
バングラデシュ、ブータン、インド、モルディ
ブ、ネパール、パキスタン、スリランカ

地域フォーラムのカバー範囲を示した地図：ASEAN、SAARC、SPC

「東アジア首脳会議（EAS）」は、広範な戦略的・政治的・経済的関心事項について話し合うた
めの地域フォーラムです。そこにはASEAN加盟 10カ国だけでなく、オーストラリア、中国、
日本、インド、韓国、ロシア、そして米国の各国指導者も参加します。災害対応と人道支援は、
EASの議題とされる域内の幅広い共通課題の一つです。2012 年には、インドで災害リスク管
理について議論する初めての EASの会合が開催されました。
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　EAS と各国政府との連携方法
EAS は国家の首脳クラスによる会合で、毎年開かれるASEAN首脳会議に引き続いて開催され
ます。参加国が集まって災害管理問題を議論するための特別な枠組みはまだ確立されていませ
んが、オーストラリア政府とインドネシア政府の提案により、ACDM加盟国を拡大すること
で調整の枠組みが設けられる可能性があります。

「アジア太平洋経済協力（APEC）」は、環太平洋地域にある21の加盟経済体によるフォーラムで、
自由貿易と経済協力の促進を目的としています。APECには、域内で緊急・災害時の備えを調
整・円滑化することを目的とした「緊急事態の備え作業部会（EPWG）」があります。EPWG
は、21加盟経済体による知識の共有と協調を通じ、災害リスクの削減と、産業界や地域共同体
による強靭性構築に焦点を当てています。EPWGは、域内で実施する支援活動の指針となる「ア
ジア太平洋地域における災害リスク軽減と緊急事態への備えと対応のための戦略	2009-2015」
をまとめています。

　APEC EPWG と各国政府との連携方法
APEC	EPWGの議長は、2つの加盟経済体が共同で務め、任期は 2年間です。EPWGは、危
機管理を担当する機関のトップを集めて年に 1度開催され、必要に応じて追加のワークショッ
プを開いています。

非政府組織（NGO）15

市民社会のアクターは、2つの種類に分けることが出来ます。国及びコミュニティレベルの
NGOと、国際的なNGOです。各国政府との個々の関係に加えて、NGOは世界・地域・国
レベルでのネットワークや連合体を独自に構成しています。

「国・コミュニティベースのNGO」は、当該国内でのみ活動する市民社会の団体です。国内
NGOは、各国政府や国連機関、より規模の大きい国際NGOによる緊急時対応やそのための
備えに関する活動を支援するため、個別に活動しています。これらNGOは一般的に、被災コミュ
ニティにアクセスするために不可欠となる現地に根ざした強力なネットワークを持っています。
国内NGOには、宗教関係のものとそうでないものがあります。

アジア太平洋地域では、18 カ国から 48 の国内NGOが、「アジア防災 · 災害救援ネットワー
ク（ADRRN）」と呼ばれるNGO連合に参加しています。ADRRNは、効果的な防災と災害
対応を目的として、NGOや他の関係者間の調整と情報共有の促進に努めています。

　国及びコミュニティベースの NGO と各国政府との連携方法
国内NGOは、当該国政府によって国内組織として公式に登録されています。国内NGOは、
時に国際NGOと共に、各国政府と特定の分野について連携するための連合体を編成して活動
しています。

15	本項の記述は一部、人道支援活動における説明責任と実践のための積極的ネットワーク（ALNAP）の報告書に基づく。
The State of the Humanitarian System,	2012	Edition,	Overseas	Development	Institute,	2012（http://www.alnap.
org/ourwork/sohs）。

http://www.apec.org/
http://www.apec-epwg.org/
http://bit.ly/P0aDRG
http://bit.ly/P0aDRG
http://www.adrrn.net/
http://www.adrrn.net/
http://www.alnap.org/ourwork/sohs
http://www.alnap.org/ourwork/sohs
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「国際NGO」は危機への備えと緊急時対応のための活動を行っており、独立して人道支援を届
ける人道支援団体やそれ以外の多方面で活動する組織等があります。年間支出額の観点からみ
た最大の国際NGOは、一般に北米と欧州に拠点を置くNGOであり、それらのNGOは、ア
ジア太平洋地域や世界各地にも地域もしくは国レベルの事務所を設置しています 16。またアジ
ア太平洋地域に拠点を置きながら、国際的に活動しているNGOの数も増加しつつあります。
国際NGOにも宗教関係のものとそうでないものがあります。国際NGOはドナー国政府や民
間財団、民間企業等から定期的な資金提供を受けることができますが、当該NGOが拠点を置く、
あるいは活動している国々の一般市民から資金提供を受ける割合も増加しています。

ボランティア機関国際協会（ICVA）や人道対応促進委員会（SCHR）、InterAction 等、国
際NGOの連合体からなる調整プラットフォームが、国際NGO	を世界レベルで代表していま
す。NGOにとってのグローバルな優先課題に対応するため、別の連合体が設けられることも
あります。例えば、CARE、Catholic	Relief	Services、Mercy	Corps、Oxfam、Save	the	
Children、International	Rescue	Committee、World	Vision は、「緊急対応能力構築（ECB）
プロジェクト」と呼ばれる世界的イニシアティブに参加し、災害に対する備えとリスク軽減の
ため現地スタッフを育成し、連携を円滑化するための実用的な手法開発等を行っています 17。

　国際 NGO と各国政府との連携方法
受入国における国際NGOの存在は、当該政府による公式登録によって認められ、人道支援・
開発活動に携わるNDMO及び関連省庁と交わす個別の覚書が指針となります。

支援国政府
支援国政府は災害対応で重要な役割を担います。政府は、軍及び民間防衛資産（MCDA）の動
員等による、被災国に対する直接的な二国間援助を提供することによって、国際的な災害対応
を支援しています。また、支援国政府は、国連機関や地域機構、国際赤十字・赤新月社運動、
NGO等の多国間機関に対して資金を提供することも出来ます。被災国のニーズに定期的に応
えている国は、欧州・北米地域だけでなくアジア太平洋地域内にも数多くあります。

　支援国政府と被災国政府との連携方法
支援国政府は、多くの場合、当該国の援助協力体制を外務省に組み込む形で確立してきました。
協力活動の日常的な管理は、被災国にある各国大使館等を通じて行われています。

民間セクター
民間企業は、それぞれ企業の社会的責任（CSR）戦略の一環として、災害対応に対する関与を
より活発化させています。こうした民間企業の関与には様々な形態があり、国連や国際赤十字・
赤新月社運動、NGOに対するドナーとなることもあれば、直接の援助提供者となることもあ

16	ALNAP によると、2010 年の人道支援に関する支出ベースでの国際 NGO トップ 5 は、Medicins	sans	
Frontieres、Catholic	Relief	Services、Oxfam	International、Intenational	Save	 the	Children	Alliance、
World	Vision	International である。
17	ECBパートナーシップは、4カ国における機関間共同体によって実施され、そのうちの 2機関はアジア太平洋地域
を拠点としている。バングラデシュ、インドネシア、ボリビア、ニジェールが ECBに参加する 4カ国。また、パートナー
機関またはウェブサイトにある連絡先を通じて ECBにアクセスすることが出来る。

https://icvanetwork.org/
http://schr.info/
http://www.interaction.org/
http://www.ecbproject.org/
http://www.ecbproject.org/
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ります。例えば、DHLやエリクソンといった企業は、人道支援のロジスティクスや通信を支
援する取り組みを長年続けてきており、災害対応に関与する民間企業アクターも増えつつあり
ます。災害時における民間企業の関与は、それぞれ独立して行われるケースが大半です。

　民間セクターと各国政府との連携方法
各国政府は民間企業から支援提供について直接打診されることがありますが、その場合当該政
府は、その支援内容が自国にとってメリットとなるか否かを検討しなければなりません。民間
部門による支援の手法は様々であるため、国または地域レベルの商工会議所（またはそれに相
当する組織）を通じて、災害救援への貢献に関心のある幅広い民間企業にアウトリーチをかけ
る方が合理的かもしれません。

国際的な調整メカニズム
効果的な災害対応には、グローバル・地域・国レベルでの入念な調整が必要になります。上記
のように、国連は人道原則に基づき一貫した支援を確実に提供するため、人道支援機関間、そ
して人道支援機関・政府・被災者との関係を導き、相互に作用する様々な調整メカニズムを確
立してきました。

本章では、主要な国際的調整枠組みの構造とそこでの手順について、災害対応とそのための備
えのそれぞれの段階に沿って、各調整メカニズムの働きを詳細に説明します。また、これらの
調整メカニズムがどのように相互に作用し、あるいは政府当局と連携しているのか、明確な情
報を提供します。

グローバルレベルのメカニズム
1.　緊急援助調整官（ERC）
2.　機関間常設委員会（IASC）

国レベルのメカニズム
3.　国連常駐・人道調整官（UN	RC/HC）
4.　人道カントリーチーム（HCT）

「橋渡し」のメカニズム
5.　クラスター・アプローチ
6.　国連人道問題調整事務所（OCHA）

グローバルレベルのメカニズム
「緊急援助調整官（ERC）」は、人道問題を扱う最もシニアレベルの国連高官であり、対応する
のが政府であれ、政府間機構やNGOであれ、緊急時対応における国際的人道支援の調整業務
を国連総会から委任されています。ERCは国連事務総長に対し直接の報告義務を負っています。
そして、加盟国の要請に対処して人道支援の調整を行い、早期警報システムや緊急時対応をサ
ポートするために関連情報の管理と共有を行い、被災地域へのアクセスを可能にし、またニーズ
アセスメントを実施して共同人道アピールを策定し、人道支援をサポートするための資源を動員
し、緊急支援から復興段階への円滑な移行をサポートする等の具体的な役割を担っています。

C.

http://www.unocha.org/about-us/headofOCHA
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　ERC と各国政府との連携方法
ERCは、国際人道支援を必要とするすべての危機対応に責任を負い、国レベルの国連常駐調整
官・人道調整官（UN	RC/HC）による活動を統括しています。また、ERCは、人道支援のた
めの啓発活動と資金調達においても中心的な役割を果たしています。

「機関間常設委員会（IASC）」は、ERCが議長を務めています。IASCは、主要な国連機関と
その他の人道支援パートナーが関与する、業務調整・政策立案・意思決定のための機関間フォー
ラムです。IASC のメンバー機関は、FAO、OCHA、UNDP、UNFPA、UN-HABITAT、
UNHCR、UNICEF、WFP、WHOです。その他は、ICRC、ICVA、IFRC、InterAction、
IOM、国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）、SCHR、国内避難民の人権に関する特別報告
者、世界銀行も招かれます。IASCは、人道システム全体の有効性の向上に継続的に取り組ん
でいます。現在、IASCのいわゆる「トランスフォーマティブ・アジェンダ（Transformative	
Agenda）」を通じて、国際人道システムがより効果的な調整を行い、より説明責任を果たし、リー
ダーシップを強化していくことを目的とした改革を行っています。

　IASC と各国政府との連携方法
IASC及びその補助機関はグローバルレベルのメカニズムです。国レベルでは、HCTが IASC
と同様の役割を果たし、当該国で常駐あるいは活動している機関が IASCのメンバー機関に相
当します。

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/
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国レベルのメカニズム
「国連常駐調整官（UN	RC）」は、当該国における国連事務総長の特別代表であり、国連カン
トリーチーム（UNCT）のリーダーでもあります。UN	RCは、通常UNDPの常駐代表が兼
任します。UN	RCは、国連事務総長から当該国家元首宛に送られる文書によって任命されます。

「人道調整官（HC）」は、ある国において大規模または継続的な国際人道支援が必要とされる
場合に、IASCと協議を行った上で、ERCによって任命されます。HCの任命に関しては、被
災国政府と協議の上、発災直後に決定されるケースが多いようです。また、ERCが、UN	RC
をHCとして指名したり、また場合によっては、調整対応システムに参加している国連機関ま
たはNGOの代表を指名することもあります。さらに、事前選考されたHC候補者登録リス
トから別途HCが派遣されることもあります。HCは、緊急時において人道カントリーチーム
（HCT）を統率します。HCが常駐していない時には、UN	RCが、UNCTの参加機関及び他
の関連する人道支援機関の支援活動について、戦略的かつ運営面での調整という意味で責任を
負います。

　UN RC または HC と各国政府との連携方法
UN	RCは、当該国における最もシニアレベルの国連高官であり、当該政府にとって、国連と
の最初の対話窓口です。RCは、国連によるあらゆる活動の調整を担当しており、UNCTの指
揮を執ります。しかし、HCが任命された場合には、HCが人道支援活動を指揮し、関連する
すべての人道支援機関（国連機関とその他の機関）の調整をサポートすることになります。そ
の場合、HCが災害対応に関する当該政府の連絡窓口となります。HCが未だ任命されていな
い状態で人道危機が発生した場合には、RCが政府との最初の対話窓口としての機能を維持し、
UNCTと同様にHCTを率います。

「人道カントリーチーム（HCT）」は当該国内における人道支援活動のための意思決定フォーラ
ムで、共通の戦略と政策的指針の策定に焦点を当てています。HCTは、当該国に常駐し活動
している国連とその他人道支援団体から構成され、一般的には IASC構成員と同様の構成にな
ることが多いです。HCTはHCによって率いられますが、HCが駐在していない場合はUN	
RCが指揮を執ります。国際赤十字・赤新月社運動もそれぞれの使命に応じてHCTに参加す
ることがあります。一部のHCTには、主要な支援国政府の代表を加盟機関としている場合も
あります。

　HCT と各国政府との連携方法
HCTの主な機能は、人道支援アクターに対して戦略的かつ政策的な指針を提供することです。
当該政府にとっては、高官レベルでの中心的な対話窓口としての役割もあります。

http://www.unocha.org/what-we-do/coordination/leadership/overview
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F960ACDE981A434B8525768000567E8F-IASC_Nov09.pdf
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太平洋地域人道チーム： HCT の太平洋地域への適用

「太平洋地域人道チーム（PHt）」は、南太平洋にある島嶼国 14 カ国をカバーする特
別的な HCt です。また、これらの中には、フィジーとサモアに拠点を置く UN RC
と UNCt によってカバーされている国々も含まれます。 PHt の目的は、太平洋地域
の各国政府がタイムリーで、一貫性があり、調整された対応が出来るように、そのた
めの備えを支援することです。 PHt は、iASC が調整機関として承認しており、各国
内調整メカニズムをサポートする各域内クラスターを通じて構成されています。

「橋渡し」のメカニズム
「クラスター」は、IASCが管理し、国連とその他人道支援機関の両方から構成され、人道支援
の主な活動分野に関する各作業グループのことを指します。クラスターは、国際支援を受け入
れる各国政府を支援するため、グローバル及び国レベルで活動しています。

グローバルレベルでは、クラスターは、システム全体としての備えを強化するとともに、人道
危機が発生した際には、各分野で専門能力を有する機関間の調整を行う責任が与えられていま
す。国レベルでは、クラスターが人道支援機関間の活動を調整し、各支援組織が政府やRC・
HCと連絡を取る際に最初にコンタクトす窓口となります。クラスターは可能な限り国内の災
害対応システム 18 と対応しており、国内のセクターと類似または同一の用語を使用して、政府
代表が共同議長を務めます。国レベルのクラスターは必要に応じて災害発生時に立ち上げられ、
対応の初期段階以降も引き続き存続するかしないかは、ニーズアセスメントの結果次第で決ま
ります。

18	ロジスティクスや緊急通信等、共通サービスを調整するために設立されたいくつかのクラスターは、対応する国内機
関を持っていない場合がある。

http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/cluster-coordination
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国際的な調整メカニズム：分かりやすい比較

1.　HC 対 RC
HC は、国連・その他のアクターにかかわらず、すべての国際人道支援機関による人
道活動の調整をサポートしています。 RC は、国連機関による開発援助活動について
のみ調整支援をしています。

2.　HCt 対 uNCt
UNCt はすべての国連機関と iOM の代表からなるのに対し、HCt は国連の中でも人
道支援機関のトップと、国連機関以外の人道支援アクター（NGO と国際赤十字・赤
新月社運動等）の代表のみによって構成されています。UNCt が当該国政府の開発プ
ログラムに対する国連による支援に焦点を当てているのに対し、HCt はより広範囲
な人道コミュニティが直面する戦略的課題に取り組んでいます。

注：HCとRCの関係と同様に、UNCtとHCtは並立するものであって、どちらかにとっ
て代わるものではありません。 RC や HC には、両チームの補完性を確保する責任が
あります。

3.　HCt 対クラスター
HCt は緊急時対応に関する全体的な戦略及び政策指針を提示します。一方、国レベ
ルのクラスターは、各専門分野における人道支援活動の調整を通じて、そうした戦略
を実行に移しています。各クラスターのリード機関はそれぞれ HCt のメンバーです。

グローバルレベルでは、9つのクラスターが常時存在し、指定されたそれぞれのリード機関が
IASCに対して説明責任を負います。国レベルでは、各クラスターは、UN	RCまたはHCに
対して説明責任を負うリード機関代表者に率いられます。しかし、国レベルのクラスターリー
ド機関は、各分野のグローバルレベルのクラスターリード機関と同一である必要はありません。
その代わり、クラスターのリーダーシップは、各国が抱える背景と既に現地で活動を行ってい
る機関の能力に基づいて定められるべきです。また、国レベルでのクラスター構造も各国のニー
ズに合わせる必要があります。同様に、必要に応じて地方レベルのクラスターが設置されるこ
ともあり、地方クラスターのリード機関についても国レベルで指定された機関と同じである必
要はありません。例えば、PHTは各国の国内調整の仕組みをサポートする域内クラスターから
構成されています。

　クラスターと各国政府との連携方法
国レベルのクラスターは、関連省庁と密接に協力し、当該政府が必要とする対応ニーズをサポー
トしています。国内クラスターには、HCやHCT、クラスターリード機関を通じて連絡が可能
です。地域及びグローバルクラスターには、OCHAアジア太平洋地域事務所（ocha-roap@
un.org）を通じて連絡が可能です。

アジア太平洋地域において、現在クラスター、あるいはクラスターに類似する構造が設置され、
活動を行っているのは、バングラデシュ、朝鮮民主主義人民共和国、インドネシア、ラオス、ミャ
ンマー、ネパール、パプアニューギニア、フィリピン、スリランカです。

mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
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HCtによる調整メカニズムと政府機関とのインターフェース

クラスター

人道調整官
OCHA

国家災害
管理機関

被災者

各クラスター 各省庁

人道カントリーチーム
OCHA

外務省

iASC構造 政府機関

ERC

各クラスター

各クラスター

各省庁

各省庁

※　左下から時計回りに

①ロジスティクス：WFP
②栄養：UNiCEF
③緊急シェルター：UNHCR と iFRC
④キャンプ管理と調整：UNHCR と iOM
⑤健康：WHO
⑥保護：UNHCR
⑦食糧：WFP と FAO
⑧緊急時通信：WFP
⑨早期復興：UNDP
⑩教育：UNiCEF と Save the Children
⑪水と衛生：UNiCEF

注）本文中では 9 つのクラスターとあるが、
現在は 11 クラスターが特定されている。
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クラスターはすべての国で常に同じか

各国において、国内クラスターを導入するかしないかは様々です。iASC の「人道支
援強化のためのクラスター・アプローチ活用ガイダンスノート」は、どのような事態
でもクラスターを立ち上げるよう推奨しているわけではありません。また、特定の危
機においては一部のクラスターのみが活動し、その他、追加的なサブクラスターが調
整の必要性に応じて活動を求められることもあります。国連機関や NGO がグローバ
ルレベルでのクラスターリード機関として指定されていますが、各国及び地域レベル
では、政府機関等他の組織がクラスターを主導することがあります。

国レベルのクラスターは一般的に危機が発生してから初めて活動を開始しますが、発
災時や災害の前後にも、様々な形態でクラスターが存在することがあります。例えば
フィリピンでは、2006 年の大規模洪水に対応するためクラスターが導入されました。
しかし同国では災害が頻発し、2008 年にはミンダナオにおける武力紛争も再発した
ため、フィリピン政府の法令によって調整アプローチを制度化する動きに弾みがつき
ました。結果として、現在では、クラスターがフィリピンの恒久的な調整メカニズム
と認められ、国家災害リスク軽減・管理評議会（NDRRMC）によって管理されてい
ます。 NDRRMC は、政府の関連省庁から構成されていますが、5 つの国内 NGO や
フィリピン赤十字社も近々参加機関となる予定です。同国では政府機関の代表者がク
ラスターを主導する役割を果たしています 19。

19	太平洋地域独自の地域クラスター調整メカニズム（PHT）については前出のテキストボックスを参照のこと。

「国連人道問題調整事務所（OCHA）」は、国連事務局の一部で、グローバルレベルでは ERCを、
国レベルではUN	RCとHCを、組織的にサポートする役割を担っています。具体的には人道
支援活動を調整し、支援を必要とする人々の権利を擁護し、人道支援に関する政策策定と分析
を行い、人道支援に関する情報システムを管理し、人道支援のためにプールされた基金の管理
等を行っています。OCHAの本部はニューヨークとジュネーブにあり、アジア太平洋地域に
おいても地域と国レベルの双方で大きな役割を担っています。

1.　OCHAアジア太平洋地域事務所（ROAP）はタイ・バンコクにあります。ROAPは、南
アジア、東アジア、東南アジア、太平洋地域の 36カ国への支援を提供しています。

2.　OCHA太平洋地域事務所（ROP）はフィジーにあります。ROPは、フィジーとサモアを
拠点とする 2人のUN	RCの指揮下で太平洋島嶼国 14 カ国を支援しています。さらに、
PHTへの支援も行っています。

3.　OCHAは各国事務所を構えています。スリランカ、ミャンマー、インドネシア、パキスタ
ン、フィリピンにおいて、HCとHCTに支援を提供しています。

4.　その他、人道アドバイザリーチーム（HAT）が、UN	RCとHCをサポートするため、ネ
パール、バングラデシュ、日本に設置されています。

https://www.humanitarianresponse.info/clusters/space/document/iasc-guidance-note-using-cluster-approach-strengthen-humanitarian-response
https://www.humanitarianresponse.info/clusters/space/document/iasc-guidance-note-using-cluster-approach-strengthen-humanitarian-response
http://www.ndrrmc.gov.ph/
http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/roap/
http://www.unocha.org/rop/
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　OCHA と各国政府との連携方法
UN	RCと HCが、各国政府と国際人道システムをつなぐ最初の対話窓口となります。通常、
OCHAは地域事務所を通じてUN	RCを支援し、各国事務所あるいはHATを通じてHCを
支援しています。また、OCHAは各国政府主導で危機対応に関する調整やそのための事前準
備に資する能力強化を支援するため、NDMO等関連する政府の担当機関と直接連携するケー
スが次第に増えてきています。加えて、OCHAは人道面での任務を負う地域機構に対する支
援も行っています。

留意点

ここで説明した調整メカニズムは、従来の調整メカニズムよりも効果的なものと考えら
れます。したがって各国政府には、潜在的な人道支援パートナーと事前に連絡をとって
おくことを奨励します。
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III.

第 III 部では、アジア太平洋地域での災害対応をサポートするために用意されている様々な国
際的ツールもしくはサービスのうち、最も重要なものを説明します。

既に説明したように、危機対応は主に被災コミュニティとその政府に委ねられます。国際的な
ツールやサービスがその効力を発揮するのは、災害が被災国政府の対応能力を超え、その政府
が国際支援を要請するか、またはその受け入れを表明した場合ということになります。

本章では、4つの分野にわたる国際的なツールとサービスを説明しています。

A.　専門家チームの動員
B.　専門的サービスの活用
C.　財源の動員
d.　情報管理とアセスメント

A.

本章の読み方
まず関連する各ツールとサービスについて短く説明し、対象となる機関とアクセス
方法についての解説が続きます。

専門家チームの動員
政府の救援活動を支援するため、発災から数時間以内に、多様な専門性を持つ国際専門家チー
ムを動員することができます。ここでは、（a）	二国間、（b）	多国間、（c）	国際赤十字・赤新月
社運動に分けて、それぞれの目的・構成・活動開始手順を説明します。専門家チームが動員さ
れるのは基本的に大規模災害時ですが、中規模災害時に動員されることもあります。国際専門
家チームは、被災国政府、クラスター及び他の個別機関から派遣される多くの専門家チームと
は別途編成され、それらの業務を補完するように設定されています。

二国間チーム
1.　都市型捜索救助チーム（国際USARチーム）
2.　その他の二国間チーム

多国間チーム
1.　国連災害評価調整チーム（UNDAC）
2.　ASEAN緊急迅速評価チーム（ERAT）
3.　OCHA/UNEP合同環境ユニット（JEU）



時系列で見た各関連ツール・サービス

・被災国政府による非常事態宣言の発令
・被災国政府による国際支援の要請、受け入れ表明
・FACt、RDRt、ERU チームの派遣（場合による）
・USAR、ERAt、UNDAC チームの派遣（場合による）
・MCDA の派遣（場合による）
・APHP と iHP モジュールの派遣（要請如何）、3 ～

12 カ月間の滞在
・iFRC DREF と国際 NGO：利用可能なファンドか

らの資金投入
・国連シチュエーションレポートの発出

・CERF からの資金充
当（第 2 回）

・緊急アピール改訂版
の発表

・10 日以内の緊急無償キャッシュ
支援（ECG）の支給（OCHA）

・MiRA フェーズ ii：
  報告書の完成
・派遣から 2 ～ 4 週間後、FACt

チームの引き揚げ
・派遣から 3 週間後、UNDAC チー

ムの引き揚げ

・HC の任命（場合による）
・クラスターごとの対応計

画実施開始
・HiC の設置
・MiRA フェーズ i：
 予 備 的 シ ナ リ オ 設 定
（PSD）の完了

・iCRC 家 族 の 連 絡 回 復・
再会支援ネットワークの
創設

・UNHRD からの物資供出
・CERF からの資金充当（第

1 回）
・緊急アピールの発表
・派遣から 7 ～ 10 日後、
「中」・「重」レベル国際
USAR チームの引き揚げ

12-48 hours 72 hours 1 week 2-3 weeks 4-6 weeks

EM
ER

G
EN

Cy

12 hours 24 36 48 60 72 1 week 2-3 weeks 4-6 weeks

発
　
　
災
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災害規模毎で活用可能となるツールとサービス
（被災国政府の要請に応じて）

Emergency scales
「軽」レベル

USAR チーム「軽」
RDRT（国際赤十字・
赤新月社運動）

USAR チーム「中」
ERAT（ASEAN）
UNDAC（OCHA）
RDRT（ 国 際 赤 十 字・
赤新月社運動）
ERU（IFRC）

USAR チーム「重」
ERAT（ASEAN）
UNDAC（OCHA）
FACT（IFRC）
RDRT（国際赤十字・
赤新月社運動）
ERU（IFRC）

MCDA
APHP
UNHRD ネットワーク
INGO による seed 
money

MCDA
IHP
UNHRD ネットワーク
INGO による seed 
money

OCHA 緊急無償資金
（ECG）
DREF（IFRC）
INGO による seed 
money

緊急アピール
CERF
OCHA ECG
DREF (IFRC)

緊急アピール
CERF
OCHA ECG
DREF (IFRC)

人道調整官
クラスター
MIRA

人道調整官
クラスター
HIC
MIRA
PDNA ／ RF
OCHAシチュエー
ションレポート
CDAC

専門家チーム動員

専門的サービス
の活用

財源の動員

情報管理と
アセスメント

「中」レベル

「重」レベル
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国際赤十字・赤新月社運動
1.　国際赤十字・赤新月社運動　地域災害対応チーム（RDRT）
2.　国際赤十字・赤新月社運動　フィールド調査・調整チーム（FACT）
3.　国際赤十字・赤新月社運動　緊急対応ユニット（ERU）

二国間チーム
「都市型捜索救助チーム（以下、国際USARチーム）」は、緊急時において救助や医療支援の訓
練を受けたエキスパートで構成されています。海外展開する国際USARチームは通常、専門家、
特殊機器、捜索犬で編成されています。チームは災害が発生してから 24〜 48時間以内に活動
を開始することができます。国際USARチームの派遣・受入は、二国間で決められることもあ
りますが、OCHAが管理する国際捜索救助諮問グループ（INSARAG）による調整支援を通
じて行われることもあります。INSARAGと連携して国際USARチームを受け入れることの
利点は、こうしたチームが INSARAG外部評価（IEC）が厳密に規定した能力と機能を備え、
活動の際に国際的に合意された基準や手順を遵守することにあります。

加えて、INSARAGの国際USARチーム派遣をサポートする 2つの補完的な調整メカニズム
があります。

「バーチャル現地活動調整センター（VOSOCC）」は、突発的な災害の発災前・中・後に、災
害対応に関わる国際的な関係者と被災国間の情報交換を容易にするための、グローバルなオン
ライン・ネットワークであり、情報ポータルサイトです。被災国政府が捜索救助に関する支援
を要請しているかどうかを確認し、様々な国際USARチームの到着や位置をいち早く知ること
ができます。

「現地活動調整センター（OSOCC）」は、国際USARチームを要請した被災国内に設置される
施設で、到着した国際USARチームの受け入れや、国際USARチーム間の調整を支援するも
のです。国際USARチームはOSOCCで登録し、現場の状況、災害対応に携わる国内及び国
際的な関係者の活動、及びロジスティクス手配等に関する基本情報を受け取ります。

　対　象
国際USARチームは、特に都市部で倒壊建築物がある場合等に、各国政府の捜索救助活動を支
援します。

　アクセス方法
国際USARチームの派遣を求める政府は、事前に認定されている各国の INSARAG連絡窓口
を通じて、または直接 INSARAG事務局（insarag@un.org）を通じて、支援を要請するこ
とができます。VOSOCCアカウントへのアクセスは、こちらから直接行うことができます。
OSOCCに関するさらなる情報は、OCHAアジア太平洋地域事務所（ocha-roap@un.org）
にお問い合わせください。

http://vosocc.unocha.org/
http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/osocc-rdc/overview
mailto:insarag%40un.org?subject=
http://ocha.unog.ch/virtualosocc
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
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「二国間チーム」は、支援国政府が、被災国政府・国連機関・国際赤十字・赤新月社運動・
NGOが必要とするサポートを把握すべく、初期ニーズアセスメント支援を目的に展開する緊
急専門家チームです。アジア太平洋地域で活動している主な二国間チームには、米国国際開発
庁（USAID）災害援助対応部隊（DART）、英国国際開発省（DFID）紛争・人道・安全保障
部（CHASE）、国際協力機構（JICA）国際緊急援助隊（JDR）、欧州共同体人道援助局（ECHO）
市民保護チーム・即応チーム等があります。

　対　象
これらの二国間チームの大半は、支援（ドナー）国政府が緊急対応時に提供可能な支援形態を
判断する際の材料となる情報を得ることを目的として設置されています。国際緊急援助隊のよ
うに、（前述した初期ニーズアセスメントのほかにも）捜索救助、医療支援、その他技術的支援
を提供できる国もあります。

　アクセス方法
これらの二国間チームについての詳細は、各国の大使館から入手可能です。

「軽（ライト）」、「中（ミディアム）」、「重（ヘビー）」国際 USAR チームの違い

iNSARAG の分類システムによれば、国際 USAR チームは「軽」、「中」、「重」の 3 つ
のレベルに分類されます。

1.　「軽」レベル国際 uSAR チームは、災害直後における捜索救助活動において、地
表面における捜索救助を支援する実施能力を持っています。「軽」レベル国際
USAR チームの国際的な派遣は通常推奨されません。

2.　「中」レベル国際 uSAR チームは、建造物が倒壊した現場において専門的な捜索
救助活動を実施する能力を持っています。また、閉じ込められた人々を捜索でき
る能力も求められます。被災国へ派遣される「中」レベル国際 USAR チームは、
VOSOCC に災害情報が告知されてから 32 時間以内に被災国で活動を開始でき
なければなりません。加えて、1 つの現場で 24 時間連続、また最大で 7 日間活
動を続けるだけの十分な人員を確保することも求められます。

3.　「重」レベル国際 uSAR チームは、困難かつ複雑な技術を要する捜索救助活動の
実施能力を持っています。また、捜索犬や専門的なシステムを駆使して、閉じ込
められた人々を捜索する技能が必要です。さらに災害時、主に都市部において複
数の建築物が倒壊し、当該国に対応能力が無い場合や、その能力を超えてしまっ
た場合に、国際支援を提供することが求められます。被災国へ派遣される「重」
レベル国際 USAR チームは、VOSOCC に災害情報が告知されてから 48 時間以
内に被災国で活動可能状態になることが必要です。また、同時に 2 箇所の現場で
最長 10 日間、24 時間連続の活動を続けられるだけの十分なリソースを装備し
ておかなければなりません。

出典：iNSARAG ガイドライン
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多国間チーム
「国連災害評価調整チーム（UNDAC）」は、国連加盟国や国連機関、他の災害対応機関で災害
管理について特別に訓練された専門家からなる国際的なチームで、発災から 12〜 48時間以内
に派遣されるよう常に待機しています。UNDACチームの主要な任務は、アセスメント、調整、
情報管理です。UNDACチームは、情報通信装置、事務所設備、個人備品をすべて独自に装備
しています。また派遣は通常、災害の初動対応段階が中心で、最長 3週間まで滞在することも
あります。

　対　象
UNDACチームは、被災国政府と国際援助機関に対する支援を目的として派遣されます。また、
UNDACチームの派遣は無償です。チームメンバーには、UNDAC参加機関と各国政府との
間の事前協定によって必要資金が提供されます。

　アクセス方法
UNDAC チームは被災国政府、UN	RC もしくは HC の要請に基づいて派遣されます。
UNDAC チームは、OCHA 本部（+41	(0)22	917	1600、undac_alert@un.org）、または
OCHAアジア太平洋地域事務所（+66	(0)2288	2611、ocha-roap@un.org）を通じて要請
することができます。

UNDAC チームの限定的な派遣：日本の事例

2011 年に発生した東日本大震災の際、日本政府は全面的な国際支援の要請ではなく、
UNDAC チームの業務内容を絞った限定的な派遣を要請しました。

48 時間以内に 7 人からなる UNDAC チームが派遣され、JiCA 東京国際センター
を拠点として、10 日間にわたって緊急支援を提供しました。なお、日本政府から
UNDAC チームに要請された業務内容は以下の通りでした。

1.　国際社会に対して人道状況に関する情報を（英語で）報告すること
2.　海外から寄せられた多数の支援申し出の対応について外務省に助言を行うこと
3.　日本に派遣された国際 USAR チームの調整を東京から支援すること

UNDAC チームを支えるパートナーシップについての補足説明

UNDAC チームは、迅速な派遣と自己完結性を確保するために、専門的な NGO や
他のパートナーと共に活動しています。UNDAC のパートナーシップとして、情報
通信面では télécoms Sans Frontières が、現地における地図サービスについては
MapAction が、また空港におけるロジスティクスに関しては DHl が、そして衛星画
像については国連訓練調査研究所の国連衛星プログラム（UNOSAt）等がサポート
サービスを提供しています。

http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/undac/overview
mailto:undac_alert%40un.org?subject=
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
http://www.tsfi.org/
http://www.mapaction.org/
http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/logistics-support/response-teams
http://www.unitar.org/unosat/
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「ASEAN緊急迅速評価チーム（ERAT）」は、ASEAN諸国で災害が発生した際、迅速（24時
間以内）に派遣される専門家グループで、災害時の緊急アセスメントに関する訓練を受けてい
ます。ERATは、緊急時の最初動段階でNDMOを支援することを目的とし、以下のような幅
広い分野で活動をします。（a）	迅速な被害アセスメントの実施、（b）アセスメントとニーズ分
析を通じた災害の規模・重大性・影響度の推定、（c）	被災者の即時的ニーズに関する情報収集
と報告、（d）	域内の災害管理資源・能力・人道支援物資を動員し、対応・展開するために必要
なAHAセンターとの調整。

ERATメンバーは、被災したASEAN加盟国政府及び被災コミュニティとより強力な協力関係
を築くべく、ASEAN加盟 10カ国の中からあらかじめ訓練を受けたNDMO、その他関係省庁
のスタッフで構成されています。

　対　象
ERATは、被災したASEAN加盟国を支援するために派遣されます。

　アクセス方法
ERATの派遣は無償で行われます。	ERATは、AHAセンター（info@ahacentre.org、+62	
(0)21	2305006）、またはASEAN各国にある連絡窓口への要請を通じて派遣されます。

「OCHA/UNEP合同環境ユニット（JEU）」は、国連の緊急対応メカニズムとして、環境災害
に直面した国々に対して国際支援を提供します。化学者や水質管理の専門家、地質学者、エン
ジニア等、環境災害の専門家が、個別にあるいは拡大UNDACチームの一員として派遣され
ます。これらの専門家は、緊急環境アセスメントツール（FEAT）を使って環境リスクの特定
と優先順位付けを行い、当該国の政府機関や時には軍とも協力して活動します。また、危険物・
危険有害物質の検出及び現場サンプリングと分析を行う特殊な装置を、HazMatModule（シ
ンガポール）とMobile	Laboratory（オランダ）を通じて動員することが可能です。

　対　象
JEUは被災国政府を支援するために動員されます。

　アクセス方法
環境災害、及び（または）自然災害による二次的な環境災害に対する支援は、事前に各国で登
録された JEU連絡窓口、または環境緊急事態センター（EEC）ウェブサイトにある「国際支援
のための環境緊急通知・要請フォーム」を用いて要請することができます。

国際赤十字・赤新月社運動
「地域災害対応チーム（RDRT）」は、地域内近隣国の赤十字・赤新月社に支援を届けるべく、
発災後24〜48時間以内に派遣が可能です。RDRTは、あらかじめ訓練を受けた各国の赤十字・
赤新月社の職員とボランティアから構成されています。また、RDRTは、災害管理における当
該地域の能力構築を促進することも目的としています。RDRTメンバーの主な機能は以下の通
りです。

http://www.ahacentre.org
mailto:info%40ahacentre.org?subject=
http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/environmental-emergencies
http://www.eecentre.org/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/responding/disaster-response-system/dr-tools-and-systems/regional-disaster-response-teams/
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1.　初期アセスメントの実施
2.　活動計画の立案
3.　救援管理の実施

「フィールド調査・調整チーム（FACT）」は、即時派遣が可能なチームとして、被災国の赤十字・
赤新月社と IFRC現地事務所を支援すべく、国際赤十字・赤新月社運動の災害アセスメントマ
ネジャーらから構成されます。FACTメンバーは、救援、ロジスティクス、保健医療、栄養管
理、公衆衛生と疫学、メンタルサポート、水と衛生、財務、行政管理等の専門性を有しています。
FACTは常に待機状態にあり、世界中のどこにでも12～24時間以内に2～4週間派遣可能です。

「緊急対応ユニット（ERU）」は、被災国の赤十字・赤新月社に即時支援を提供するためにあら
かじめ訓練を受けた専門家チームです。現地の施設が破壊り、またはニーズに対応しきれなかっ
たり、あるいは施設自体が存在しない場合に、特定の支援やサービスを直接的に提供します。
ERUは FACTと密接に連携します。チームは標準装備パッケージを用いて、1カ月間自己完
結型の活動ができるよう訓練されています。ERUは 24 ～ 72 時間以内に派遣可能であり、最
大で 4カ月間活動できます。

政府はどのように国際専門チームの派遣を管理するのか

被災国政府にとって、発災直後の数時間あるいは数日間における最大の課題の一つは、
国際USARチームその他専門チームの派遣等、数多くの支援申し出に対応することで
す。危機の真っ只中では、被災国政府自体、何が必要で何が必要でないのかを評価す
ることも困難になる可能性があります。また、支援の申し出を断ることも簡単なこと
ではありません。

大規模災害時の捜索救助活動には、「中」・「重」レベルの国際USAR チームが欠かせ
ないかもしれませんが、通常、緊急時の救命活動のかなりの割合を「軽」レベルの国
際USAR チームが担っていることも特記すべきでしょう。というのも、「軽」レベル
の国際USARチームは被災国内に拠点があり、災害発生時に直ちに活動を開始できる
ことが多いからです。一般的には、国際USAR チーム（「中」と「重」レベル）の中
でも、救助できればほとんどの生命が救える事実上のデッドラインと言われる 36時
間以内に活動開始が可能なチームのみを受け入れるべきです。

このような理由から、各国政府は、自国で起こり得る災害リスクの種類についてあら
かじめ想定し、発生した場合に誰からどんな専門的支援を、どのような優先順位で受
け入れるのか、事前に検討しておくことが重要です。場合によっては、予想されるニー
ズを見越してチームの派遣を要請することも出来ます。例えば、台風がある地域や人
口に影響を与えることが予想される場合等です。

また政府にとっては、国際的な支援申し出の受け入れや辞退のプロセスを自らに代
わって管理してもらうために、UNDAC（または ERAT）チームを要請することも有
益かもしれません。そうすれば、政府当局者は国内にある対応のための資源を活用し
て、被災者支援に集中することができるからです。

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/responding/disaster-response-system/dr-tools-and-systems/responding-to-disasters-field-assessment-coordination-teams-fact/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/responding/disaster-response-system/dr-tools-and-systems/eru/
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　対　象
RDRT、FACT、ERU、これら 3つのチームはどれも、各国の赤十字・赤新月社と IFRC、及
び被災国政府を支援するために派遣されます。

　アクセス方法
各チームに関する情報は各国の赤十字・赤新月社と IFRCを通じて入手できます。

留意点

1.　被災国は、災害時に受け入れる可能性が高い国際 USAR チーム、その他の専門チー
ムの数と種類を把握するため、準備計画をあらかじめ詳細に策定しておくべきです。

2.　被災国は国際的な専門機関と連携し、専門チームの構成・業務内容・活動期間につ
いて合意することが奨励されています。

3.　上記で説明したチームに加えて、グローバルレベルのいくつかのクラスターは、子
どもの保護やジェンダーに基づく暴力（GBV）アドバイザー等、域内を基盤に活
動する専門家で構成する迅速対応チームをすぐに派遣することが可能です。

専門的サービスの活用
緊急時に派遣可能な専門家チームに加えて、災害対応において各国政府や国際機関をサポート
するための専門的なサービスがあります。このガイドでは、通信技術パッケージとして既に配
備されている物資から、緊急時の増員派遣事前登録制度（サージ）にいたるまで、すべての専
門的サービスを網羅しています。この章ではこうした専門的サービスを（a）救援・備蓄体制、（b）
専門的ネットワークとマニュアル、（c）増員派遣事前登録制度（サージ）という 3つの分野に
分けて説明します。

救援・備蓄体制
1.　軍及び民間防衛資産（MCDA）
2.　国際人道パートナーシップ（IHP）
3.　アジア太平洋地域人道パートナーシップ（APHP）
4.　国連人道支援物資備蓄庫（UNHRD）ネットワーク

専門的ネットワークとマニュアル
1.　ICRC家族の連絡回復・再会支援（RFL）ネットワーク

増員派遣事前登録制度（サージ）
1.　OCHA緊急対応要員登録ロスター（ERR）と提携サージ要員プール制度（ASP）
2.　緊急通信及びロジスティクスクラスターの増員派遣事前登録制度
3.　ノルウェー難民評議会スタンバイ要員登録制度（NORCAP）、保護スタンバイ要員登録制

度（ProCap）、ジェンダースタンバイ要員登録制度（GenCAP）、評価能力プロジェクト
（ACAPS）

B.
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救援・備蓄体制
「軍及び民間防衛資産（MCDA）」は、人道支援目的で外国軍と民間防衛組織が提供するする、
統一規格の資産やサービスを指します。これらには、救援要員、機器（陸海空の輸送・通信機器等）、
供給物資やサービス（保健医療支援、セキュリティー・サービス等）が含まれます。MCDAは、
国際的合意によって別途規定されない限り、被災国や国連に対して無償で提供されます。

国連機関をサポートする目的で一括的に要請され提供されるMCDAは、特に国連MCDAと
呼ばれます。	MCDAと国連MCDAは、二国間の個別の地位協定及び（または）「災害救援に
おける外国軍及び民間防衛資産の活用に関するガイドライン（オスロ・ガイドライン）」によっ
て規定されています。

　対　象
MCDAは被災国のためのものです。国連MCDAは被災国への支援活動を行う国連機関のた
めのものです。

　アクセス方法
被災国の同意表明に基づき、UN	RCまたはHCを通じてMCDAを要請することができます。

アジア太平洋地域における軍及び民間防衛資産活用に関する主要原則

MCDA は、人道支援コミュニティによって満たすことが求められるニーズと、実際に
活用出来るリソースとの間で人道支援上のギャップが存在した場合に、これに対応す
べく、既存の人道支援メカニズムを補完する手段として捉えられなければなりません。

MCDA は、二国間あるいは地域毎や国際的な連携協定に基づいて、「海外からの救援
部隊」として、あるいは国連オペレーションの一部である「国連 MCDA」として、
動員もしくは展開することができます。MCDA を含むすべての災害救援は被災国の
要請または同意により、また原則として国際支援アピールに基づいて提供されます。

MCDA の供与を決定する支援国は、他の活用可能な選択肢と比較した費用対効果に
留意すべきです。原則として、MCDA は最後の手段（ラストリゾート）としてのみ
要請されるべきであり、国外での災害救援活動に対して MCDA 供与にかかる費用を
賄うため、国際人道支援もしくは開発援助活動のために利用すべき資金を流用しては
なりません 20。

20	オスロ・ガイドラインやAPC-MADROに記載の通り。

「国際人道パートナーシップ（IHP）」は、欧州の 7つの政府機関から成るゆるやかなネットワー
クで、緊急時に求められる様々な活動をサポートすることを目的としています。IHPは、国連、
EU、その他の国際機関を支援するための強固なキャパシティを有しています。各モジュールに
は、IHP仕様に標準化され、小規模な情報通信技術（ICT）と情報管理支援から、大規模なベー
スキャンプや人道支援機関の合同事務所設置まで含まれます。他に、車両サポートやセキュリ

http://www.ihp.nu/
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ティ装備供与に加えて、人道情報センター（HIC）の設置支援等もあります。IHPは、各モジュー
ル提供者以外からの支援の要請に対しても門戸を開いています。支援を提供している国は、デ
ンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、ノルウェー、スウェーデン、英国です。

「アジア太平洋地域人道パートナーシップ（APHP）」は、人道支援機関による対応を強化する
ために企図され、域内で多国間の専門サービスを提供する枠組みです。IHP 同様、APHPは
主に国連機関やUNDACチームを支援するためにありますが、IFRCや ASEANも支援対象
としています。APHPは、2〜 4週間分の基本モジュール（ノートパソコン、通信機器、テン
ト、発電機等）を、十分に訓練されたスタッフ共々、6時間以内に動員することが可能です。
より大規模で複雑なモジュール（軽装備のベースキャンプや環境影響に関するサポート等）も
1〜 2日以内に動員することができます。アジア太平洋地域でそれぞれ支援モジュールを備え、
APHPに貢献している国々は、オーストラリア、中国、日本、ニュージーランド、シンガポール、
韓国です。Télécoms	Sans	Frontières は APHPのそのNGOパートナーです。

　対　象
IHPとAPHPは、国連機関とUNDACチームを第一の支援対象としていますが、要請があれば、
国際赤十字・赤新月社運動や地域機構、各国政府も活用することが可能です。

　アクセス方法
IHP と APHPへは、ジュネーブの IHP事務局（+41(0)79	477	0812）、またはOCHAアジ
ア太平洋地域事務所（ocha-roap@un.org）を通じて連絡を取ることができます。

アジア太平洋地域における最近のIHP/APHPモジュールの支援例

被災国 災　害 種　類

ネパール 2008年　コシ川洪水 ICTサポートモジュール

インドネシア 2009年　スマトラ地震 ICTサポートモジュール、軽装備ベー
スキャンプ、OOSSモジュール

パキスタン 2010年　洪水 ベースキャンプ、浄水装置

フィリピン 2012年　台風ボーファ ICTサポートモジュール

「国連人道支援物資備蓄庫（UNHRD）ネットワーク」は、危機対応にあたる国連機関や他の
人道支援機関による戦略的備蓄のための取り組みをサポートするものです。アジア太平洋地域
のUNHRDは、マレーシアのスバンにあり、WFPが管理しています。この拠点はUNHRD
グローバル・ネットワークのハブを形成しています。

UNHRDスバンでは、保健医療キットや避難所の備品、IT機器が保管され、その他緊急対応
を支援するための緊急用非食品救援物資の戦略的備蓄が行われています。通常、UNHRDから

http://www.ihp.nu/about/asia-pacificamerica.html
http://www.tsfi.org/
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
http://www.unhrd.org/
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の物資は要請から 5〜 7日以内に発送されます。倉庫の維持、救援物資の保管、検査、取扱い
に関する費用を、利用者に請求することはありません。また、UNHRDは、調達や輸送、技術
支援、保険、再梱包、機器のセットアップ等の付加的なサービスを有償で提供しています。

AHAセンターは、マレーシア・スバンにある「ASEAN災害緊急ロジスティックシステム」
を通じて設けられた緊急備蓄庫から、被災した加盟国に対して救援物資の緊急供与を行ってい
ます。ASEAN加盟国は、インドネシアのジャカルタにあるAHAセンターを通じて、救援物
資を要請することができます。

　対　象
現在以下の 11機関がUNHRDスバンの施設を利用しています。ASEAN、AusAID、CARE、
Irish	Aid、JICA、Mercy	Corps、MERCY	Malaysia、Norwegian	Church	Aid、Swiss	
Red	Cross、Shelterbox。WFP、WHO、World	Vision	International については、2013
年に同施設での物資備蓄を開始する見込みです。

　アクセス方法
UNHRDネットワークを通じた物資供与の要請ができるのは、UN	RCまたはHC、国連機関
や他国際機関、政府、そしてUNHRDと技術協力合意を結んだNGOです。UNHRDスバン
に関する詳しい情報は、WFPの担当調整官（wfp.subang@wfp.org）を通じて入手できます。

マレーシア・スバンの国連人道支援物資備蓄庫（uNHRd）

UNHRD 
in Subang, Malaysia.

* ASEAN は、2013 年 3 月までに救援物資を UNHRD に備蓄する予定。また、2013 年から AusAiD も UNHRD で
の備蓄を準備している。

mailto:wfp.subang%40wfp.org?subject=
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専門的ネットワークとマニュアル
「ICRCファミリーリンク・ネットワーク」は、災害時、離散家族の再会、連絡回復を支援する
ための主要な世界的枠組みです。離散家族の再会・連絡回復支援 (RFL) とは、家族が離れ離れ、
もしくは消息不明の者が出ることを防ぎ、家族間の連絡を回復、維持すること、また行方不明
者の安否を明らかにすることを目的とした一連の活動に与えられた包括的な総称です。ファミ
リーリンク・ネットワークは、ICRCの中央安否調査局（CTA）、各国赤十字・赤新月社によ
る捜索サービス、そして各国政府の捜索機関から構成されています。

　対　象
ICRC	ファミリーリンク・ネットワークは、行方不明の家族・親戚を持つ被災家族のためのも
のです。

　アクセス方法
国内の離散家族の再会・連絡回復支援は、当該国の赤十字・赤新月社を通じてアクセスできます。
また専用ウェブサイトもあります。

増員派遣事前登録制度（サージ）
OCHAが管理する外部専門家専門チームに加えて、被災現場で新たな、または予期せぬ人道ニー
ズが生じた場合に対処するため、OCHAは内部で様々な増員派遣のためのメカニズムを持っ
ています。危機的状況がさらに激しくなった場合、こうした増員派遣が新しいOCHA事務所
の設置もしくは既存のOCHA事務所強化につながることもあります。

人道危機が中小規模の場合、通常増員派遣は、地域の知識や幅広いスキル（情報管理、広報、
民軍調整、報告業務等）、それに現場でこれらを活かすために必要な機器を装備した、OCHA
の地域事務所スタッフが担います。より被災状況が大規模な場合には、地域事務所等による初
動対応から、より中 · 長期的な支援への移行を確実なものとするために、OCHA本部で中央管
理している以下のロスター制度が活用されます。

1.　緊急対応要員登録ロスター（ERR）：ERRは、より大規模な危機の際にスタッフを短期間
派遣するため、OCHAが持つ主要な内部メカニズムです。35名ほどのOCHAスタッフ
が常時名簿に登録されており、数日以内に最大 6週間 21 にわたって派遣することが可能で
す。OCHAの現地事務所が持つ正規のプロフィールは、すべて ERRを通じて入手するこ
とができます。

2.　提携増員派遣事前登録制度（ASP）：ASP は、正規スタッフが到着するまでの間、ギャッ
プを埋めるために設けられました。ASPは、直ちに派遣することができる旨あらかじめ承
諾を得た「外部要員」から構成され、速やかに募集手続がなされます。平均的なASP派遣
期間は 3〜 6カ月です。

WFPは、危機発生当初から人道支援機関にとって大切となる2つの共通サービスクラスターで、
増員派遣能力を管理しています。それは、緊急時通信とロジスティクスの両クラスターです。

21	例外的に、派遣期間を最大 3カ月まで延長することもある。

http://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx
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1.	「緊急時通信クラスター」は、危機の際、人道支援機関が被災国内で利用できる機関間通信
インフラ、サービス及び専門能力を提供します。
2.	「ロジスティクスクラスター」は、人道支援機関のため、特に初期のロジスティクス調整機

能を担うべく、対応チームを派遣します。

　対　象
被災国での通信やロジスティクス分野で人道支援機関をサポートするため、WFPはグローバ
ルレベルでこうしたクラスターをリードしています。ICTやロジスティクス調整、情報共有に
関心のある援助機関の代表者は、現地の作業部会に出席することができます。

　アクセス方法
両クラスターに関する情報はWFP地域事務所（bkk@wfp.org）、または上記クラスターのウェ
ブサイトを通じて入手可能です。

国連とノルウェー外務省は、緊急時に専門的能力を補強するため、多数のスタンバイ制度を確
立してきました。最大の総合的な要員派遣登録制度は、ノルウェー難民評議会（NRC）の要員
事前登録制度（NORCAP）であり、専門家や経験豊富な人材を迅速に派遣することで、被災
者保護や危機下の教育支援、さらにはロジスティクスやエンジニアリングに到るまで様々な分
野で専門的能力を提供しています。NRCは、NORCAPに加えて以下の増員派遣事前登録制
度も管理しています。

1.　「保護スタンバイ要員登録制度（ProCap）」は、国レベルで被災者を保護するため、支援
ギャップや優先度の高いニーズに対する緊急時対応を支えます。

2.　「ジェンダースタンバイ要員登録制度（GenCap）」は、ジェンダーに基づく暴力の予防及
び対応等、人道支援における全ての分野で、ジェンダー平等プログラムを主流化するため、
国レベルで人道支援アクターの能力をサポートします。

3.　「評価能力プロジェクト（ACAPS）」はアセスメントに特化したスタンバイ制度で、各国
政府や IASC、HCTが意思決定を行う際に必要となるデータや分析など、専門能力を提供
します。

　対　象
NORCAP、ProCap、GenCap、ACAPS の各チームは、通常、現地 HCT のためのリ
ソースとして、HCをサポートする形で派遣されます。多くの場合、UNHCR、UNICEF、
OHCHR、OCHA、その他機関が受け皿となります。また、ACAPSのアセスメント専門家も、
各国政府を支援するために派遣されています。

　アクセス方法
NORCAP、ProCap、GenCap、ACAPS は、ノルウェー政府と国連を代表してNRCが管理
しています。こうした制度に関する情報はNORCAPを通じて入手できます。また質問があれ
ばOCHA本部のサージキャパシティ課（scs@un.org）にお問い合わせください。

http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergency-telecommunications-cluster
http://logcluster.org/
mailto:bkk%40wfp.org?subject=
http://norcapweb.no/
http://norcapweb.no/
http://norcapweb.no/
mailto:scs%40un.org?subject=
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留意点

多くの専門的サービスは、国連と他の国際機関の緊急対応能力を強化するように設計さ
れています。しかしながら、これらのパッケージは柔軟に運用でき、各国政府は、支援
受け入れの準備体制を整えるため、あらかじめ各専門団部署に働きかけておくことが推
奨されています。

財源の動員
迅速な資金提供は、発災後に迅速な初動対応をするための重要なツールです。この章は、救援
活動を支援するため、初期に動員できる国際的な財源ツールについて説明します。これらのメ
カニズムは、初期アセスメントと対応計画に基づいて迅速に資金を充当するものです。他方、
より長期に及ぶ復興に多額の資金を動員するためには、綿密なアセスメントや戦略的計画のと
りまとめが必要となります。

またこの章では、緊急アピールや統一アピールのように、突発的災害や長期化した危機に活用
される国際的な戦略計画や資源動員ツールについても説明しています。

ここでは多国間のメカニズムを説明します。またこれらの他、各国政府が設けた災害基金、二
国間贈与、また個人の寄付金も、迅速な災害対応を実現する上で大切なものです。

迅速な資金提供のメカニズム
1.　中央緊急対応基金（CERF）
2.　IFRC災害救援緊急基金（DREF）
3.　OCHA緊急無償キャッシュ支援（ECG）
4.　UNDP	TRAC	1.1.3 カテゴリー II リソース
5.　緊急対応基金（ERF）
6.　ASEAN防災緊急救援（ADMER）基金
7.　アジア太平洋災害対応基金（APDRF）

資金調達を戦略的に行うためのツール
1.　国連緊急アピール
2.　統一アピール

迅速な資金供給のメカニズム
「中央緊急対応基金（CERF）」は、迅速に緊急人道支援を開始することを目的としてOCHA
が管理している国連基金です。CERFは、4億 5,000 万米ドルの無償供与相当分と 3,000 万米
ドルの融資枠の両方から構成されています。無償供与分は、危機に際しての即応用資金と、資
金が十分に集まっていない人道状況に対応するためのものに分けられます。即応無償資金供与
は、突発的災害時や人道状況の深刻さから必要性が認められる場合、さらには他の資源リソー
スから支援を受けておらず、かつ緊急の対応を要し、特に生命に関わる重要な支援活動をサポー

C.

http://www.unocha.org/cerf/
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トするために提供されます 22。

CERFの即応用の資金は、目安として 1件の人道危機につき 1カ国あたり 3,000 万米ドルを超
えることはありませんが、ERCが必要とみなした場合には、これを上回る額の資金が提供され
ることもあります。ほとんどの場合、CERFの即応用支給額は、緊急アピールで要求される総
額の約10パーセントに納まるように目されています。しかし、CERFからの資金供与に、アピー
ル発出は条件とされていません。

22	本ガイドの目的に最も関連するのは、CERFの即応システムであろう。資金が十分集まっていない人道状況に対する
供与は年に2回行われ、危機が進行中でなおかつ他ドナーからの資金提供を得難い国々での活動支援を対象としている。	
CERF による無償資金供与の約 3分の 1は、こうした目的のために担保されている。なおCERFの融資制度は将来的
に見込まれるドナーからの拠出を担保に一時的に借り入れるもので、この制度も国連機関が活用している。

アジア太平洋地域におけるCERFへの拠出額とCERFからの供与額（2006～2012年）

20

40
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100
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アジア太平洋諸国による CERF への拠出額 アジア太平洋諸国に対するCERFからの供与額

（単位：100万米ドル）

年
2012

$26

$97

2011

$23

$87

2009

$14

$88

2007

$13

$66

2006

$21

$56

2010

$19

$118

2008

$15

$110

　対　象
CERF資金は、国連機関と IOMのみに供与されます。NGOや各国政府の専門カウンターパー
トを含む国連以外の人道パートナーも、CERF資金を直接的に受け取った機関から二次的に支
援を受けることで、間接的にCERFにアクセスすることになります。

　アクセス方法
即応用のCERF資金は、HCTを代表してUN	RCまたはHCが要請します。しかし、充当額
決定後は、CERFと受け取った機関との間での直接契約が結ばれることになります。即応用の
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CERF資金は、通常要請から 2週間内に支給されます。

「IFRC災害救援緊急基金（DREF）」は、各国赤十字・赤新月社が発災後すばやく独自の役割
を遂行できるよう、迅速な資金を提供する緊急対応基金です。基金の配分は、大規模災害時の
活動立ち上げ用貸付金として、あるいは小規模災害時の緊急救援活動や差し迫った災害に対す
る備えのための無償資金として供与されます。

　対　象
DREFは、187 の全赤十字・赤新月社が利用可能です。

　アクセス方法
IFRC は、DREF の充当要請をケースバイケースで検討します。資金は 24 時間以内に承認・
提供されます。

「OCHA緊急無償キャッシュ支援（ECG）」は、突然発生する災害において、直ちに供与され
る緊急支援用無償資金です。ECGは、国連の通常予算から支出される比較的小額の資金で、
発災直後の切迫した救援活動のために供与されるものです。ひとつの災害につき複数回の配分
が行われることはありますが、一回当たりの金額は 10 万米ドルを超えることはできません。
ECGは 10日以内に支払われ、現地調達やロジスティクスサポート、救援物資の輸送等の、具
体的で即時的な命に関わる支援活動のための資金調達に役立てられます。

　対　象
ECGは、通常UN	RCまたはHCが受け取ります。UN	RCまたはHCは、その資金を自ら
が直接活用する場合を除き、被災国政府当局や現地NGO等へ送金するためにはOCHAの承
認を求めることになります。

　アクセス方法
ECGはUN	RCまたはHC、もしくはOCHA現地・地域事務所を通じて要請できます。また、
被災国政府も、ジュネーブやニューヨークにある国連代表部を通じて ECGを要請することが
できます。

「緊急対応基金（ERF）23」は、HCがOCHAのサポートを受けて国ベースで管理しているプー
ル基金です。供与される無償資金の典型的な額は 10〜 25万米ドル程度です。現在、世界中で
12件の ERFが設置されており、そのうち 2件がアジア太平洋地域（インドネシア及びミャン
マー）で運営されています。ERF設置のための基準は非常に細かく定められていて、ガイドラ
インがこちらから入手できます。

23	共通人道基金（CHF）は、長引く人道危機における深刻な人道ニーズに対処する、もう一つの国ベースのプール基
金である。現在CHFは 5つあり、そのすべてがアフリカ大陸に設置されている。

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/responding/disaster-response-system/financial-instruments/disaster-relief-emergency-fund-dref/
http://bit.ly/1p38oO4
http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/emergency-response-funds-erf
http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/emergency-response-funds-erf/global-erf-guidelines
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　対　象
ERF からの無償資金は、国連機関やNGOに供与されます 24。

　アクセス方法
ERF 資金は、国連機関・IOM・NGO・国際赤十字・赤新月社運動の諸団体から選ばれた諮問
組織の助言に従い、またOCHA現地事務所によるサポートのもとでHCが管理しています。

「UNDP	TRAC	1.1.3 カテゴリー II リソース」は、（災害や紛争等）突発的な危機が生じた場
合が生じた場合、支援活動を効果的に調整し、ニーズアセスメントを行うとともに、早期復興
に向けた枠組み作りに着手し、もって持続可能な復興のための強固な基盤を確立するために活
用されるものです。供与額は通常 10万ドルを超えることはなく、12カ月以内の執行が求めら
れます。

　対　象
UNDP	TRAC	1.1.3 カテゴリー II リソースは、UNDP各国レベルでのプログラムに適用され
ます。

　アクセス方法
UN	RC がシンプルな提案書にOCHAシチュエーションレポートを添えて要請をします。
UNRCによる要請は、提出後 48時間以内にUNDPの危機予防・復興局（BCPR）局長によっ
て承認されることとなっています。

「ASEAN防災緊急救援（ADMER）基金」は、ASEAN加盟国による危機対応とAHAセン
ターによる活動、そしてAADMER作業プログラムの実施を支援するためのプール資金として
機能します。ADMER 基金は、ASEAN加盟国やASEAN域外パートナーの他、ASEAN対
話国や支援国政府等、その他公共・民間セクターからの自発的な拠出金も受け付けています。
ADMER基金は、ACDMを通じASEAN事務局が管理しています。ADMER基金は、寄託目
的ではなく補充によるプール基金です。

　対　象
ASEAN加盟国を対象としています。

　アクセス方法
詳細情報はAHAセンター（info@ahacentre.org）から入手可能です。

「アジア太平洋災害対応基金（APDRF）」は、アジア開発銀行（ADB）の特定ファンドで、
ADB加盟の開発途上国が大規模自然災害によって被害を受けた際、無償資金を段階的に供与
できるように企図されたものです。APDRFは、災害発生が宣言された後、被災国政府が被災
者の生命を救うための各種サービスを復旧すべく、経費を緊急に補填する目的で、無償資金を

24	無償資金供与の受益資格がある受領者や資金調達の優先順位の決定等、ERFの国内における管理方法は、当該国に
対する支援戦略が基になるため、国ごとに異なる。

mailto:info%40ahacentre.org?subject=
http://www.adb.org/site/funds/funds/asia-pacific-disaster-response-fund-apdrf
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迅速に供与するものです。各国政府に対し最大で 300 万米ドルが支払われます。その後資金援
助を受けた政府は、地方自治体や政府機関、そしてNGOを含む外国政府や国際組織に対して、
適宜資金を割り当てることもできます。

　対　象
ADB加盟の開発途上国を対象としています。

　アクセス方法
支援は以下の基準に基づき、ADBから各国政府に直接供与されます。

1.　自然災害が、ADBに加盟する開発途上国で発生した場合
2.　緊急事態が正式に宣言され、被災国政府が被災者の生命を救うための各種サービスを復旧

すべく、経費を緊急に補填する上で、国や政府機関の対応能力を超える場合
3.　UN	RCが災害の規模を確認し、資金需要の総額を示した場合

財源メカニズム：基金の種類とその対象を示す一覧表

基金の種類 要請から支給開始
までの期間 対　象 要請当事者

CERF 10日～2週間以内 国連機関とiOMのみ UN RC、HC

DREF（IFRC） 24時間以内 各国赤十字・赤新月社 各国赤十字・赤新月社とiFRC

ECG（OCHA） 10日間以内
UN RCまたはHCだが、
政府当局またはローカ
ルNGOに委託すること
も可能

UN RC／HC、OCHA現地・地
域事務所、あるいは（国連代表
部経由で）被災国政府

UNDP TRAC 1.1.3
カテゴリーIIリソース 7日間以内 UNDP UN RC

ERF 5日～2週間以内 国連機関とNGO HC

APDRF 資格が認められてか
ら4～5日間以内 ADB加盟の開発途上国 ADBと被災国政府

戦略策定と資金調達
「国連緊急アピール」は、災害状況のアセスメントを迅速に行い、これに基づいて各人道支援機
関が一体となって策定した対応戦略であり、同時に資源動員のためのツールでもあります。緊
急アピールは、災害発生から最も初期にあたる支援活動、つまり一般的には、発災後 3カ月か
ら 6カ月に各人道支援機関が共同で必要とする資金需要を特定するものです。緊急対応が 6カ
月間以上必要とされる場合、または危機が長引く場合には、緊急アピールが延長され、「統一ア
ピール（CAP）」へと形を変えます。
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　対　象
緊急アピールには、国連機関や他の国際機関、NGOのプロジェクトを含めることができます。
また、国際赤十字・赤新月社運動及び（または）被災国の赤十字・赤新月社との連携事業も含
むことができます。被災国政府の省庁は、緊急アピールを通じて直接資金を要請することはで
きませんが、国連やNGOのプロジェクトで認められたパートナーになることができます。

緊急アピールの実例：フィリピン

2011 年、台風 21 号（ワシ）がフィリピンを襲い、暴風雨がもたらした深刻な人道ニー
ズに対応すべく、フィリピン国政府を支援するため、2,860 万米ドルを要請する緊急
アピール 25 を国連とその人道パートナーが発表しました。この緊急アピールは、カガ
ヤンデオロ市とイリガン市で最悪の被害を受けた 47 万 1,000 人に、3 カ月間、飲料・
入浴用水、食糧、緊急シェルター、そして生活必需品を提供することを目的としたも
のでした 26。

　アクセス方法
緊急アピールは、UN	RCまたはHCがHCTとの協議のもとで、また特にUNDACが派遣さ
れている場合はそのチームの支援を受けて手続きを行います。OCHA現地事務所が設置され
ていない国では、最寄りの地域事務所あるいはOCHA本部が緊急アピールの作成をサポート
します。

「統一アピール（CAP）」は、災害対応を計画・調整・実施・管理することを目的として人道支
援機関が一緒になってまとめる、アドボカシーと資金調達のためのツールです。CAPは、各機
関に共通する人道支援計画と、その計画を実施するために必要な具体的事業の一覧から構成さ
れ、人道支援活動を大規模かつ継続的に進めるための詳細な作業計画であると同時に、計画実
施状況を把握するための基準を備えた枠組みとしても機能します。CAPは、人道ニーズが緊急
アピールの期間（通常 6カ月）を超えて続く場合に発表されます。

　対　象
CAPには、国連機関や国際赤十字・赤新月社運動、IOM、NGOによって実施されるプロジェ
クトが含まれます。被災国政府はCAPを通じて直接的に資金を集めることはできませんが、
ドナーや人道支援機関、受け入れ国政府等と（計画策定や実施に際して）緊密に協力すること
が推奨されています。緊急アピールと同様、政府が特定プロジェクトの実施パートナーとなる
ことはあります。

　アクセス方法
CAPについては、HCやHCTを通じて情報を得ることができます。また通常、OCHA現地
事務所を通じて被災国レベルで管理されています。

25	正式には、「フィリピン人道アクション・プラン 2012 の緊急改訂版」として知られている。
26	OCHA	ROAP　Humanitarian Funding Update, Fourth Quarter, 2011.

http://www.unocha.org/cap/
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留意点

1.　被災国政府は、迅速な資金供給メカニズムの多くを直接利用することはできません
が、これらの救援基金が適切に活用されることを担保するため、国連や国際赤十字・
赤新月社運動、NGO と緊密に連携する必要があります。

2.　また、二国間で供与される「足の速い」資金は、被災者の生命を救うための初期支
援活動に被災国政府が活用できる、非常に重要な資金源の一つです。基金の金額や
詳細は様々であり、一般的にはケースバイケースで支援国政府と被災国政府間の交
渉を通じて決められます。

D. 情報管理とアセスメント
災害時の情報管理は、いかなる人道支援活動においても大切な要件となります。しっかりとし
た情報管理を行うには、関連プロセスが事前に合意され、災害状況に関する情報を収集・分析・
共有するために、あらかじめ人材を訓練しておく必要があります。緊急時においては、すべて
の被災者、被災国政府、人道支援機関、そしてメディアが、情報の提供者になると同時に利用
者ともなり得ます。

政府は、緊急時対応を担う専門機関と関連省庁との間で、情報を共有し管理するための独自の
仕組みを持っています。本章では、国際人道コミュニティが緊急時の情報管理をどのように行
うのか説明し、各国政府が国際人道支援コミュニティの機能について理解を深めることで、国
際機関と連携して情報を共有すべき大切な分野を特定できるよう促すことを意図しています。

以下、関連するツールとサービスを、（a）	全般的な情報管理、（b）	衛星画像とマッピング、（c）	
アセスメントツール、のカテゴリー別に整理して説明します。

全般的な情報管理
1.　OCHA情報管理ユニット（IMU）と人道情報センター（HIC）

報告ツール
1.　OCHAシチュエーションレポート（Sitrep）

ウェブベースのサービス
1.　リリーフウェブ（ReliefWeb）
2.　HumanitarianResponse.info
3.　資金追跡サービス（FTS）
4.　ASEAN防災情報ネットワーク（ADInet）
5.　南アジア災害知識ネットワーク（SADKN）
6.　太平洋災害ネット（PDN）
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衛星画像とマッピング
1.　国連訓練調査研究所	国連衛星プログラム（UNOSAT）
2.　国連災害管理・緊急対応のための宇宙情報プラットフォーム（UN-SPIDER）
3.　Sentinel	Asia
4.　「自然または人為的災害時における宇宙設備の調和された利用を達成するための協力に関す

る憲章」
5.　MapAction
6.　iMMAP

アセスメントツール
1.　マルチクラスター初期迅速アセスメント（MIRA）
2.　災害後復興ニーズ評価調査と復興フレームワーク（PDNA/RF）

「情報管理」とは何を意味するのか

人道支援における情報管理は、緊急時の意思決定と活動調整を支えるために行う、情
報の収集、処理、分析、発信と定義されます。

1.　情報収集：ニーズアセスメントから遠隔探知（リモートセンシング）、基礎データ
の見直しまで、様々な形態が含まれます。

2.　情報処理：十分な時間と熟練したスタッフが必要とされます。例えば、200 件の
アセスメント質問状を分析し、支援計画に活用するには、まずこれらの妥当性を
全て確認し、データベースに入力しなければならないからです。

3.　情報分析：通常、緊急時においては、情報を要約し、優先順位をつけ、そこから
新たな事実を読み解くという限定的な分析にとどまります。意思決定者のために、
膨大な情報を総括し、かつ危機の主要側面を的確に把握できるような分析が求め
られます。

4.　情報発信：情報は、電子メール、レポート、地図、ブリーフィング、ウェブサイ
ト等いずれの手段であろうとも、状況にふさわしい媒体を用いて、明確かつ効果
的に、そして幅広く発信する必要があります。

情報管理が緊急時にその有効性を発揮するためには、以下の事前準備が欠かせません。
この中には、（1）重要な基礎データの収集、（2）NDMO、国家統計局、国土地理院、
OCHA、クラスターリード機関等を含む情報管理ネットワークの構築、（3）危機管理
計画の中に情報管理が盛り込まれていることの確認、そして（4）包括的なニーズア
セスメント手法の確立が含まれます。
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全般的な情報管理
「OCHA情報管理ユニット（IMU）」と「人道情報センター（HIC）」
緊急対応ニーズが継続的にあるほとんどの国には、OCHAの現地事務所があり、通常、専門
の情報管理能力を有した IMUが設置されています。こうしたOCHA現地事務所は、機関間
での情報交換を可能にするための共通基準を策定・推進させ、人道支援コミュニティのため、
情報サービスを提供する専門スタッフを有しています。彼らは道支援活動の全体像をつかむた
め情報を集約しています。また、ニーズアセスメントといった取り組みを専門的にサポートし、
関係者の連絡先一覧や会議スケジュール管理、地図をはじめとした情報プロダクツの公開・配
信を担います。IMUは、人道支援活動の概況を提示するため、当該国政府及びクラスターリー
ド機関の情報管理担当窓口と密接に連携して情報収集を行います。こうした情報交換を円滑に
行うため、OCHA、主要政府機関（NDMO、国家統計局等）及びクラスターリード機関の情
報管理（IM）スタッフを含む形で情報管理ネットワークが組織される場合がほとんどです。

非常に大規模かつ複合的な緊急事態に対応する際、各クラスター内で適切な情報管理能力を確
保できない場合には、HICを設置することによって専門的能力の拡大を図ることが可能です。
HICは追加人員や大型作図装置のような機器を動員し、人道支援機関が情報の管理と共有をす
るための物理的なスペースを設置します。

　対　象
IMUはHICと同様、各国政府と人道支援機関を対象としています。同時に、クラスターリー
ド機関の情報管理能力が、クラスターメンバー機関と関連省庁をサポートします。

　アクセス方法
当該国のOCHA現地事務所を通じて連絡を取ることができます。

報告ツール
「OCHAシチュエーションレポート（Sitrep）」はOCHAが発行する報告書で、特定の人道
危機におけるその時点での人道ニーズや支援活動、そのギャップに関する概況を伝えます。
OCHAシチュエーションレポートは、新たな危機の発生直後、または現在進行中の危機であっ
ても、状況が急激に悪化した場合等、緊急期に限り発行されるものです。そのため、継続的
な人道危機に関しては使われません 27。OCHA本部は、特定の災害に対しシチュエーション
レポートを配信すべきかどうかをUN	RCまたはHCとの協議の上で決定します。人道支援
に関する意思決定をサポートするため、他の形態のOCHAレポートが使われることもありま
す。「人道スナップショット（Humanitarian	Snapshot）」は、人道状況を視覚化して伝える
もので、地図やグラフィックス、タイムリーな文字情報等が含まれます。「人道ダッシュボード
（Humanitarian	Dashboard）」は、IASCのツールで、各クラスターやHCTが、人道危機の
過程で支援計画の進捗をモニターする助けとなるよう設計されています。

27	緊急期から移行するにつれて、OCHAはシチュエーションレポートの代わりに、OCHA現地事務所が作成する「人
道報告書（Humanitarian	Bulletin）」を毎週及び（または）毎月配信している。これは継続的な人道危機の場合も同
様である。
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またOCHAシチュエーションレポートは、国連機関や、国際・国内NGO、ASEANのよう
な地域機構など、人道支援に携わる他機関が発行することもあります。OCHA現地事務所が
正規に設置されていない国々では、多くの場合、UN	RCオフィスがシチュエーションレポー
トを発行します。これらのシチュエーションレポートはすべて、リリーフウェブから入手可能
です。

　対　象
OCHAシチュエーションレポートは、被災国内外で活動する人道支援アクター、ドナー、各
国政府、市民社会組織、メディアそして一般市民を情報発信の対象としています。

　アクセス方法
OCHAシチュエーションレポートは、リリーフウェブとOCHAアジア太平洋地域事務所の
ウェブページで公開されます。OCHAシチュエーションレポートの直接受信を希望する場合、
グローバル版はOCHA本部（ochareporting@un.org）、またアジア太平洋地域版はOCHA
アジア太平洋地域事務所（ocha-roap@un.org）に申し込んでください。

ウェブベースのサービス
「リリーフウェブ（ReliefWeb）」は、OCHAが管理している人道ウェブサイトで、人道危機
や自然災害に関し、タイムリーで信頼性のある関連情報と分析（文書及び地図情報）を提供し
ています。このウェブサイトは、国際機関やNGO、政府、研究機関やメディア等、信頼でき
るソースから集められた情報を数多く提供しており、例えば世界中の人道危機に関するニュー
ス記事や公式レポート、プレスリリース、人道アピール、政策文書、様々な分析や地図情報等
が含まれます。リリーフウェブを随時 24時間体制で更新するため、ニューヨーク、バンコク、
そしてナイロビという 3つの異なる時間帯に属する場所に事務所を置いています。

　対　象
リリーフウェブは全ての人に公開されています。

　アクセス方法
リリーフウェブは、ウェブやRSS の他、電子メール、Twitter や Facebook からもアクセス
することができます。

「資金追跡サービス（FTS）」は、それぞれの人道危機に対する各ドナーからの拠出（資金と物資）
を記録するため、OCHAが管理している全世界的なデータベースです。	FTS は検索機能が付
いていて、常時更新されており、特にCAPを中心として報告を受けた全ての国際的な人道支
援活動が網羅されています。ドナー側と受益側、双方から報告された拠出のみを記録しています。

　対　象
FTS は誰でもアクセス可能です。

http://reliefweb.int/
http://www.unocha.org/roap/
mailto:ochareporting%40un.org?subject=
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
http://reliefweb.int/
http://fts.unocha.org/
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　アクセス方法
ドナー国政府や被災国政府は、直接 FTS	（fts@un.org）に連絡するか、または FTS のウェブ
サイトにある申請フォームから拠出情報を報告することができます。ドナーによる拠出金に関
する報告は、（特定の統一アピールプロセスや緊急アピール等への資金提供を含む）支援機関側
からの使途報告と照らし合わされます。

「HumanitarianResponse.info」は、ウェブベースの人道プラットフォームで、「クラスター
／セクターリード機関及びOCHAの情報管理上の責任に関する IASC運用ガイドライン」で
規定された内容に沿って、クラスター間の調整と情報管理をサポートすることを目的としてい
ます。メインのウェブページで全ての被災国に関する基礎的な情報を提供していますが、そこ
ではカバーされていないような特定の需要がある場合、各クラスターが特定の災害・国専用の
サイトを立ち上げることもできます。このサイトは、被災国政府や当該国で活動する人道支援・
開発援助アクターの情報管理能力を補完することを想定しています。

　対　象
各クラスターのニーズに合わせ特別に構成された情報ソースですが、一般にも公開されていま
す。

　アクセス方法
直接ウェブページからアクセス可能です。

「ASEAN災害情報ネットワーク（ADInet）」はAHAセンターが管理しているASEAN諸国
のための災害ウェブポータル兼データベースシステムです。ASEAN周辺地域における災害情
報を集約して提供しています。

　対　象
主にASEAN加盟国を利用対象としていますが、一般にも公開されています。

　アクセス方法
直接ウェブページからアクセス可能です。

「南アジア災害知識ネットワーク（SADKN）」は、南アジアの災害リスク管理に関する知識や
情報を共有するためのウェブポータルです。SADKNは地域全体と 8つの国別ポータルからな
るネットワークであり、SAARC加盟国の全ての政府関係者が関与しています。

　対　象
SAARC加盟国を対象としていますが、一般にも公開されています。

　アクセス方法
SADKNのウェブサイトを通じてアクセス可能です。

mailto:fts%40un.org?subject=
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/clusters/space/document/iasc-operational-guidance-responsibilities-sector-cluster-leads-and-ocha
https://www.humanitarianresponse.info/clusters/space/document/iasc-operational-guidance-responsibilities-sector-cluster-leads-and-ocha
https://www.humanitarianresponse.info/
http://adinet.ahacentre.org/
http://adinet.ahacentre.org/
http://www.saarc-sadkn.org/about.aspx
http://www.saarc-sadkn.org/index.aspx
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「太平洋災害ネット（PDN）」は、太平洋地域の国々のための災害ウェブポータルとデータベー
スシステムで、ガバナンスやリスクアセスメント、早期警報・監視システム、災害リスク管理
や研修に関する情報を提供しています。

　対　象
太平洋地域の国々を対象としていますが、一般にも公開されています。

　アクセス方法
SPC（info@sopac.org）を通じて連絡を取ることができます。

衛星画像とマッピング
衛星画像は、ある災害の影響を迅速かつ広範囲にわたって分析するための強力なツールです。
マッピングは、危機の影響について情報を分析・共有するための有効な手段です。OCHAを
含む多くの機関が、地図にデータを落とし込み、衛星画像を活用する能力を持っています。各
国政府も以下のサービスを利用することができます。

アジア・太平洋地域における衛星画像とマッピングサービス

名　前 ホスト 主要目的 アクセス方法

UNOSAT 国連 国連とその他人道支援機関に画像解析
と衛星活用によるソリューションを提供

ocha-roap@un.org
または
unosat@unitar.org

UN-SPIDER 国連
災害管理と宇宙技術の連携、政府が災害
への備えとして宇宙技術関連情報を活
用する際の支援提供

www.un-spider.org

Sentinel Asia
アジア太平洋地
域宇宙機関会議

（APRSAF）
宇宙技術関連情報とGiS技術を応用した
災害管理事業の支援 www.aprsaf.org

International 
Charter for Space 

and Major
Disasters

国家宇宙関連機
関連合

宇宙データを収集し、認定ユーザーを通
じて自然災害や人為災害による被災者
に情報を配信するための、統一システム
の提供

www.disastercharter.
org/web/charter/
activate

MapAction MapAction 意思決定と支援提供をサポートするため
の、地図情報の提供 www.mapaction.org

iMMAP iMMAP

コモン・オペレーティング・ピクチャー
（COP）フレームワークと呼ばれる専用
ツールとマッピングを通じた、災害に関
する認知度の向上と、各国政府及び国
際支援アクターによる意思決定を支援

http://immap.org

http://www.pacificdisaster.net/pdn2008/
mailto:info%40sopac.org?subject=
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
mailto:unosat%40unitar.org?subject=
http://www.un-spider.org
http://www.aprsaf.org
http://www.disastercharter.org/web/charter/activate
http://www.disastercharter.org/web/charter/activate
http://www.disastercharter.org/web/charter/activate
http://www.mapaction.org
http://immap.org


60

災害対応をサポートするための手段

アセスメントツール
「マルチクラスター初期迅速アセスメント（MIRA）」は、突発的な災害発生後最初の 2週間に、
主要な人道支援関係者によって行われる、複数セクターにまたがったアセスメントの手法です。
これは、被災した人々のニーズと国際支援の優先順位について基本的な情報を提供することを
目的としています。MIRAアプローチでは、発災後 72 時間以内に初期シナリオを設定し、2
週間以内に最終報告書を作成することになっています。MIRAは 2011 年に作成された「人道
危機において調整されたアセスメントを実施するための IASC運用ガイドライン」に沿った内
容となっています。

　対　象
MIRAは、被災国政府を支援する際にHCTが活用することを主に意図しています。

　アクセス方法
MIRAに関する情報へはOCHA、UN	RCまたはHCを通じてアクセスでき、各国レベルで
活用が可能です。

「災害後復興ニーズ評価調査（PDNA）」と「復興フレームワーク（RF）」は、国連、欧州委員会、
世界銀行、そして他の国内及び国際的なアクターの総合的な支援を受けた、政府主導のアセス
メント実施手法です。PDNAは、災害の物理的な影響や、被害と損失の経済的価値、被災者が蒙っ
た人的影響、結果として生じた早期及び長期の復興ニーズと優先順位といった情報が、一つの
報告書に盛り込まれています。RFは PDNAの主要な成果物です。このRFが一貫性のある復
興プログラムを設定し、各事業の優先順位付けや設計及び実施の基礎となるものです。PDNA
の実施には、アセスメント活動そのものに加え、計画策定、全ステークホルダーとの方針会議、
セクター別研修やオリエンテーション等、様々な段階や手続きが必要となります。

PDNAは人道支援アクターによる初期の迅速なアセスメントと同じ作業を繰り返すのではな
く、これを補完するものです。これらの分析は、復興に関連するデータを得るために実施され
ます。

　対　象
PDNA/RF は各被災国政府を適用対象としています。

　アクセス方法
PDNA/RF についての情報は、世界銀行「防災グローバル・ファシリティ（GFDRR）」を通
じて入手できます。

留意点

これらのマルチセクターアセスメント手法以外にも、多くのクラスター別・テーマ別の
アセスメント手法や関連ツールを用いることができます。例えば、災害直後に緊急性の
高い環境影響問題を特定するために使われる FEAt がその一例です。

https://assessments.humanitarianresponse.info/
http://bit.ly/1iNKzT2
http://bit.ly/1iNKzT2
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IV.

災害対応に活用できる主要な国際支援ツールとサービスを理解した上で、各国政府が計画立案
や専門能力構築等を進める上で助けとなる、災害対応のための備えに関する様々な国際的なサー
ビスを紹介します。

地方自治体や市民社会を支援するために、域内の各国政府が構築してきた備えのためのツール
も近年増加しつつありますが、これから説明するものはそれらとは別のものです。すでに述べ
た通り、ここで紹介する情報はあくまで緊急災害対応に備えるための様々なツールとサービス
に限られており、HFA下での災害リスク低減や、一般的な災害に対する備えの意味で用いられ
る、いわゆる防災・減災の取り組みは網羅していません。

第IV部では、災害対応への備えとして4つの分野におけるツールやサービスを説明しています。

A.　技術研修／訓練
B.　準備計画の立案
C.　シミュレーション
d.　早期警報システム

A.

第 IV 部の読み方
各ツールとサービスについて短い説明があり、対象となる機関とアクセス方法につ
いての解説が続きます。

技術研修／訓練
本項では、9つの技術研修／訓練を 28、それぞれ（a）	国際的トレーニングと（b）	二国間トレー
ニングの２つに分類して紹介します。

国際的トレーニング
1.　国連災害評価調整チーム（UNDAC）研修
2.　ASEAN緊急迅速評価チーム（ERAT）導入コース
3.　国際捜索救助諮問グループ（INSARAG）研修
4.　国連人道民軍調整（UN-CMCoord）研修
5.　環境緊急事態センター（EEC）研修
6.　RedR専門研修
7.　UNHCR国際人道援助緊急事態対応訓練地域センター（eセンター）研修
8.　災害対応強化プログラム（PEER）

28	世界中各地の研修情報はリリーフウェブに常時掲載されている。より詳細な情報は、こちらのウェブサイト（http://
reliefweb.int/training）を参照のこと。

http://reliefweb.int/training%20
http://reliefweb.int/training%20
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二国間トレーニング
1.　USAIDの「インシデント・コマンドシステム（現場指揮システム）」の専門サポート・研

修

国際的トレーニング
「国連災害評価調整チーム（UNDAC）研修」では、UNDAC導入コース、UNDAC再訓練コー
スの 2つを提供しています。導入コースは、UNDACの中核的活動（アセスメント、調整、情
報管理）で必要となる知識を得るための 2週間のコースです。再訓練コースは 4〜 5日間の研
修で、UNDAC要員登録制度に登録した者を対象として、当該スキルを維持するため 2年毎の
受講が求められているものです。一年に一度、環境災害に特化したUNDAC専門コースも開
催されています。

S o u t h
C h i n a

S e a

P a c i f i c  O c e a n

T a s m a n  S e a

I n d i a n  O c e a n

B a y  o f
B e n g a l

C o r a l  S e a

オーストラリア、中国、インド、
日本、韓国、ニュージーランド、
シンガポール

uNdACメンバー国

アジア・太平洋地域のuNdACメンバーと参加国

uNdAC参加国

クック諸島、フィジー、
パプアニューギニア、マレーシア、
サモア、モンゴル、ソロモン諸島、
ネパール、トンガ、フィリピン

　対　象
UNDAC研修には、UNDACメンバーとUNDAC参加国のそれぞれの代表者が参加できます。
代表者は通常、政府機関やOCHA等の国連機関から選ばれますが、NGOからも参加するこ
とができます。コースが終了すると、参加者は同意書に署名する資格を与えられ、UNDAC緊
急対応派遣要員として正式に登録されます。UNDAC要員登録制度に登録された者は、少なく
とも年に 2〜 3回は緊急ミッションに参加することが期待されています。

　アクセス方法
UNDAC研修は、OCHA本部のフィールド調整支援課（FCSS）（ocha-fcss@un.org）か、
OCHAアジア太平洋地域事務所（ocha-roap@un.org）を通じて情報を入手することが可能
です。

http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/undac/methodology-training
mailto:ocha-fcss%40un.org?subject=
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
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「ASEAN緊急迅速評価チーム（ERAT）導入コース」は、ASEAN加盟国の災害管理者には
被災国政府への支援方法を訓練しています、またAHAセンターの担当者を対象に、域内及び
（または）国際的な調整ニーズや、突発的人道危機の初期段階で必要とされる迅速かつ質の高
い情報ニーズへの対応方法を訓練しています。ERAT研修は 4〜 5日間にわたって実施され、
AADMER運用枠組みに基づいた、アセスメント、調整、情報管理、装置使用法について重点
的に取り組みます。基礎コースは、OCHAが支援し、UNDACが用いる手法についても網羅
しています。

　対　象
ERAT 導入コースは、ASEAN 諸国の災害専門家を対象としています。ERAT 専門家は、
NDMO、各国厚生省、消防や救助活動機関の代表者らで構成されています。

　アクセス方法
ASEAN各国の連絡窓口が、コース参加者の選定を行います。詳細な情報はAHAセンター
（info@ahacentre.org）から入手可能です。

「国際捜索救助諮問グループ（INSARAG）ガイドライン・手法研修」は、事前の備え、動員、
活動の実施、撤収、ミッション後の各段階に応じて、国際USARチームに求められる専門知識
を提供しています。INSARAG研修は、人道危機における国際USARチーム間の協力関係を
持続的に構築すべく、国際的に受け入れられた手続きやシステムを共有するためのものです。

国際USAR チームを持つ INSARAG加盟国には、INSARAGガイドラインの遵守に加え、
INSARAG外部評価（IEC）の適用を推奨しています。IECは、国際USARチームの独立し
た相互評価プロセスで、2005 年以来 INSARAGによって認められています 29。IECは、緊急
時に実力と的確さを備えた国際USARチームのみが展開されることを担保するため、チームを
「中（ミディアム）」レベルや「重（ヘビー）」レベルに格付けしています 30。

　対　象
INSARAG研修は、各国政府や国際USARチームに関与する機関を対象としています。

　アクセス方法
INSARAGネットワークへの参加に関心がある場合は、ジュネーブにある INSARAG事務局
（insarag@un.org）へ連絡してください。またアジア太平洋地域と INSARAG間の連絡窓口
である、OCHAアジア太平洋地域事務所（ocha-roap@un.org）からも連絡可能です。

29	IECは複数年プロセスで、認定を待つ待機リストがある。IECチームは5年に一度、再審査を受けることが求められる。
30	「軽（ライト）」と認定された国際USARチームは、被災地域へ到達するスピードや機敏さにおいて非常に重要な存
在であるが、主に自国内で展開することが想定されている。

http://www.ahacentre.org/
mailto:info%40ahacentre.org?subject=
http://www.insarag.org/en/methodology/guidelines.html
mailto:insarag%40un.org?subject=
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
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INSARAgのIEC格付けマーク

アジア太平洋地域のIECが認定した国際uSARチームをもつ国々

* 地図上で示された USAR チームに加えて、
マレーシアとフィリピンも自国の USAR チーム
を有していますが、IEC や当該国によって格付
けはされていません。

5

10

15

20

25

30

Americas Asia PacificAfrica, Europe and 
the Middle East

No.

S o u t h
C h i n a

S e a

P a c i f i c  O c e a n

T a s m a n  S e a

I n d i a n  O c e a n

B a y  o f
B e n g a l

C o r a l  S e a

「重」レベルの国際USARチーム

「中」レベルの国際USARチーム

現在、IECによる認定プロセスに
ある国際USARチーム
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「国連人道民軍調整（UN	Humanitarian	Civil-Military	Coordination：UN-CMCoord）
コース」は、OCHA本部の民軍調整課（CMCS）とOCHAアジア太平洋地域事務所を通じて、
OCHAが提供しています。国内及び国際アクターは、人道民軍調整のコンセプト・原則、及
び緊急時における実用面に関する研修を受けます。様々なコースが提供されており、基礎コース、
本科コース、現場応用コース、そしてトレーナー養成コース等があります。

　対　象
UN-CMCoord 研修は、政府機関、援助機関、市民保護ユニット、軍及び民間防衛組織、国連機関、
国際赤十字・赤新月社運動やNGOの職員を対象としています。

　アクセス方法
研修スケジュールと申請書はこちらからダウンロードすることができます。追加情報はOCHA
本部（ジュネーブ）CMCS（+41	(0)	22	917	3484）、またはOCHAアジア太平洋地域事務
所（ocha-roap@un.org）に確認してください。

「環境緊急事態センター（EEC）研修」は、環境緊急事態に対応するプロセスの全体像を提供
すると同時に、環境リスクのアセスメント、緊急時対応計画の立案、また緊急時対応のための
備えとして、地方レベルでできる活動のためのツールを紹介しています。EECは、JEUによっ
て管理され、無料のオンラインツール、研修・ワークショップを通じて、環境関連の訓練を行っ
ています。こうした訓練では災害廃棄物管理、迅速な環境影響アセスメント、そして環境緊急
対応計画等のトピックを扱っています。

　対　象
EEC入門及び上級研修は、各国政府、国連機関及び公共部門職員を対象としています。

　アクセス方法
EECは無料のオンライン学習プラットフォームを通じて提供されています。また研修・ワー
クショップを開催することも可能です。お問い合わせは JEU（ochaunep@un.org）、または
OCHAアジア太平洋地域事務所（ocha-roap@un.org）で受け付けています。

「RedR」は、緊急対応に関する幅広い専門的な学習機会を提供しています。アジア太平洋地域
のRedR メンバー機関を通じて様々なコースが提供されています。基礎コース、運用コース、
専門セクターといった一連のコースがあります。

　対　象
RedR 研修は、主にNGOスタッフを対象としていますが、政府機関、地域機構及び国際機関
の代表者も参加可能です。

　アクセス方法
RedR 研修についての詳細は、RedR 事務局ではなく、各RedR 加盟機関にご連絡ください。
アジア太平洋地域のRedR加盟機関は、RedRオーストラリア、RedRインド、RedRスリランカ、
RedRマレーシア、RedRニュージーランドです。参加申請書は各加盟機関のウェブサイトか

http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UN-CMCoord/training-partnerships
http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UN-CMCoord/training-partnerships
http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UN-CMCoord/training-partnerships
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
http://www.eecentre.org/
http://www.eecentre.org/Training.aspx
mailto:ochaunep%40un.org?subject=
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
http://www.redr.org/index.html
http://www.redr.org.au/
http://www.redr.org.in/
http://www.redr.org.lk/
http://www.redrmalaysia.org.my/
http://www.redr.org.nz/
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らダウンロードすることができます。

「UNHCR国際人道援助緊急事態対応訓練地域センター（eセンター）研修」は、強制移住と
保護に焦点を当て、危機対応に関連するセクターの専門情報を提供しています。東京に拠点を
置く eセンターは年に約 10〜 12回の研修を行い、緊急時対応計画の立案、人道危機における
国境をまたぐ人道支援、保護のための基準、支援現場におけるスタッフの安全管理、メディア
対応や人道支援の調整等のテーマをカバーしています。

　対　象
e センター研修は、主にNGOスタッフを対象としていますが、政府機関、地域機関及び国際
機関の代表も参加が可能です。

　アクセス方法
研修申込書は、eセンターのウェブサイトからダウンロードすることができます。

「災害対応強化プログラム（PEER）」は、国内アクターによる災害管理と事前の備えを強化す
べく、アジア災害予防センター（ADPC）が実施しているプログラムです。PEERのもとで構
築されたコースとカリキュラムには、「病院における緊急事態時のための備え」や「災害対応の
ためのコミュニティ · アクション（CADRE）」等があります。	また PEERは、コミュニティ
レベルで災害対応を担う人々のスキル向上を目指して、各国の赤十字・赤新月社やその他のパー
トナーと連携し、CADRE研修やシミュレーションを実施しています。

　対　象
PEERは国内NGOや政府のために実施されます。アジア太平洋地域のバングラデシュ、カン
ボジア、インド、インドネシア、ラオス、ネパール、パキスタン、フィリピン、タイ、ベトナ
ムの計 10カ国で研修を実施しています。

　アクセス方法
PEER 研修に関する情報はADPC（peer@adpc.net）にお問い合わせください。PEER や他
のADPC研修の申込書はADPCのウェブサイトからダウンロードすることができます。

二国間トレーニング
「インシデント・コマンドシステム（現場指揮システム：ICS）」研修は、USAIDと米国森林局
国際プログラムを通じて、各国政府が ICS を自国の緊急対応システムに組み込むサポートをし
ています。これは、緊急時に設備・装備・人員を共同運用し、手順や通信の統合を可能にする
システムです。

米国森林局もまた、「緊急時対応センター（EOC）」、「多機関連携（MAC）」システム、「立案
／運営管理／評価実施」等、他のインシデントマネジメントシステムに関する研修や専門支援
も提供しています。通常、米国森林局の専門支援プログラムは、トレーナー養成スキーム、パ
イロットテストと実施及びシステムのカスタマイズと制度化のためのプロセスを含みます。

http://www.the-ecentre.net/
http://www.the-ecentre.net/
http://www.adpc.net/blog/
mailto:peer%40adpc.net?subject=
http://www.adpc.net/igo/
http://www.fs.fed.us/global/aboutus/dmp/welcome.htm#background
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　対　象
ICS、EOC、MACと関連する実習研修や専門支援は、各国政府と対応パートナー機関を対象
としています。

　アクセス方法
USAIDと米国森林局を通じた ICS研修の詳細については、USAID海外災害支援局（OFDA）
アジア太平洋地域事務所（+66	(0)	2	257-3271）、もしくは米国森林局国際プログラムのケビ
ン・ミーゼンハイマー氏（Kevin	Misenheimer）（kmisenheimer@fs.fed.us）までお問い合
わせください。

留意点

1. ここに記載した専門研修に加えて、ASEAN や SAARC、SPC 等の地域政府間機構が、
各加盟国の代表者に対して定期的な研修の機会を提供しています。その一覧は、そ
れぞれのウェブサイトを参照してください。

2. また、セクター別研修もグローバルクラスター、国連機関、NGO、域内の教育
機関を通じて利用できます。例えば、 Save the Children Australia と Deakin 
University により提供されている、「人道リーダーシップ・プログラム」が例とし
て挙げられます。

3. 研修コストは一般的に参加者負担となりますが、常に補助金制度の有無等を問い合
わせることをお勧めします。

準備計画の立案
「準備計画の立案」とは、政策及び法的な備え、緊急時対応計画の立案、国家危機管理システム
や、その他人道支援アクター間の役割分担を明確化するプロセスの確立等を指します。本章では、
関連する 5つの備えについて説明します。

法的準備
1.　「IDRLガイドライン」に則した、災害時のための法的準備
2.　「税関手続き円滑化に関する国連モデル協定」

備えのための総合的パッケージとミッション
1.　ミニマム・プリペアドネス・パッケージ（MPP）
2.　UNDAC災害対応準備ミッション

国家危機管理システムに対する支援
1.　「国家危機管理システム（NIMS）」の強化

法的準備
「IDRLガイドライン」に則した災害のための法的準備を強化することで、国際災害救援と初期
復興支援の始動、円滑化、移行及び規制といった課題に対処することができます。準備計画策

B.

mailto:kmisenheimer%40fs.fed.us?subject=
http://www.humanitarianleaders.org/
http://www.ifrc.org/dl
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定の中には、災害管理法、移民法、関税法、検疫手続き、民事・刑事責任プロセスの策定及び
見直しが含まれます。IFRCに災害管理国内法案のレビューを依頼した場合、通常 6〜 8カ月
かかります。しかし新しい法律の制定は、当該国の法制度に則った検討・採択プロセスを経る
必要があることから、さらに時間がかかります。

各国政府による災害に対する法的準備を支援するために、IFRCが開発したモデル法令は、「国
際的な災害救援及び初期復興支援の国内における円滑化及び規制のためのモデル法」と呼ばれ
ています。これは国家間で法体系や災害対応システムが異なることを念頭に、国内状況に則し
た法令を構築していくための立法者向けに用意された参照ツールであり、また具体的な一例と
なっています。

「IDRLガイドライン」とモデル法令の適用によって、突発的な災害や危機の際にタイムリーな
対応が大幅に強化されることとなります。

　対　象
「IDRLガイドライン」に則した法的準備とモデル法令は、各国政府を対象としています。

　アクセス方法
法的準備プロセスは通常、IFRC の支援を受け、各国政府の協力のもとで、各国赤十字・赤
新月社によって進められます。モデル法令はオンライン、あるいは各国赤十字・赤新月社や
IFRCからも入手できます。

IDRL の実施例：インドネシア、カンボジア、クック諸島のケース

2004 年から 2006 年にかけて、iFRC とインドネシア赤十字社は、同国における国
際救援活動に影響を及ぼしていた法的課題を特定するため、インドネシア政府と共同
で一連の研究を実施しました。幅広い関係者を巻き込んで、集中的な協議をした結
果、2007 年にインドネシア政府は災害管理に関する新しい法律を採択しました。ま
た 2008 年には大統領が、災害管理に際して海外 NGO と国際機関の参加を規定した
条例第 23 号を公布しました。これは「iDRl ガイドライン」から多大な影響を受けた
ものでした。加えて、 2010 年 12 月には「緊急対応時の国際機関と海外 NGO の役割」
と題された、より詳細かつ具体的なガイドライン も採択されています。

また、iFRC は 2008 年に、国際支援に関する国内の法的枠組みを分析するための
iDRl 専門支援プロジェクトを実施すべく、カンボジア政府とカンボジア赤十字社への
支援を開始しました。この分析結果に基づき、カンボジアは新しい災害管理法を起草
しました。国際支援に関して一章全体が割かれていることから、もし現在の法案が議
会を通過すれば、アジア太平洋地域において最も包括的な災害管理法の一つとなりま
す。

https://www.ifrc.org/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/model-act-on-idrl/
https://www.ifrc.org/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/model-act-on-idrl/
http://bit.ly/1gvRTnX
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また「iDRl ガイドライン」は、太平洋地域においても大きな影響を与えています。クッ
ク諸島で行われた iDRl 調査の結果、クック諸島の首相は 2012 年 8 月の第 43 回太
平洋諸島フォーラムの席で、太平洋諸島の国々の指導者に対して「iDRl ガイドライン」
の重要性を提起しました。その結果フォーラムの公式声明には、太平洋諸国に対し、
各国の赤十字・赤新月社、iFRC、国連、その他の関係パートナーと協力し、関連する
法及び制度的枠組みと政策強化のため、「iDRl ガイドライン」を活用することを奨励
するとの文言が加えられました。

インドネシア、ニュージーランド、フィリピンは、各々「iDRl ガイドライン」に則し
た、もしくはこれに影響を受けた条項を持つ、国内の新しい法律・規制・規定を制定
しています。iFRC と各国の赤十字・赤新月社による法的レビュープロセスと iDRl 調
査は、アフガニスタン、カンボジア、クック諸島、ラオス、ネパール、パキスタン、フィ
リピン、バヌアツ、ベトナムで既に完了、もしくは進行中です。アジア太平洋地域に
おける iDRl 専門支援プロジェクトの進捗状況についてさらに詳細な情報は、こちら
を参照してください。

「税関手続き円滑化に関する国連モデル協定」は、災害時における救援物資や救援人員の所持品
の輸出入や輸送手続きを効率よく処理するため、各国が利用できるツールです。本協定には、
書類や検査手順の簡素化、一時的または永久的な免税措置、救援物資や救援人員の所持品、国
連機関や認定NGOの装備品にかかる輸入税、公式な業務時間や場所以外での活動についての
認可手続き等に関する条項があります。

　対　象
本国連モデル協定は、政府と国連との間で署名されたものです。アジア太平洋地域の中では、
ネパール、ブータン、タイが本協定を締結しています。

　アクセス方法
本国連モデル協定への署名手続きに関する情報は、UN	RCまたはHC、OCHAアジア太平洋
地域事務所（ocha-roap@un.org）を通じて入手することができます。

備えのための総合的パッケージとミッション
「ミニマム・プリペアドネス・パッケージ（MPP）」は、OCHAが提供できる一連の支援形
態を統合したものであり、緊急時対応のための備えを国レベルで改善すべく、各国政府、UN	
RC、HC及びHCTを支援できるように設計されています。MPPは各国政府がまず十分に備
えが出来ていない部分を特定し、いざという時に、これに従って十分連携して対応ができるよ
う基本的な事前準備を進めるために、的を絞った研修を提供しています。シミュレーションを
通じて、国際支援の全体的なインパクトが測られます。	MPPは、効果的かつ連携した対応を
実現する上で最も重要と考えられる、（1）	基本的役割と責任の明確化、（2）	政府等と調整を行
うための手続き、（3）	ニーズアセスメント、（4）	資源動員のための手続き、（5）	コミュニケーショ
ンと報告作業、（6）	情報管理のための手続きの 6つの主要分野に焦点を当てています。

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-around-the-world/
https://ochanet.unocha.org/p/Documents/Model_en_2011.pdf
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
http://www.unocha.org/ochain/2012-13/
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　対　象
MPPは、各国の RCまたはHC、HCT、政府を対象としています。アジア太平洋地域では、
パプアニューギニア、ラオス、朝鮮民主主義人民共和国においてMPPが既に試験的に導入さ
れました。カンボジア、モンゴル、ミャンマーについては実施中です。

　アクセス方法
UN	RCまたはHCと各国政府は、MPPの実施をOCHAアジア太平洋地域事務所に要請する
ことができます。NDMOと関係省庁は、MPPを国内で実施するに当たって不可欠な役割を担っ
ています。さらに詳しい情報は、OCHAアジア太平洋地域事務所（ocha-roap@un.org）か
ら得られます。

「UNDAC災害対応準備ミッション」は、政策や法律面も含め、各国政府が災害時に緊急対応
するための備えを強化し、またこれを評価するためのサポートです。UNDAC災害対応準備ミッ
ションは、5〜 10名の訓練されたUNDACメンバーから構成され、国連人道支援機関や国連
加盟国、ドナー国政府、国際赤十字・赤新月社運動、人道支援NGOの専門家から構成されます。
ミッションは通常 2週間にわたって実施され、チームは政府当局が承認したミッションによる
勧告の実施状況についても定期的なレビューを行います。

アジア太平洋地域におけるuNdAC災害対応準備ミッション

国　名 年 参加国・機関 UNDAC
チーム人数

スリランカ 2011
OCHA、UNiSDR、iFRC、世界銀行、UNDP、
オーストラリア、フィジー、インド、イタリア、マレーシア、
フィリピン、スリランカ、スウェーデン、iHP（ノルウェー）

14

パプア
ニューギニア 2009 OCHA、iFRC、UNEP、オーストラリア、フィジー、日本、

ニュージーランド、フィリピン、トンガ 9

カンボジア 2009 OCHA、iFRC、UNEP、オーストラリア、フランス、
シンガポール、スイス、UNEP、iFRC 11

ブータン 2008 OCHA、iFRC、ECHOインド事務所、フィリピン、英国 9

ラオス 2007 OCHA、iFRC、オーストラリア、エストニア、韓国、
フィリピン、スウェーデン、英国 11

フィリピン 2005 OCHA、iFRCオーストラリア事務所、中国、マレーシア、
フィリピン、英国 9

モンゴル 2004 OCHA、日本、オランダ、フィリピン、スウェーデン、
スイス、英国 8

mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
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　対　象
UNDAC災害対応準備ミッションは、各国政府やHCTからの要請によって実施されます。

　アクセス方法
各国政府、特に国内にUNDAC連絡窓口が存在する国では、UN	RC またはHCに連絡を
することで、UNDAC災害対応準備ミッションの全般的なガイダンスを受けられます。また
OCHAアジア太平洋地域事務所（ocha-roap@un.org）からも関連情報が入手可能です。

国家危機管理システムに対する支援
「国家危機管理システム（NIMS）」の構築は、USAIDと米国森林局国際プログラムが他の米
国政府機関の協力を得て行っています。NIMSには、事前の備え、情報通信と管理、リソース
管理、（ICS を含む）指揮命令と管理、継続的な維持管理の 5つの主要な要素からなります。
NIMSを通じて、危機前・中・後のすべてにおいて、あらゆるレベルの政府職員とそのパートナー
組織が連携して活動できるようにする、危機管理のための一貫した国家的アプローチが実現し
ます。

　対　象
NIMSの専門支援は、各国政府を対象としています。

　アクセス方法
USAID/OFDAアジア太平洋地域事務所（+66	(0)	2	257	3271）、または米国森林局国際プ
ログラムのケビン・ミーゼンハイマー氏（Kevin	Misenheimer）を通じて連絡が取ることが
できます（kmisenheimer@fs.fed.us）。

留意点

準備計画策定のための専門的支援は、提供の申し出に応じて要請することもできます。
また、専門支援内容は、各国政府に特有の訓練ニーズと国家レベルでの能力構築を目的
として構成することもできます。

シミュレーション
アジア太平洋地域では、災害対応に関する人道支援アクターの備えを強化するために設計され
た災害シミュレーションが定期的に行われています。（二国間・多国間協定に基づき）国家・地
域レベルで実施されている定期的な民軍調整シミュレーションに加えて、国際もしくは地域機
構によって毎年開催されている定期的な政府間シミュレーションも数多くあります。

国際機関主導のシミュレーション
1.　域内 INSARAG都市型捜索救助シミュレーション
2.　IASC機関間緊急事態シミュレーション（IASC	IAES）

C.

mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
http://www.fema.gov/national-incident-management-system
mailto:kmisenheimer%40fs.fed.us?subject=
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地域機関主導のシミュレーション
1.　ASEAN 災害緊急対応シミュレーション演習（ARDEX）
2.　ARF 災害救援実働演習（ARF-DiREx）

国際機関主導のシミュレーション
「域内 INSARAG 都市型捜索救助シミュレーション」は、災害管理担当者を対象とし、地震へ
の対応手法を検証し、国内・地域・国際の各 USAR チーム間での連携を改善する機会となりま
す。シミュレーションは 1 週間以上にわたって行われ、事前訓練、シミュレーション、反省点
の見直し等が実施されます。

　対　象
INSARAG シミュレーションは、民間防衛組織や国際 USAR チームを含む政府関係者、国内
及び国際的な人道支援組織を対象としています。域内 INSARAG シミュレーションはこれまで、
マニラ（フィリピン）、カトマンズ（ネパール）、パダン（インドネシア）、アグラ（インド）で
実施されました。

　アクセス方法
域内 INSARAG 都市型捜索救助シミュレーションへの参加や開催に興味のある災害管理実務者
は、ジュネーブの INSARAG 事務局（insarag@un.org）にご連絡ください。 また OCHA ア
ジア太平洋地域事務所（ocha-roap@un.org）は、アジア太平洋地域の国々と INSARAG 間
の連絡窓口の役割も担っています。

「IASC 機関間緊急事態シミュレーション（IASC IAES）」は、国レベルでの緊急事態への備え
と調整を強化することを目的とした、機関間シミュレーションのためのプラットフォームです。
シミュレーションでは、丸一日の事前説明会と丸一日のフィールド演習、そして丸一日の報告
会等が行われます。IASC IAES は、災害への備えに関する既存の政策や危機管理計画及び関
連する手順を、国内アクターが検証することができるよう企図されています。

　対　象
IASC IAES は、各国レベルで行われています。政府機関と当該国で活動する人道支援機関等
が参加対象です。これまでアジア太平洋地域では、朝鮮民主主義人民共和国、インド、インド
ネシア、ラオス、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナムが IASC IAES に参加しました。

　アクセス方法
IASC IAES は、UN RC や HC を通じて、または OCHA アジア太平洋地域事務所（ocha-roap@
un.org）を通じて要請することができます。

ここで説明した包括的なシミュレーションに加えて、国連機関や NGO、各クラスターは、追
加的なセクター別シミュレーション、あるいは地域レベルのシミュレーションもたびたび実施
しています。このようなものには、WHO が主導する国及び地域レベルのインフルエンザの世
界的流行への対応演習の他、ECB シミュレーション、World Vision の災害シミュレーション
等があります。

mailto:insarag%40un.org?subject=
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
mailto:ocha-roap%40un.org?subject=
http://www.un-influenza.org/
http://www.un-influenza.org/
http://www.wvi.org/myanmar/video/world-vision-myanmar-disaster-simulation-pyapon-march-2010
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地域機関主導のシミュレーション
「ASEAN 災害緊急対応シミュレーション（ARDEX）」は、ASEAN 加盟国の代表者とそのパー
トナーが参加する、数日間にわたるフィールド・シミュレーションです。シミュレーションで
は、SASOP の活用に焦点を合わせながら、AADMER を効果的に実施するための実践的なイ
ンプットを生み出しています。ARDEX 実施期間中、参加している ASEAN 加盟国の代表者は、
災害・緊急対応のための国内及び国際的メカニズムを理解・検証・強化することを目指します。
ARDEX はこれまで、マレーシア（2005 年）、カンボジア（2006 年）、シンガポール（2007 年）、
インドネシア（2008 年）で開催されました。

　対　象
ARDEX は、ASEAN 加盟各国政府とそのパートナーを対象としています。

　アクセス方法
詳細については、AHA センター（info@ahacentre.org）にお問い合わせください。

「ARF 災害救援実働演習（ARF-DiREx）」は、約 5 日間にわたって行われる、大規模な多国籍
の軍軍及び民軍からなる災害救援シミュレーションです。ARF-DiREx を通じて、大規模な国
際的災害対応に対する参加各国の連携を強化し、相互運用性を高めることを目指します。

　対　象
ARF-DiREx には、AHA センターや国連機関、国際赤十字・赤新月社運動のスタッフに加えて、
ARF 参加国の政府代表者等が参加します。最初の ARF-DiREx は、2011 年にインドネシアの
マナドで開催されました。

　アクセス方法
ARF-DiREx に関する情報は、各 ARF 参加国に設置されている ARF の災害救援窓口を通じて
入手することができます。

「域内民軍シミュレーション」では、その他安全保障上の共通課題と不測事態に対応するため
に、域内パートナーの能力強化を意図しています。これらの多くが多国間タスクフォース本部
を迅速かつ効果的に設置及び（または）増強に焦点を当てており、人道支援と災害対応に関す
る技能訓練も含んでいます。このような様々な訓練が一年を通じて、そしてそのほとんどがア
ジア太平洋地域の国々と外部パートナーとの間の二国間協定に基づいています。例えば、米国・
タイのコブラ・ゴールド（Cobra Gold）演習、MPAT テンペスト・エクスプレス（MPAT 
Tempest Espress）演習、米国・フィリピンのバリカタン（Balikatan）演習等があります。

　対　象
域内民軍シミュレーションは、各国軍とその外部パートナーを対象としています。

　アクセス方法
上記民軍シミュレーションに関する情報は、開催国の軍を通じて入手可能です。

mailto:info%40ahacentre.org?subject=
http://aseanregionalforum.asean.org/contact/arf-contact-points-for-disaster-relief.html
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早期警報システム
アジア太平洋地域では、災害管理者が活用出来る早期警報システムが増えつつあります。早期
警報システムは地理もしくは分野毎の対象範囲によって様々なものがあり、各国政府とパート
ナー機関に対して、様々なレベルで状況把握や警報伝達、また意思決定に役立つサポートを提
供しています。ここに記載されている早期警報システムは、NDMOを含め、各国の国立気象
関係機関やその他の政府機関によって運営されるメカニズムを超えて存在している、地域的あ
るいは国際的なシステムです。

本項では 14の早期警報システムについて解説します。参照しやすいよう、要約した一覧表の
み掲載しておきます。

D.

名　称 ホスト 主な目的

合同台風警報センター 米国海軍 インド洋・太平洋地域の気象勧告や熱帯低気圧警報の
提供

フィジー気象サービス フィジー フィジーの気象予報に加えて、南太平洋諸国に対し、域
内の気象予報と熱帯低気圧警報サービスを提供

緊急管理者用気象情報
ネットワーク（EmWIN） 米国

ラジオ・インターネット・衛星等データへのアクセスとラ
イブ・ストリーム警報を通じて、悪天候にかかる気象情報
を提供

気象庁 日本 日本と近隣諸国に対し、気象勧告や熱帯低気圧警報を
提供

気象局 オーストラリア オーストラリアと近隣諸国に対し、気象勧告や熱帯低気
圧警報を提供

メコン河モニタリング・
予報委員会 メコン河委員会 メコン河の水位のモニタリングと鉄砲水警報の発表

太平洋津波警戒システム
（PTWS）

26の加盟国
太平洋津波警戒セ
ンター（ハワイ）が
活動拠点

地震によって引き起こされる潜在的な津波発生可能性
を評価するため、太平洋海盆全体の地震・潮汐観測所を
モニタリング

インド洋津波警戒シス
テム（IOTWS） 国連 インド洋に面する各国に対し津波早期警報を提

供；25の地震観測所と3つの深海感知装置を設置

地域統合マルチハザー
ド 早 期 警 報 シ ス テ ム
（RIMES）

13の加盟国と18
の協力国
アジア技術研究所
が拠点

津波や水文気象災害に関する早期警報サービスの提
供と、加盟国による関連能力構築を支援

ASEAN災害観測・対応
システム（DMRS）

AHAセンター
Disaster AWARE
が運営

国内及び国際的なハザード観測・災害警報機関を含
め、数多くの情報源から提供されたデータを単一プ
ラットフォームに統合；アクセスには、ASEAN災害
管理者の登録が必要

Disaster AWARE 太平洋災害センター
（PDC）

国際機関、NGOに対してグローバルなインターネ
ットベースのマルチハザード観測や警報伝達及び災
害管理に関する意思決定を支援。DisasterAWARE
は、 AHAセンター、DMC（ベトナム）NDWC（タ
イ）で地域もしくは国レベルの警報システムを運営31

31	PDCは、（1）	災害管理専門家のための緊急オペレーション（EMOPS）システム、及び（2）	一般向けのGlobal	
Hazards	Atlas、という 2つのアプリケーションを提供している。また、災害警報モバイルアプリも利用可能。インド
ネシアは、PDCと協力してDisaster	AWAREの独自バージョンを開発している。またフィリピン、カンボジアも自
国独自のバージョンの開発に関心を表明している。

http://www.usno.navy.mil/JTWC/products-and-services-notice
http://www.met.gov.fj/
http://www.nws.noaa.gov/emwin/index.htm
http://www.nws.noaa.gov/emwin/index.htm
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
http://www.bom.gov.au/
http://www.mrcmekong.org/
http://www.mrcmekong.org/
http://ptwc.weather.gov/
http://ptwc.weather.gov/
http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=13&lang=en
http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=13&lang=en
http://www.rimes.int/
http://www.rimes.int/
http://www.rimes.int/
http://www.ahacentre.org/
http://www.ahacentre.org/
http://www.pdc.org/
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名　称 ホスト 主な目的

米国地質調査庁
（USGS） 米国

自然ハザード警報に注意を払いながら、地球生態系
と環境に関する情報を提供。また米国海洋大気庁
（NOAA）による磁気嵐・津波に関する警報発表を
支援

世界災害警報調整シス
テム（GDACS） 国連、EU

グローバルなハザードに関する警報と対応活動の調
整を円滑化するツールを提供。これらには、大規模
災害時の初期情報と電子的に算出された損失・イン
パクトの概算額が含まれる

人道早期警報サービス iASC（WFP） 人道支援のための備えをサポートする最新のグロー
バルなマルチハザード監視サービス

留意点

1.　早期警報システムは常に進化しており、GiS 等様々なデータを用いて把握した情報
を提供しています。

2.　ここに示されているシステムの殆どは同じ情報源を使用しているため、お互いに警
報や警告メッセージを共有しています。

http://www.usgs.gov/
http://www.usgs.gov/
http://www.gdacs.org/
http://www.gdacs.org/
http://hewsweb.org/hp/
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V.

国際人道支援の仕組み
A. 活動規定
国家間合意（法的拘束力を持つもの）
ASEAN防災緊急対応協定（AADMER）
www.asean.org/news/item/asean-agreement-on-
disaster-management-and-emergency-response-
vientiane-26-july-2005-3

SAARC自然災害迅速対応メカニズム（NDRRM）
http://saarc-sadkn.org/ndrrm.aspx

国家間合意（法的拘束力を持たないもの）
国連総会会議	46/182
www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm

国際的な災害救援及び初期復興支援の国内における円滑化及び
規制のための IFRCガイドライン（IDRL	ガイドライン )
https://www.ifrc.org/what-we-do/disaster-law/about-
disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-
and-principles/idrl-guidelines/

自然災害救援における税関の役割に関する関税協力理事会（世
界関税機構）決議
http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-
instruments/~/media/A0C1DEE96F944E08BCD48FFDD
1A7D4B7.ashx

フランス、オーストラリア、ニュージーランド（FRANZ) 協
定
www.phtpacific.org/content/franz-agreement%20

人道支援活動を方向付ける自主的ガイドライン
国際赤十字・赤新月社とNGOのための災害救援における行
動規範
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/
code-of-conduct/code-english.pdf

人道憲章と人道対応に関する最低基準（スフィア・アンドブック）
http://www.spherehandbook.org/

人道支援の説明責任（アカウンタビリティ）と品質管理（クオ
リティ）に関するHAP基準
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/
code-of-conduct/code-english.pdf

自然災害時における人々の保護に関するIASC 活動ガイドライン
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/
Operational%20Guidelines.pdf

国内強制移動に関する指導原則
http://www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/
GPs_2013/GP_Japanese.pdf#search

災害救援における外国軍及び民間防衛資産の活用に関するガイ
ドライン（いわゆる「オスロ・ガイドライン」）
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/
Operational%20Guidelines.pdf

自然災害対応における外国軍資産の活用に関するアジア太平洋
地域ガイドライン
www.ochanet.unocha.org/p/Documents/APC-
MADRO%20Draft%20Guidelines%20V8.0%20(23%20
November%202010).pdf

災害後の遺体管理　一時対応者のための現場マニュアル
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-
0880.pdf

環境緊急事態のためのガイドライン
www.ochanet.unocha.org/p/Documents/Guidelines%20
for%20Environmental%20Emergencies%20
Version%201.pdf

人道危機の際のジェンダーに基づく暴力行為に対応するための
IASCガイドライン
www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.
aspx?page=content-subsidi-tf_gender-gbv

人道支援活動のための IASCジェンダー・ハンドブック
http://www.humanitarianinfo.org/IASC/documents/
subsidi/tf_gender/IASC%20Gender%20Handbook%20
(Feb%202007).pdf

B. 人道支援アクター
国連機関
国連の各基金、プログラム、及び専門機関
https://www.humanitarianresponse.info/

国際赤十字・赤新月社運動
http://www.ifrc.org/en/who-we-are/the-movement/
national-societies/

国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC)
http://www.ifrc.org/

赤十字国際委員会（ICRC)
http://www.icrc.org/eng/

www.asean.org/news/item/asean-agreement-on-disaster-management-and-emergency-response-vientiane-26-july-2005-3 
www.asean.org/news/item/asean-agreement-on-disaster-management-and-emergency-response-vientiane-26-july-2005-3 
www.asean.org/news/item/asean-agreement-on-disaster-management-and-emergency-response-vientiane-26-july-2005-3 
http://saarc-sadkn.org/ndrrm.aspx
www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
https://www.ifrc.org/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/idrl-guidelines/
https://www.ifrc.org/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/idrl-guidelines/
https://www.ifrc.org/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/idrl-guidelines/
http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/~/media/A0C1DEE96F944E08BCD48FFDD1A7D4B7.ashx
http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/~/media/A0C1DEE96F944E08BCD48FFDD1A7D4B7.ashx
http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/~/media/A0C1DEE96F944E08BCD48FFDD1A7D4B7.ashx
www.phtpacific.org/content/franz-agreement%20 
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-english.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-english.pdf
http://www.spherehandbook.org/
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-english.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-english.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Operational%20Guidelines.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Operational%20Guidelines.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/GPs_2013/GP_Japanese.pdf#search
http://www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/GPs_2013/GP_Japanese.pdf#search
www.ochanet.unocha.org/p/Documents/Operational%2520Guidelines.pdf 
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Operational%20Guidelines.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Operational%20Guidelines.pdf
www.ochanet.unocha.org/p/Documents/APC-MADRO%20Draft%20Guidelines%20V8.0%20(23%20November%202010).pdf 
www.ochanet.unocha.org/p/Documents/APC-MADRO%20Draft%20Guidelines%20V8.0%20(23%20November%202010).pdf 
www.ochanet.unocha.org/p/Documents/APC-MADRO%20Draft%20Guidelines%20V8.0%20(23%20November%202010).pdf 
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0880.pdf
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0880.pdf
www.ochanet.unocha.org/p/Documents/Guidelines%20for%20Environmental%20Emergencies%20Version%201.pdf 
www.ochanet.unocha.org/p/Documents/Guidelines%20for%20Environmental%20Emergencies%20Version%201.pdf 
www.ochanet.unocha.org/p/Documents/Guidelines%20for%20Environmental%20Emergencies%20Version%201.pdf 
www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-gbv 
www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-gbv 
http://www.humanitarianinfo.org/IASC/documents/subsidi/tf_gender/IASC%20Gender%20Handbook%20(Feb%202007).pdf
http://www.humanitarianinfo.org/IASC/documents/subsidi/tf_gender/IASC%20Gender%20Handbook%20(Feb%202007).pdf
http://www.humanitarianinfo.org/IASC/documents/subsidi/tf_gender/IASC%20Gender%20Handbook%20(Feb%202007).pdf
https://www.humanitarianresponse.info/
http://www.ifrc.org/en/who-we-are/the-movement/national-societies/
http://www.ifrc.org/en/who-we-are/the-movement/national-societies/
http://www.ifrc.org/
http://www.icrc.org/eng/
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域内の政府間機構とフォーラム
東南アジア諸国連合（ASEAN）
http://www.asean.org/

ASEAN 防災人道支援センター（AHA センター )
http://www.ahacentre.org/

ASEAN 地域フォーラム（ARF）
http://aseanregionalforum.asean.org/

南アジア地域協力連合（SAARC)
http://www.saarc-sec.org/

SAARC 災害管理センター
http://saarc-sdmc.nic.in/index.asp

太平洋諸島フォーラム（PIF)
http://www.forumsec.org/

太平洋共同体事務局（SPC)
http://www.spc.int/

アジア太平洋経済協力（APEC）
http://www.apec.org/

C. 国際的な調整メカニズム
グローバルレベルのメカニズム

緊急援助調整官（ERC）
www.unocha.org/about-us/headofOCHA

機関間常設委員会（IASC）
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/

国レベルのメカニズム
国連常駐・人道調整官（HC）
www.unocha.org/what-we-do/coordination/leadership/
overview

人道カントリーチーム（HCT）
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
F960ACDE981A434B8525768000567E8F-IASC_Nov09.
pdf

「橋渡しのメカニズム」
クラスター 
https://www.humanitarianresponse.info/

国連人道問題調整事務所（OCHA）
http://www.unocha.org/

災害対応をサポートするための手段
A. 専門家チームの動員
二国間チーム

バーチャル現地活動調整センター（VOSOCC）
http://vosocc.unocha.org/

現地活動調整センター（OSOCC）
http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-
tools/osocc-rdc/overview

多国間チーム
国連災害評価調整チーム（UNDAC）
www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/
undac/overview

ASEAN 緊急迅速評価チーム（ERAT）
http://www.ahacentre.org/

OCHA/UNEP 合同環境ユニット（JEU）
www.unocha.org/unep

国際赤十字・赤新月社運動
地域災害対応チーム（RDRT）
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-
management/responding/disaster-response-system/dr-
tools-and-systems/regional-disaster-response-teams/

フィールド調査・調整チーム（FACT)
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-
management/responding/disaster-response-system/
dr-tools-and-systems/responding-to-disasters-field-
assessment-coordination-teams-fact/

緊急対応ユニット（ERU)
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-
management/responding/disaster-response-system/dr-
tools-and-systems/eru/

B. 専門的なサービスの活用
救援・備蓄体制

国際人道パートナーシップ（IHP）
http://www.ihp.nu/

アジア太平洋地域人道パートナーシップ（APHP)
www.ihp.nu/about/asia-pacificamerica.html

国連人道支援物資備蓄庫（UNHRD）ネットワーク
http://www.unhrd.org/

専門的ネットワークとマニュアル 
ICRC ファミリーリンク・ネットワーク
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx

増員派遣事前登録制度（サージ）
緊急時通信クラスター
http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergency-
telecommunications-cluster

ロジスティクスクラスター
http://logcluster.org/

http://www.asean.org/
http://www.ahacentre.org/
http://aseanregionalforum.asean.org/
http://www.saarc-sec.org/
http://saarc-sdmc.nic.in/index.asp
http://www.forumsec.org/
http://www.spc.int/
http://www.apec.org/
www.unocha.org/about-us/headofOCHA 
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/
www.unocha.org/what-we-do/coordination/leadership/overview 
www.unocha.org/what-we-do/coordination/leadership/overview 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F960ACDE981A434B8525768000567E8F-IASC_Nov09.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F960ACDE981A434B8525768000567E8F-IASC_Nov09.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F960ACDE981A434B8525768000567E8F-IASC_Nov09.pdf
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http://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx
http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergency-telecommunications-cluster 
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C. 財源の動員
迅速な資金提供のメカニズム

中央緊急対応基金（CERF）
http://www.unocha.org/cerf/

IFRC 災害救援緊急基金（DREF）
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-
management/responding/disaster-response-system/
financial-instruments/disaster-relief-emergency-fund-
dref/

OCHA 緊急無償キャッシュ支援
https://docs.unocha.org/sites/dms/ROWCA/
Funding%20update/Guidelines_templates/ECG%20
Guidelines%20final.pdf#search='OCHA+Emergency+C
ash+Grant'

緊急対応基金（ERF)
www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/
emergency-response-funds-erf

アジア太平洋災害対応基金（APDRF)
www.adb.org/site/funds/funds/asia-pacific-disaster-
response-fund-apdrf

戦略策定と資金調達
統一アピール（CAP）
www.unocha.org/cap/about-the-cap/about-process

D. 情報管理とアセスメント
ウェブベースのサービス

リリーフウェブ
http://reliefweb.int/

資金追跡サービス（FTS)
http://fts.unocha.org/

HumanitarianResponse.info 
https://www.humanitarianresponse.info/

ASEAN 災害情報ネットワーク（ADInet）
http://adinet.ahacentre.org/

南アジア災害知識ネットワーク（SADKN）
http://www.saarc-sadkn.org/about.aspx

太平洋災害ネット
http://www.pacificdisaster.net/pdn2008/

アセスメントツール
マルチクラスター初期迅速アセスメント（MIRA）
https://assessments.humanitarianresponse.info/

より良い災害対応のための備え
A. 技術研修／訓練
国際的トレーニング

国連災害評価調整チーム（UNDAC）研修 
www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/
undac/methodology-training

ASEAN 緊急迅速評価（ERAT）導入コース 
http://www.ahacentre.org/

国際捜索救助諮問グループ（INSARAG）ガイドライン・手法
研修
http://www.insarag.org/en/methodology/guidelines.
html

国連人道民軍調整  
www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UN-
CMCoord/training-partnerships

環境緊急事態センター（EEC）研修
http://www.eecentre.org/

UNHCR 国際人道援助援助緊急事態対応訓練地域センター (e
センター）研修
http://www.the-ecentre.net/

災害対応強化プログラム（PEER)
http://www.adpc.net/blog/

二国間トレーニング
インシデント・コマンドシステム（現場指揮システム：ICS）
研修
www.fs.fed.us/global/aboutus/dmp/welcome.
htm#background

B. 準備計画の立案
法的準備

IDRL ガイドラインに即した災害のための法的準備
http://www.ifrc.org/dl

国際的な災害救援及び初期復興支援の国内における円滑化及び
規範のためのモデル法
https://www.ifrc.org/what-we-do/disaster-law/about-
disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-
and-principles/model-act-on-idrl/

税関手続き円滑化に関する国連モデル協定
https://ochanet.unocha.org/p/Documents/Model_
en_2011.pdf

モデル法令
www.ifrc.org/PageFiles/88609/Pilot%20Model%20
Act%20on%20IDRL%20%28English%29.pdfj
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備えのための総合的パッケージとミッション
ミニマム・プリペアドネス・パッケージ（MPP)
http://www.unocha.org/ochain/2012-13/

国家危機管理システムに対する支援
国家危機管理システム（NIMS）
http://www.fema.gov/national-incident-management-
system

C. シミュレーション 
国際機関主導のシミュレーション
域内 INSARAG	都市型捜索救助シミュレーション
http://www.insarag.org/en/regional-groups/asia-
pacific.html

d. 早期警報システム
気象予報
合同台風警報センター
http://www.usno.navy.mil/JTWC/products-and-
services-notice

フィジー気象サービス
http://www.met.gov.fj/

緊急管理者用気象情報ネットワーク（EmWIN）
http://www.nws.noaa.gov/emwin/index.htm

気象庁
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

気象局
http://www.bom.gov.au/

洪水警報
メコン河モニタリング・予報委員会
http://www.mrcmekong.org/

津波警報
太平洋津波警戒システム（PTWS）
http://ptwc.weather.gov/

インド洋津波警戒システム（IOTWS）
http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=8&Itemid=13&lang=en

マルチハザード
地域統合マルチハザード早期警告システム（RIMES）
http://www.rimes.int/

ASEAN災害観測・対応システム（DMRS）
http://www.ahacentre.org/

DisasterAWARE
http://www.pdc.org/

米国地質調査庁
http://www.usgs.gov/

世界災害警報調整システム（GDACS）
http://www.gdacs.org/

人道早期警報サービス
http://hewsweb.org/hp/
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