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経団連「企業行動憲章」改定
～Society5.0の実現を通じたＳＤＧｓの達成に向けて～

～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス

今年こそは始めよう、経営に資する健康経営、
働き方改革の最初の一手となる健康経営とは？
～渋谷のIT企業（DeNA）の健康経営奮闘録～

年間シリーズ

健康経営特　集

持続的な企業価値向上につながる健康経営のポイント
～ＤＢＪ健康経営格付の評価の視点より～

■モチベーション・マネジメント
～従業員の意欲向上に向けてのヒント～

■噴火リスクの定量的評価
～損害保険業界での検討事例を踏まえて～

■生態系を利用した防災・減災取組と地方創生について
～浜松版グリーンレジリエンスに関する考察～

■子どもを預かることのリスク
～保育と里親～
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編集後記
4月は新たな出発の季節です。弊社も４月1日から『ＭＳ＆ＡＤインター

リスク総研株式会社』として新たな組織体制でスタートします。
筆者自身、このＲＭＦＯＣＵＳの編集長を務めて2年となります。この2年
間を振り返ると、着任直後の平成28年（2016年）熊本地震の発生にはじ
まり、気候変動に伴う自然災害が相次いで発生し、多くの企業にもサプラ
イチェーン全体での被害がもたらされました。大規模倉庫火災の発生や、
昨年社会を賑わした世界同時サイバー攻撃に代表されるサイバーリスク
の台頭も昨今の特徴的リスクでありました。
4月から筆者は編集長の職務を離れ、実務で企業のリスクマネジメント
態勢構築をサポートしていく役割となります。リスクを考えるとき、多くの方
はまずネガティブな印象を持たれると思いますが、リスクへの対応は皆さま
の「新たな出発」を支える重要な基盤となるものです。この出発の季節
に、改めて読者の皆さまにポジティブな目的でリスクマネジメントを推進
いただけるよう、全力でサポートして参ります。引き続きご愛顧のほどよろしく
お願いします。

（H・F）
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災害・事故情報〈対象期間：2017年12月～2018年2月〉
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株式会社ディー・エヌ・エーでは「楽しくワクワクするような健康づくり」を健康経営のコンセプトとしてプログラムづくりを行っている。
本稿では、同社CHO（Chief Health Officer）室の平井 孝幸氏に、企業が健康経営に取り組む意義、同社のこれまでの健康経営
の取り組みや、企業が健康経営を推進する上でのポイントについて紹介いただく。

待機児童の解消のため、保育所等の数は年々増加している。また、社会的養護においては、里親委託が推進されている。保育も里親
も子どもを預かるという責任があるが、子どもを預ける保護者にとって事故を起こさないための安全対策は大きな関心事である。
本稿では、児童福祉の観点から、保育所等と里親制度の現状と課題、安全対策について考察する。

経団連はこのほど、会員企業が遵守すべき「企業行動憲章」を7年ぶりに改定した。今回は極めて大幅かつ重要な改定となったこと
から、本稿では、企業行動憲章の制定、今回の改定の背景や新たな憲章の条文について紹介したのち、特に防災・減災と国土強靭化
の観点から、新たな憲章を実践する上で経済界が進める取り組みについて説明する。

経団連「企業行動憲章」改定
～Society5.0の実現を通じたＳＤＧｓの達成に向けて～

08

株式会社日本政策投資銀行では2012年からＤＢＪ健康経営格付融資を開始し、これまでに100を超える企業の健康経営を評価して
きた。同行の中澤 伸一氏に、ＤＢＪ健康経営格付における評価の視点や、また、高い格付を取得した企業の事例などを踏まえてどの
ような取り組みが成果につながるのか、企業が健康経営に取り組む上でのヒントをうかがった。

自治体におけるRM②

持続的な企業価値向上につながる健康経営のポイント
～ＤＢＪ健康経営格付の評価の視点より～

25
2018年1月の草津白根山の噴火は死傷者に加え、地域の観光業に大きな打撃を与えた。噴火により自治体や企業がどれだけの被害
を受けるか、議論されることは少ない一方で、地震や台風の被害予測では定量的にリスクを把握する技術が進展している。本稿では、
火山対策に幅広く役立てることができる噴火リスクの定量的評価手法を解説し、活用事例を紹介する。

30
近年、生態系がもともと有する防災・減災に関わる機能（自然資本を活用した国土強靭化）と地方創生を連携させた「グリーンレジ
リエンス」の考え方が提唱されている。本稿では、森林の持つ防災・減災機能の維持や強化を進めながら、同時に産業を振興する
浜松市の取り組みを通して、人口減少社会における地方のレジリエンス強化策を考察する。

自治体におけるRM①

噴火リスク

20
目標をどのように設定し、どのように目標に関わるかは、モチベーション促進を考える上で重要な問題となる。本稿では、東京未来
大学 学長の角山 剛氏に、モチベーション促進に向けた目標設定・効果的なフィードバックや楽観主義的思考の業績へのプラス効果
等を紹介いただき、今後のモチベーション・マネジメントについて解説いただく。

モチベーション・マネジメント

内容紹介
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要旨
▪Society 5.0の実現に向けた経団連の取り組みは、国連が掲げる持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の理念と軌を一にしている。
▪持続可能な社会の実現は企業の発展に不可欠であり、経団連は「Society 5.0の実現を通じたＳＤＧｓの達成」を柱に、

会員企業が遵守すべき企業行動原則「企業行動憲章」を改定した。
▪防災分野におけるＩＣＴの利活用は、Society 5.0の実現に向けた取り組みを進め、ＳＤＧｓの目標11「包摂的で安全かつ

強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する」を達成する上で大きな鍵となる。

一般社団法人 日本経済団体連合会（以下、「経団連」）は、
2017年11月８日、会員企業が遵守すべき企業行動原則「企業行
動憲章」を7年ぶりに改定した。今回は、昨今の経済社会情勢、
またそれに伴う企業への社会の期待の変化などを踏まえて、憲
章の理念の見直しや、条文の構成の整理、表現の工夫など、極
めて大幅かつ重要な改定となった。

そこで本稿では、企業行動憲章の制定、今回の改定の背景や
新たな憲章の条文について紹介したのち、特に防災・減災と国
土強靭化の観点から、新たな憲章を実践する上で経済界が進
める取り組みについて説明する。

１．企業行動憲章の制定と今回の改定の背景

⑴企業行動憲章の制定

日本企業には、近江商人の「三方よし」（売り手よし、買い手よ
し、世間よし）をはじめ、「社会からの信頼がなければ企業は存
続不可能である」という考え方が根付いている。そのため、かね
てより日本企業は、社会の要請に対して適時適切に応えようと
努めてきた。

1973年のオイルショックなどを契機に、企業が社会に対して
果たすべき役割が強く意識されはじめ、経済界としての対応が

経団連「企業行動憲章」改定
〜Society5.0の実現を通じたＳＤＧｓの達成に向けて〜

～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス年間シリーズ

一般社団法人 日本経済団体連合会
政治・社会本部長
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求められた。そこで、同年の経団連総会において、企業の社会的
責任に関する決議「福祉社会を支える経済とわれわれの責任」
が採択された。

その後、企業不祥事や反社会的勢力との関係、環境問題な
ど、企業に対する社会の信頼を損ねる事態が相次いだことを重
く受け止め、1991年には、「企業行動の総点検」を経団連会員
企業に要請すべく、会員企業が遵守すべき行動原則として「経
団連企業行動憲章」が初めて制定された。1996年には、日本企
業の海外進出や自然保護・社会貢献への取り組み推進に向け
て同憲章を改定するとともに、憲章の精神を具体的に実践する
方法を例示した「実行の手引き」を策定した。また2002年には、
経済団体連合会と日本経営者団体連盟の合併に伴い、名称を

「企業行動憲章」と改めるとともに、法令遵守の徹底や不祥事
に対する経営トップが果たすべき役割・責任の明確化に向けさ
らなる改定がなされた。

以降も、企業のグローバル化や情報社会の進展、「ＩＳＯ26000
（組織の社会的責任に関する国際規格）」などの国際ルール・
規範の普及など、時代の変化に応じ、過去5回の改定を行って
いる。そうした中でも、「公正かつ自由な市場経済の下、豊かで
活力ある社会を実現するためには、企業自らが高い倫理感を持
ち、責任ある行動をとる必要がある」という考え方は、変わらず
憲章の根幹をなしている。今回の憲章改定も、こうした憲章の
理念を改めて確認した上で行われた。
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Development Goals、持続可能な開発目標）が設定された
（図１）。このＳＤＧｓでは、発展途上国のみならず先進国の
課題も掲げられており、民間セクターの創造性発揮とイノベー
ション推進への期待が強調されている。このように、国家と同様
に企業に対しても、持続可能な社会の構築に向け様々な役割
が求められるようになっている。

⑶未来社会Society 5.0の実現を通じたＳＤＧｓの達成

経団連では、ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットなどの革新技術を最大限
活用して人々の暮らしや社会全体を最適化した未来社会、
Society 5.0の実現を目指している。Society 5.0は、2015年の
第5次科学技術基本計画の中で初めて打ち出され、今ではわが
国が官民一体となって推進する国家戦略となっている（図２）。
Society 5.0が実現すれば、健康・医療、農業・食料、環境・気候
変動、エネルギー、安全・防災、ジェンダーの平等などの社会的
課題の解決と経済成長とが両立し、一人ひとりが快適で活力に
満ちた生活を手にすることができる。こうした未来の創造は、国
連で掲げられたＳＤＧｓの理念と軌を一にしている。

Society 5.0の実現がＳＤＧｓの達成にどのように貢献できる
のか、具体例を挙げてみたい。わが国では今後、人口減少と高
齢化による労働力不足が生じ、産業競争力が低下することが懸
念されている。これに対して、Society 5.0が実現した社会では、
ＡＩやロボットを活用して生産性を高めることにより、人口減少
を補完し、一人当たりの豊かさの向上を図ることができる。これ
はＳＤＧｓの目標８「働きがいと経済成長の達成」につながる。

同時に、高齢者の増加した社会では、高齢者のヘルスケアが
課題となるだろう。それに対して、Society 5.0が実現した社会
では、医療情報を活用した個別化医療の提供や、新たな治療法
の開発により、健康寿命を延ばすことができる。これは、ＳＤＧｓ
の目標4「すべての人の健康と福祉」の実現にもつながる。このよ
うに、Society 5.0は、企業がＳＤＧｓの達成に貢献するための
具体策を示唆するものである（次頁図３）。

⑵憲章改定の背景

今回、憲章を大幅に改定した背景には、近年の急激な社会の
変化と、それに伴う企業への社会的期待の変化がある。

2000年以降、グローバル化により国境を超えた経済活動が
行われるとともに、スマートフォン、ＳＮＳといった新たなテクノ
ロジーやネットワークが普及し、あらゆる人や場所に対して瞬
時に情報の共有が可能になった。また、特にこの数年で、ＡＩや
ロボットなどこれまでの常識を覆すような革新的技術が次 と々
発展し、生産性の飛躍的な向上が期待されている。

ただ、社会が発展する一方で、少子高齢化や貧困・格差、ある
いは気候変動・環境問題など、複雑かつ多様な社会的課題は依
然として存在している。また、昨今の反グローバリズムや保護主
義の動きなどが、社会の持続可能な発展の基盤となる、自由で
開かれた国際経済秩序の維持・発展を脅かすものとなっている。

このような状況にあって、企業に求められる役割は大きく変
容しつつある。国際社会の動向に目を向けると、2011年には国
連人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原則」が採択さ
れている。これは、国家が人権を保護する責任と同様に、企業
にも人権を尊重する責任があることを示したものである。また、
ＣＯＰ21で採択された「パリ協定」では、気候変動問題に対し
て、官民で取り組むことが重要視されている。さらに、2015年に
国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
では、国際的に取り組む17の共通目標、ＳＤＧｓ（Sustainable 

【図１】ＳＤＧｓの17の目標　　　　　　 （国連の資料を基に経団連にて作成）

【図２】「Society 5.0」（人類社会発展の歴史における5番目の新しい社会）
（出典：経団連「新たな経済社会の実現に向けて」）
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そこで今回、経団連では、「Society 5.0の実現を通じた
ＳＤＧｓの達成」を柱に、企業行動憲章を改定した。経団連の
会員企業は、持続可能な社会の実現が企業の発展の基盤であ
ることを認識し、広く社会に有用な付加価値および雇用の創造
や、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）に配慮した経営の推進によ
り、社会的責任を果たすための取り組みを進めていく。また、自
社のみならず、グループ企業、サプライチェーンに対しても行動
変革を促すとともに、多様な組織との協働を通じて、Society 
5.0の実現、ＳＤＧｓの達成に向けて行動する。

２．新たな企業行動憲章
企業行動憲章は、経団連が会員企業に遵守を働きかける10

の原則からなる。また関連する資料として、「企業行動憲章 実
行の手引き」(http://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/
tebiki7.html)には、企業が憲章の精神を実践するにあたって
の基本的姿勢や具体的なアクション・プランの例、参考となるコ
ラムなどが記載されている。

⑴改定の具体的な内容

今回の改定では、憲章に付されていたサブタイトル「社会の
信頼と共感を得るために」を、ＳＤＧｓの達成を目指すという観
点から、「持続可能な社会の実現のために」に変更した。また、
憲章の条文が国内外で適用されることを念頭に、企業活動の

グローバル化について触れた旧憲章の第８条を削除し、全体の
内容を調整した（次頁表１）。

新たな憲章の各条文のポイントは、次のとおりである。

第1条：持続可能な経済成長と社会的課題の解決
第1条では、Society 5.0の実現を念頭に、技術革新や生産性

の向上、組織・制度の改革など、幅広い意味でのイノベーション
を通じて、企業が持続可能な経済成長と社会的課題の解決を
図ることを掲げている。ＳＤＧｓの17の目標では、社会・環境に
加えて経済の発展も挙げられているが、企業行動憲章の条文で
経済成長が具体的に掲げられるのは今回が初めてである。

条文の新設に伴い、「企業行動憲章 実行の手引き」にも新た
な項目が加わった。大きな枠組みであるSociety 5.0の実現に
向けたイノベーションのほか、質の高いインフラ、地域産業基
盤の強化、知的財産権保護の重要性とその活用、オープンイノ
ベーションやステークホルダーとの協働など、「Society 5.0の
実現を通じたＳＤＧｓの達成」を企業が実践する上での例を掲
載している。

第2条：公正な事業慣行
旧憲章の第2条で記載していた内容を踏襲しつつ、独占禁止

法をはじめとする法令の遵守や適正な取引関係の構築に加え、
「持続可能な調達」（サプライチェーン企業から製品等を調達
する際に、社会的責任に配慮すること）を念頭に、「責任ある調
達」という文言を追加した。

【図３】Society 5.0を通じたＳＤＧｓ達成への貢献　 　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：経団連「Society 5.0 for ＳＤＧｓ」）
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【表１】企業行動憲章の新旧比較

旧版（2010年版）企業行動憲章 改定版企業行動憲章

－ 社会の信頼と共感を得るために －
企業は、公正な競争を通じて付加価値を創出し、雇用を生み出すなど経済
社会の発展を担うとともに、広く社会にとって有用な存在でなければなら
ない。そのため企業は、次の10原則に基づき、国の内外において、人権を
尊重し、関係法令、国際ルールおよびその精神を遵守しつつ、持続可能な
社会の創造に向けて、高い倫理観をもって社会的責任を果たしていく。

－ 持続可能な社会の実現のために －
企業は、公正かつ自由な競争の下、社会に有用な付加価値および雇用の
創出と自律的で責任ある行動を通じて、持続可能な社会の実現を牽引す
る役割を担う。そのため企業は、国の内外において次の10原則に基づき、
関係法令、国際ルールおよびその精神を遵守しつつ、高い倫理観をもって
社会的責任を果たしていく。

１．社会的に有用で安全な商品・サービスを開発、提供し、消費者・顧客の満
足と信頼を獲得する。

（持続可能な経済成長と社会的課題の解決）
１．イノベーションを通じて社会に有用で安全な商品・サービスを開発、提供

し、持続可能な経済成長と社会的課題の解決を図る。

２．公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。また、政治、行政と
の健全かつ正常な関係を保つ。

（公正な事業慣行）
２．公正かつ自由な競争ならびに適正な取引、責任ある調達を行う。また、

政治、行政との健全な関係を保つ。

３．株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積
極的かつ公正に開示する。また、個人情報・顧客情報をはじめとする各
種情報の保護・管理を徹底する。

（公正な情報開示、ステークホルダーとの建設的対話）
３．企業情報を積極的、効果的かつ公正に開示し、企業をとりまく幅広いス

テークホルダーと建設的な対話を行い、企業価値の向上を図る。

４．従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環
境を確保し、ゆとりと豊かさを実現する。

（人権の尊重）
４．すべての人々の人権を尊重する経営を行う。

５．環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に
必須の要件として、主体的に行動する。

（消費者・顧客との信頼関係）
５．消費者・顧客に対して、商品・サービスに関する適切な情報提供、誠実な

コミュニケーションを行い、満足と信頼を獲得する。

６．「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行う。 （働き方の改革、職場環境の充実）
６．従業員の能力を高め、多様性、人格、個性を尊重する働き方を実現す

る。また、健康と安全に配慮した働きやすい職場環境を整備する。

７．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは
断固として対決し、関係遮断を徹底する。

（環境問題への取り組み）
７．環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に

必須の要件として、主体的に行動する。

８．事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法律の遵守、人権を含
む各種の国際規範の尊重はもとより、文化や慣習、ステークホルダーの
関心に配慮した経営を行い、当該国・地域の経済社会の発展に貢献す
る。

（社会参画と発展への貢献）
８．「良き企業市民」として、積極的に社会に参画し、その発展に貢献する。

９．経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、
率先垂範の上、社内ならびにグループ企業にその徹底を図るとともに、
取引先にも促す。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制を
確立する。

（危機管理の徹底）
９．市民生活や企業活動に脅威を与える反社会的勢力の行動やテロ、サイ

バー攻撃、自然災害等に備え、組織的な危機管理を徹底する。

10．本憲章に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題
解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努める。
また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限
と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行う。

（経営トップの役割と本憲章の徹底）
10．経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し

て経営にあたり、実効あるガバナンスを構築して社内、グループ企業に
周知徹底を図る。あわせてサプライチェーンにも本憲章の精神に基づく
行動を促す。また、本憲章の精神に反し社会からの信頼を失うような事
態が発生した時には、経営トップが率先して問題解決、原因究明、再発
防止等に努め、その責任を果たす。

第3条：公正な情報開示、ステークホルダーとの建設的対話
「企業情報の開示」のみならず、企業を取り巻く幅広いステー

クホルダーとの「建設的な対話」を求める表現に変更した。ま
た、情報開示や対話を通じて、「企業価値の向上を図る」とい
う目的を追加した。ステークホルダーとの建設的対話には、ス
テークホルダー・エンゲージメント（ステークホルダーとの信頼
関係と協働関係の構築）を含意している。

第4条：人権の尊重
第4条は、企業における人権尊重の重要性を踏まえ、今回の

改定で新たに追加された。また手引きでは、国連の「ビジネスと

人権に関する指導原則」を踏まえ、国際的に認められた人権へ
の理解、尊重や人権に配慮した経営の推進に向けた取り組み
方法（人権デュー・ディリジェンス）、包摂的な社会づくりへの貢
献について、より具体的に記載している。

第5条：消費者・顧客との信頼関係
旧憲章第1条の「消費者・顧客との信頼関係」から項目を取り

込み、適切な情報提供や誠実なコミュニケーションの重要性を
強調した。手引きでは、ＳＤＧｓの目標12「つくる責任、つかう責
任」や、ユニバーサル・デザインの推進について触れている。

　（経団連作成）
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第6条：働き方の改革、職場環境の充実
多様な人材の活躍を引き出す雇用・処遇制度、長時間労働を

前提とした企業文化の変革や人材育成の強化など「働き方の
改革」の推進に向け、表現を変更した。手引きでは、働き方改革
の推進の一環として関心が高まる、従業員のキャリア形成支援
や健康経営などの具体例も充実させた。

第7条：環境問題への取り組み
旧憲章第5条から文言の変更はないが、手引きにおいて、パリ

協定などの最新動向や、経団連自主行動計画に関する記述を
アップデートするなど、内容の充実を図った。手引きでは、経団
連の環境問題に対する取り組みである、各種自主行動計画の
実績などを紹介している。

第8条：社会参画と発展への貢献
旧憲章第6条の「社会貢献活動」を「社会への参画、発展に貢

献」に変更し、社会貢献活動に止まらず、社会参画と社会・地域
コミュニティの発展への貢献の重要性を強調した。

第9条：危機管理の徹底
近年、市民社会や企業活動への脅威は、反社会的勢力のみ

ならず、テロやサイバー攻撃、自然災害など多様化・複雑化して
いることを踏まえ、条文の表現を大幅に変更し、組織的な危機
管理の徹底を扱う条文とした。

第10条：経営トップの責務と本憲章の徹底
旧憲章の第9条と第10条を組み合わせて項目建てした。経営

トップの役割として、「憲章の精神の実現が自らの役割である」
ことを認識して、自社やグループ企業のみならず、サプライチェー
ンにも憲章の精神に基づく行動を促すことを明記した。また、憲
章の精神に反して社会から信頼を失うような事態が発生した
際には、経営トップが率先して対応し、その責任を果たすことを
明記した。手引きでは、ＳＤＧｓを経営に組み込む方法を紹介す
るなど、憲章の周知徹底に向けた具体的な方法を示している。

⑵経営トップの本気度が鍵

新しい憲章を実践に移していく段階では、第10条にあるよう
に、企業トップのリーダーシップが不可欠である。そのため経団
連では、機関紙などを通じた広報活動のほか、経営トップを対
象に「企業行動憲章シンポジウム」を開催するなど、関係各所
に憲章改定の主旨や内容を説明している。また今後、アンケー
ト調査の実施などを通じて、各社の取り組み状況や、取り組み
推進にあたっての課題を把握するほか、各分野のベスト・プラ
クティスを収集・共有することで、各社の更なる取り組みを促し
ていく。政府や関連機関、国連やＮＰＯなどと一層の連携を図
りつつ、わが国がＳＤＧｓ達成のフロントランナーとなるよう、
様々な活動を積極的に展開していきたい。

3．新たな企業行動憲章の実践に向けた
防災・減災と国土強靭化の取り組み

以下では、特に防災・減災と国土強靭化について、新たな企
業行動憲章を実践する上で求められる取り組みについて説明
する。改定された憲章の9条にも記載のとおり、企業は、災害発
生に備えた体制を構築し、組織的な危機管理を徹底する必要
がある。

⑴「従業員とその家族の安全確保」と「事業活動の
維持継続・早期復旧」

実際に災害が発生した時、企業にまず求められるのは、「従
業員とその家族の安全確保」と「事業活動の維持継続・早期復
旧」である。

前者については、平時からの取り組みを徹底し、従業員一人
ひとりの災害対応能力を向上することが重要となる。具体的に
は、①自社が見舞われる可能性のある危機事象（地震、津波、
洪水など）を洗い出す、②災害対策組織を構築する、③緊急物
資の備蓄・確保の体制を整備する、④帰宅困難者対策を講じ
る、⑤災害発生時の初動マニュアルを策定する、といった取り
組みが有効である。

後者については、平時よりＢＣＰ（事業継続計画：Business 
Continuity Plan）を策定しつつ、それを実効性のあるものとす
べく、定期的に訓練を実施することなどが求められる。また、地
震・津波・洪水・感染症などの災害別に対策を講じることや、外
部機関・国際規格などを活用することは、有効なＢＣＰの策定
につながる。

⑵多様なステークホルダーや地域との連携

広域かつ甚大な大規模災害に対応するためには、グループ
企業や取引先・サプライチェーン、他社や業界団体などの幅広
いステークホルダーと連携し、災害による被害を社会全体とし
て最小化することが重要である。上述のＢＣＰ策定にあたって
も、グループ内や業界としてのガイドラインを定めるなど、周囲
を巻き込んで災害への備えを充実することで、有効な事前対策
を講じることができる。

また、自治体との災害連携協定の締結や、ＤＣＰ（地域継続
計画：District Continuity Plan）の策定など、企業のみな
らず地域との連携を深めることは、より強固な防災体制の構
築につながる。かねてより経団連では、2014年に公表した提言

「企業間のＢＣＰ／ＢＣＭ連携の強化に向けて」（次頁表２）に
おいて、サプライチェーンを構成する企業間の連携や業界内連
携に加え、地域内連携の重要性を訴えてきた。被災後の地域
の救援・復旧への積極的な参画はもちろん、平時から地域と連
携し、地域社会の一員として共に大規模災害に備えることが求
められる。
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【表２】企業に求められる取り組み・先進事例

（出典：経団連「企業間のＢＣＰ／ＢＣＭ連携の強化に向けて（概要）」）
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⑶ＩＣＴの利活用

防災分野におけるＩＣＴの利活用は、Society 5.0の実現に向
けた取り組みを進め、ＳＤＧｓの目標11「包摂的で安全かつ強
靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する」
を達成する上での大きな鍵となる。具体的には、クラウド技術
の活用やテレワークの推進などに加え、官民連携における災害
情報連携システムの構築が重要である。

特に官民連携に関して、経団連では2016年の提言「大規模災
害への対応における官民連携の強化に向けて」の中で、防災・
減災、国土強靭化に向けた官民連携の鍵として、ＩＣＴの利活
用による災害情報連携の推進を掲げた（図４）。

これを受け、2017年4月には、内閣府中央防災会議の下に「国
と地方・民間の『災害情報ハブ』推進チーム」が発足した。これ
は、災害対応に必要な情報を円滑に活用できるよう、データの
所在、フォーマット、提供期間などを調整することを目的に設置
されたもので、経団連を含め業界団体・地方公共団体・大学な
ど幅広い主体を構成員としている。引き続きこうした取り組み
に協力することで、経団連としてSociety 5.0の実現に向けた防
災分野の取り組みを推進し、各企業の取り組みをサポートして
いきたい。

【図４】ＩＣＴの積極的な利活用　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：経団連「大規模災害への対応における官民連携の強化に向けて（ポイント）」

4．ＳＤＧｓ達成に向けて
Society 5.0の実現を通じて、ＳＤＧｓ達成のフロントラン

ナーとなり、世界中の課題解決に貢献するという我々の目標
は、きわめて野心的なものである。新たな企業行動憲章は、わ
が国企業・経済界が、その目標に対して本気で取り組むことを
宣言したものであり、全力を挙げて取り組めば、目標は必ず実
現すると確信している。

Society 5.0の実現を通じたＳＤＧｓの達成により、あらゆる
人々が快適な暮らしを手にすることのできるよう、経済界で一
丸となって取り組んでいきたい。

以上
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〈特集〉健康経営①

～ＤＢＪ健康経営格付の評価の視点より～

持続的な企業価値向上につながる
健康経営のポイント

１ 高まる健康経営への関心と
評価認証型融資

ここ数年、企業における健康経営への関心が急速に高まっ
ていますが、株式会社日本政策投資銀行（以下、「ＤＢＪ」）では
2012年からＤＢＪ健康経営格付融資を開始し、これまでに100
を超える企業の健康経営を評価されてきました。ＤＢＪは評価・
格付をするだけでなく格付ランクに応じた優遇金利で融資を行
うため、中長期的なパフォーマンスや企業価値向上につながる
のかという点も重視し評価されています。

今回、同行の中澤 伸一 健康経営格付主幹に、ＤＢＪ健康経
営格付における評価の視点や、また、高い格付を取得した企業
の事例などを踏まえてどのような取り組みが成果につながるの
か、企業が健康経営に取り組む上でのヒントをうかがいました。

要旨
▪日本政策投資銀行では、中長期的な企業価値向上につながるかという視点で企業の健康経営を評価している。
▪持続的な企業価値向上につながる健康経営の主なポイントは以下のとおり。

◦何のために健康経営に取り組むのか、「自社独自の目的」を明確にすること
◦トップダウン・ボトムアップのアプローチに加えて、「トップの継続的な関与」
◦着実に推進するためのＰＤＣＡの肝は「トップの関与」に加え「計画」と「適切な目標値」
◦従業員の行動につなげるには「仕組化」と「成功体験」

▪また、中小企業にとって健康経営は事業の存続そのものにかかわるものであり、今後の経営に不可欠となる。

【お話をうかがった方】
株式会社日本政策投資銀行
サステナビリティ企画部
健康経営格付主幹／調査役
　　　　中

な か ざ わ

澤 伸
の ぶ か ず

一 氏

【聞き手】
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部 健康・医療サービス開発室
マネジャー・上席コンサルタント　　　對

た い ま

間 裕
ひ ろ ゆ き

之
主任コンサルタント　　　　　　　　田

た な か

中 ゆか

２	健康経営格付の概要

Ｑ.まず、健康経営格付の概要についてお聞かせください。

ＤＢＪ健康経営格付とは
　　　　
健康経営格付は、ＤＢＪ評価認証型融資の評価指標の一つで

す。ＤＢＪ評価認証型融資とは、環境、事業継続対策（ＢＣＭ）、
健康経営のそれぞれの分野における非財務情報を基に取り組
みの優れた企業を評価して格付を付与し、その格付に応じて金
利等の融資条件を設定するという融資制度です（次頁図１）。
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ＤＢＪ評価認証型融資は当初、2004年の環境格付からスター
トし、次に2006年にＢＣＭ格付、そして2012年に健康経営格付
を開始しました。健康経営格付を開発した目的は、健康経営の
概念を普及促進させることであり、その背景として、従業員の高
齢化や増え続ける精神疾病起因の労災件数を受けてストレス
チェック制度が検討されるなど、従業員の健康への注目が高ま
る社会情勢が挙げられます。

健康経営格付融資の実績は右肩上がりで増加しており、2016
年度末時点の累計件数は107件、累計融資は1,338億円に達し
ました。また、2017年度単年の件数は35件前後になる見込みです

（2018年1月時点の見込み）。
　

評価の流れとフォローアップ

評価では、まず、企業にアンケート（約110問）の回答・提出を
いただき、後日、企業を訪問した上で約2時間半かけて実態をヒ
アリングします。その中では、企業内の資料やイントラネット上
の社内情報等を含めて確認します。その後、ＤＢＪ内で評価会
議を実施し格付を決定します。格付は評価が高い順にランクＡ、
Ｂ、Ｃとなります（図２）。

評価後は、希望する企業に対しては1時間程度の面談を実施
して、結果をフィードバックします。中には、申請した企業自身も
認識していなかった優れた取り組みを、第三者であるＤＢＪから
評価され、改めて認識できたということも多くありました。また、
その企業の取組レベルに合わせて他社ベストプラクティス事例
の紹介や、更なるレベルアップに向けた助言等も行います。

なお、格付後も取組レベルを維持してもらうため、融資実行時
に企業と「現状の取組レベルを維持します」という旨の覚書を締
結します。融資期間の多くは3〜7年程度ですが、この期間中に、
万一、不祥事等の報道があった際は、再度ヒアリングを行い、状
況によっては格付を留保するかどうかの検討を行います。ＤＢＪ
がこのような綿密な調査を経て格付を行うことが、その企業の
取組レベルを間接的に保証することにつながり、最終的に金融
市場においても評価されることを狙っています。

　
Ｑ.評価の観点や項目についてお聞かせください。

評価の観点
　
健康経営格付では、「健康管理」と「健康経営」の大きく二つ

の側面を評価します（図３）。
「健康管理」は企業が最低限取り組むべき労働安全衛生や労

務管理、健康診断の徹底など法令対応が含まれます。
「健康経営」では、心身の健康維持・増進のための予防的アプ

ローチや働き方の質の向上（働きやすさ、働きがい、生産性）が
含まれます。

なお評価の過程では、「何を実施しているか」だけでなく、「ど
のような成果につながっているか」という点も併せて確認してい
ます。

【図1】ＤＢＪ評価認証型融資の体系

【図2】格付のランク 【図3】 健康経営格付の概念図
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評価項目

評価項目として、「健康管理」「健康経営Ⅰ」「健康経営Ⅱ」の三
つの分野の下に14の項目を設けています（表１）。「健康経営Ⅰ」
および「Ⅱ」について簡単にご説明します。

「健康経営Ⅰ」は健康経営のＰＤＣＡを回すマネジメント体制
や仕組みを確認し、目標値やＫＰＩ注1）についても確認します。既
定の評価項目にはない、その企業独自のＫＰＩがある場合は、な
ぜその企業がそれを重視しているのか、ヒアリングの際に掘り
下げて確認することもあります。
「健康経営Ⅱ」では個別の取組内容を評価します。この中で、

今年度から2つの評価項目を新たに加えました。
一つ目は「Ｌ．働きやすく・働きがいのある職場づくり」です。こ

れを追加した理由は、健康経営の取り組みにおいて「今、大きな
障害なく働いている従業員」から「よりモチベーション高くいきい
き働く従業員」へジャンプアップするという視点が重要だと考え
たためです。それを実現するには、「働きがい」や「働きやすさ」を
高めるための人事制度等の整備も必要になってきます。働きがい
については、従業員の向上心を高めるような人事制度になってい
るかを確認します。具体的には、チャレンジしたいと思う従業員が
自ら手を上げ、それにチャンスを与える制度（スキルアップ研修や
ＦＡ制度等）や業績連動型報酬があるかという点も確認します。
なお、業績連動型報酬については賛否があると思いますが、ＤＢ
Ｊの着目点は、本人のモチベーション向上につながる仕組みがあ
るかという点です。また、働きやすさに向けた施策の一つとしては
治療と仕事の両立支援制度等が挙げられます。

新たに追加したもう一つの項目は、「Ｍ．健康に配慮した製
品・サービスの提供」です。これまで培った健康づくりのノウハウ
を社内に留めるだけでなく、社外に向けた製品やサービスに活
用して提供することで、社会や消費者を健康にするような仕組
みも重要です。その結果として売り上げや企業価値向上につな
がれば、まさに社会全体の好循環を生みます。ぜひ企業にその
ような取り組みにつなげてほしいという想いから、この項目を追
加しました。

３ 持続的な企業価値向上につながる
健康経営のポイント

Ｑ.次に、格付企業の事例などを基に持続的な企業価値向上
につながる健康経営のポイントについてお聞かせくださ
い。成果につなげるためには、会社の理念や目的も重要な
項目となるのでしょうか。

成果を上げるためには、理念と具体的な施策を整合させる

健康を企業理念に掲げることは大切ですが、具体的な行動が
伴わなければ成果にはつながりません。ＤＢＪが高い格付を付
与した企業には、理念や健康宣言と具体的な施策が整合し一
貫しているという共通点が挙げられます。

その上で、どのように理念をステークホルダーに分かり易く
伝えるかということも重要です。健康経営格付を取得した大手
小売グループのサステナビリティレポートでは、「ステークホル
ダーである従業員、お客さま、お取引先さま、株主・投資家、地
域・社会の利益は重なる部分があり、すべてのステークホルダー
の『しあわせ』が重なり合う部分をさらに大きくすることが真の
企業価値である」と謳（うた）っています。つまり、従業員の幸せ
を大きくすることは他のステークホルダーの幸せにつながる、と
いうことを社内外に向けて発信しています。また、同社では統合
レポートにおいても紙面を割いて健康経営に対する自社の考え
方や取り組みを公表しており、健康経営を経営戦略として位置
付けていることが分かります。

また、格付を取得したある医療法人では、健康経営格付融資
の資金で食堂を改装し、「健康食堂」と銘打って、職員のみなら
ず地域にも開放しています。これは、理念が着実に施策に結びつ
き、地域コミュニティにもメリットをもたらしているという点で、
ＣＳＲの好事例といえるでしょう。

　　　　　　

〈特集〉健康経営①

【表1】 スクリーニングシート概要 2017FY

〈
特

集
〉健

康
経

営
①

DBJ健
康

経
営

格
付



11　RMFOCUS Vol.65 〈2018 Spring〉

何のために健康経営に取り組むのか、
自社独自の目的を明確にする

特に重要なことは、健康経営を「何のためにやるのか」、自社で
しっかり考えて明確にすることです。製造業、サービス業、小売業
など、業種によって目的は異なるはずですし、同じ製造業でも、自
社と他社が健康経営に取り組む目的やゴールは異なるはずです。

ポイントの一つとしては、健康経営に取り組むことで本業の業
績向上につなげることを目的とすることです。格付を取得したあ
る地方のスーパーでは、従業員を健康にするだけでなく「ヘルシ
ストスーパーマーケット」をコンセプトに、健康に関連した商品
知識の学習や、健康的なプライベートブランド商品のラインナッ
プ増強等に取り組んでいます。全従業員が自らの「健康目標」を
書いたバッジを胸につけ、お客さまとの対話につなげたり、健康
知識を活かしてお客さまの献立の相談に助言するなど、従業員
一人ひとりの健康取組がお客さまを通じて地域に伝播（でんぱ）
され、結果として売り上げアップにつなげています。

健康経営は人材への「投資」であり「費用」ではないと言って
も、なかなか経営層のコンセンサスが得られないという話をよく
聞きます。前述のスーパーのように、健康経営を本業の業績につ
なげる目的で取り組むのであれば、それは「投資」として位置づ
けられ、重要な経営課題として推進しやすくなるのではないで
しょうか。

なお、すべての業種や企業で健康経営がこのような本業の売
り上げ拡大に直接つながるものではありませんが、まず自社とし
て何のために健康経営に取り組むのか目的がはっきりしていれ
ば、おのずと何をすべきか、施策やその優先順位も定まります。し
かし、単に他社が取り組んでいるから見劣りしないようにと目的
意識が不明確であれば、担当者がネットで調べた施策をあれこ
れ試すだけでうまくいかずに挫折してしまうこともあるでしょう。

Ｑ.運営体制面でのポイントは何でしょうか。

トップダウン・ボトムアップに加えて、
「トップの継続的な関与」

トップダウンかボトムアップかという議論がありますが、中
長期の観点ではこれはあまり重要ではありません。取り組みの
きっかけの段階では、社長のトップダウンもあれば、部長層が必
要性を感じトップを説得して開始するケースもあります。成果を
出している企業にはトップが継続的に健康経営に関与している
という共通点があります。

運営体制には「外部の客観的な視点」と
「組織横断の情報共有」を

また実行を担う組織のあり方としては、健康経営の専門部署
を設置できれば理想的です。ある格付取得企業は機能別に分
社化しており、グループ各社の人事部門を支える子会社が全社
横断で健康経営に取り組んでいます。企業によっては、健保との
連携や労組の声も聴き、また、産業医や外部コンサルタント等の
第三者の客観的な助言を受けながら進めています。

しかし、多くの企業ではこのような充実した体制を構築するこ
とは難しいと思います。そこで、次のようなことから始めてみては
いかがでしょうか。まず、健保組合や産業医から現状のデータを
基に意見をもらうことです。これらの客観的な意見をもらうこと
で、自社内のメンバーだけでは把握できない気付きが得られる
はずです。次に、「健康づくり委員会」のような会議体を設置して
全社横断で健康に関する情報共有を行うことです。本社・事業
所・工場が別々に安全衛生委員会を開催するだけでは十分な
情報が共有されませんが、事業所間で共通する課題や改善の
事例を共有する機会を持つことで企業全体のレベル向上につ
ながります。

属人的な運営から「仕組化」へ

よく、経営者の交代や熱心に取り組んでいた担当者が異動す
ることで、推進力がダウンしてしまうことがあります。これを防ぐ
ことは難しいと思いますが「仕組化」していくことが解決策の一
つになると考えます。現時点で健康経営に取り組む企業の多く
は、一部の方々が属人的に推進している状況にあると思われま
す。これらの方々が得たノウハウや有効な施策を毎年度の計画
に組み込んでおくことが必要です。

Ｑ.仕組化の話題が出ましたが、ＰＤＣＡの観点ではいかがで
しょうか。

ＰＤＣＡの肝は「トップの関与」「計画」「適切な目標値」

高い格付けを取得したある大手消費財メーカーでは中期経営
計画と併せて健康経営に関しても5か年計画を立て実行してお
り、既に第三次5か年計画に取り組んでいます。また、従業員の健
康維持増進は経営課題の一つとしてトップもコミットしており、
定期的に社長宛に報告が行われています。このようにトップの関
与の下で計画的にＰＤＣＡが行われれば全社の課題として着実
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に推進されることになります。
また、同社では計画の中で目標値を明確にして管理していま

す。健康診断（ＢＭＩ、血圧等）の有所見率の改善目標値だけで
なく、それに必要な生活習慣の改善（喫煙率、歩行時間、朝食欠
食率等）についてもＫＰIを定めて把握・管理しています。つまり、
何を達成するか目的を定め、どのような行動でどの程度改善す
べきかを明確にしているということです。

健康経営を始めたばかりの企業は「健診100％達成・維持」の
ような結果や単に「前年度比10％減」というような目標を設定す
ることに目が行きがちです。もちろんこれらの目標を達成するこ
とは重要であることに論をはさむ余地はありませんが、それだけ
では企業として将来どうありたいのか見えづらいですし、どのよ
うに達成するのか筋道も見えません。

成果が出ている企業の共通点としては、なぜ健康経営に取り
組むのかといった企業としての明確な目的意識があり、それを
実現するための目標値やＫＰIを定めてうまくＰＤＣＡを回してい
る点が挙げられます。これらが伴わず、形だけ他社を真似て取り
組むだけでは成果は出ません。しっかりした運営体制は構築し
ているはずなのになかなか成果が伴わないというケースでは、
目標値やＫＰＩの定め方を見直してみることをお勧めします。

一方で、取り組みと成果の因果関係を証明することは難しい
のも確かです。そのため、あまり精緻に突き詰めすぎず、「これを
この程度改善すればこの程度の効果がありそうだ」というレベ
ルを設定し目標値やＫＰＩを定めてはいかがでしょうか。

必要なデータは会社や目的によって異なる

目標値の話題が出ましたが、健康経営に活用するデータは大
きく2種類あると思います。一つは産業保健分野、つまり健康診
断結果などです。この分析は高い格付けを取得した企業のほと
んどが行っていますが、取り組み始めたばかりの企業にとっては
ハードルが高いことも事実です。また将来、健康経営の成果や
分析方法が確立してくれば、ＡＩ等で自動的に分析や判定がで
きるようになると見ています。もう一つはワークエンゲージメン
ト注2）や従業員満足度などのアンケートデータです。従業員満足
度をアンケートしている企業は一定ありますが、ワークエンゲー
ジメントなどの観点でアンケートを実施し、健康経営の施策立
案等に活用する企業はまだ少ない状況です。

なお、会社や業種、業務内容によって健康経営の目的が異な
るのと同様に、組織によって優先すべきデータや指標も異なり
ます。例えば工場であれば労働安全衛生に関する指標が重要で
しょうし、デスクワークであればワークエンゲージメントやモチ
ベーションを優先すべきかもしれません。なお、前述の産業保健
分野つまり健康診断結果のような基本となるデータはどの企業
にも共通して必要となることは言うまでもありません。

Ｑ.従業員に継続的に取り組んでもらうためには、どのような
ポイントが重要でしょうか。

従業員の行動につなげるには「仕組化」と「成功体験」

前述の大手小売グループを例に挙げますが、健康リテラシー
教育は、健康経営の一施策として打ち出すのではなく、人事教
育の一環として実施しています。例えば、トップから部長層の幹
部を対象に「レジリエンスプログラム」を実施し、幹部自身が睡
眠のとり方などを含めてフィジカル・メンタルの両面から自分の
パフォーマンスを引き上げる方法を学びます。人事教育の一つ
として定着させるとともに幹部層が自ら実践して成功体験を積
むことで部下の健康にも関心を持ち、結果として組織全体の健
康や「いきいき」につながるという点で優れた取り組みだと思い
ます。

また、他社の例ですが、毎日の行動変容につながる施策として
は、廊下に歩幅を示し、自然と大きな歩幅で歩くようにさせると
いったものもあります。このように日々の動線に組み込んで無意
識のうちに健康的な行動につなげる方法も妙案です。

「自分も取り組もう」と思わせる伝え方

組織全体の健康や傾向を分かり易くまとめ従業員に提示す
ることも効果的です。大手小売グループでは「食事や睡眠に気
をつけて行動する従業員」と「そうでない従業員」の仕事の取り
組み姿勢（意識アンケート）を比較しており、その結果、前者の
方が「困難に直面した時に前向きに取り組む」などの割合が高
い結果となりました。これを公表することで、従業員は「生活習
慣を改善することでパフォーマンスにつながるのか」と健康への
関心を高め、「自分ももっと取り組まなくては」といった組織内
での競争意識も働きます。「自分で生活習慣をうまくコントロー
ルすることが当たり前」となるような組織風土の醸成につなげ
ています。

よく、健康経営イベントの参加率を上げるため、商品やポイン
ト付与等のインセンティブを与える事例を聞きます。これらの
働きかけも素晴らしい取り組みであると思いますが、イベント
参加の主目的がポイント獲得になってしまった人はイベント終
了と同時に取り組みを止めてしまうかもしれません。このような
場合、例えば「今よりも多く歩くと仕事のパフォーマンス向上に
つながる」というように仕事にもプラスになることを伝えることで

「忙しいけれど歩いてみよう」という人が増えますし、さらに自
分自身で効果を実感できれば健康的な習慣を維持しようとする
のではないでしょうか。

〈特集〉健康経営①
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４	中小企業の取り組みに向けて

Ｑ.最後に、中小企業が取り組む上でのポイントをお聞かせく
ださい。

中小企業における健康経営は事業の存続そのものにかかわる

大企業にとっての健康経営は人材活用戦略の一つですが、中
小企業にとっての健康経営は雇用の維持・確保を含めた事業の
存続そのものにかかわるものであり、これをやらないと生き残れ
ないと言っても過言ではありません。そういったことから、大企
業以上に重要なものとして取り組む必要があると思います。

また、国をはじめ様々な自治体が健康経営認定制度等を創
設していますが、まずは各自治体が運営している健康経営認定
や支援策の活用をお勧めします。横浜市を例に挙げると、同市の

「横浜健康経営認証」を受けた企業に対しては無料で保健師や
栄養士等による助言が受けられるなどの特典があります。各自治
体では認定・認証だけでなく様々な企業向け健康経営支援策を
拡充していますので、まずは自治体の取り組みを確認し活用して
ください。

中小企業における健康経営の進め方は大企業と同様、①健
康経営に取り組む目的を定める、②不調者を減らす（マイナス
からゼロにする）、③健康の風土づくり（ゼロからプラスに）の順
に進めていけばよいでしょう。③の健康の風土づくりについては
企業によって有効な施策が異なり、運動機会の増加に向けた
取り組みもあれば、コミュニケーションの促進を図るケースもあ
り、様々です。自社に適した施策を検討するために従業員へアン
ケートをとることもできますが、これには情報が一方通行になる
という欠点もあります。トップと従業員の距離が近い中小企業
の場合、事業所のトップが直接、従業員と健康やいきいき働くこ
とをテーマに対話する機会を持つ方が効果的です。1対1の対話
が難しければ1対10で面談することでもよいでしょう。「普段か
らコミュニケーションとっているから大丈夫」と考えている企業
でも改めてそういった場を設けることは意味があります。その方
がきちんと企業の姿勢も伝えられますし、社員も「大事にしても
らっている」との実感を得られますので、健康への取り組みにも
意欲的に参加してくれるのではないでしょうか。

以上

（このインタビューは2018年1月12日に行われたものです。）
※本稿の図・表についてはすべて、株式会社日本政策投資銀行より提供

注）
　　　　　　
1）ＫＰⅠ（key performance indicator）：企業目標の達成度を評価するための主

要業績評価指標
2）ワークエンゲージメント：従業員の仕事に対するポジティブな心理状態を示す概

念で、「活力」「熱意」「没頭」の三つの要因で構成される

〈特集〉健康経営①
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〈特集〉健康経営②

～渋谷のIT企業（DeNA）の健康経営奮闘録～

今年こそは始めよう、
経営に資する健康経営、働き方改革の
最初の一手となる健康経営とは？

私は株式会社ディー・エヌ・エー（以下、「DeNA」）という渋谷
にあるIT企業で健康経営を推進しています。

2015年の夏にある経済誌で健康経営のことを知り、当時人事
部にいた私は、いてもたってもいられず、健康経営推進の企画書
を作りました。当初は健康経営が経営にプラスになることを経
営層に理解してもらえず苦労しましたが、2016年1月に健康経
営を専門に担うCHO（Chief Health Officer）室を立ち上げ
ました。現在は、DeNA社内の推進とともに、渋谷ウェルネスシ
ティコンソーシアムや日本健康企業推進者協会（JWCLA）を立
ち上げ、社外に向けた活動も行っています。

今回の記事では、このような私の経験を基に、健康経営に取
り組もうとされる企業の方々にご参考になるよう、DeNAの健
康経営の取り組みや、企業が取り組む際のポイントについて、次
の流れでご説明します。

要旨
▪健康経営を知ってから約5カ月、たった一人、社員を健康にしたいという想いで健康経営専門部署を立ち上げた。
▪社内の健康状態を調べると、社員の約7割は腰痛・肩こりで生産性が低下しており、このような健康課題により 

約23.6億円の経済損失があるとわかった。
▪DeNA流健康経営のコンセプトでは「楽しくワクワクするような健康づくり」を重視し、これに基づいてプログラムづくり

を行っている。
▪健康経営を始めるなら経営に資する取り組みを目指すべきであり、その実現には、組織文化やビジョンを反映した自社

ならではの取組像を描くことが必要となる。

株式会社ディー・エヌ・エー
CHO室 室長代理

平
ひ ら い

井 孝
た か ゆ き

幸 氏

•なぜ多くの企業が健康経営に取り組むのか
•DeNAが健康経営をはじめた理由とCHO室が設置されるまで
•DeNAにおけるこれまでの取り組み — 不健康による「23.6億

円」の損失解消に向けて
•企業が健康経営を推進する上でのポイント

１ なぜ多くの企業が健康経営に
取り組むのか

まずは、健康経営について簡単に説明します。
健康経営とは、会社が社員の健康をサポートすることで社員

1人1人の生産性を高め、会社の業績向上につなげることを目
指した経営手法のことです。さらには、その取り組みが会社のイ
メージ向上につながれば採用力強化にもなり、また、そこで働く
社員がより健康になることで、将来的な国の医療費の削減にも
つながります。
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⑴健康経営が注目されたきっかけ

その健康経営が最初に注目されたのは2015年。とある有名
経済誌の特集として取り上げられたことがきっかけでした。それ
は、健康経営に取り組んだ大手航空会社が、その年度の健康経
営銘柄を獲得し表彰されたことで新卒採用希望者を増やすこと
に成功したという内容でした。健康経営銘柄とは経済産業省1）

が創設した仕組みで、上場企業の中から健康経営銘柄に選定
されると株価が上がるといわれています。健康経営銘柄は毎年
一業種一社という狭き門ですが、同省が並行して運営する健康
経営優良法人認定制度では、一定の基準を満たせば認定を取
得できます。取得すると以下のようなロゴを会社のホームペー
ジや名刺に入れることができるので、健康経営取り組み企業と
してのブランディングに役立つでしょう（図1）。

健康経営は採用に効く。この情報をいち早く入手した人事担
当者は早速健康経営に着手します。詳細は後ほど述べますが、
健康経営は経営に資する取り組みだと認知する企業が少しず
つ増加しました。その結果、現在では働き方改革に着手する組
織を中心に、中小から大企業まで幅広い企業が健康経営に取
り組むようになりました。今では「働き方改革の中でも最初に
着手すべきは健康経営」と言われるほどになり始めています。と
いうのも、働き方の仕組みやルールを改善しても、働く人の体と
心の状態が整っていなければ生産性向上にはつながりづらい
からです。そこにいち早く気づいたあるIT企業では、7年前から
働き方改革の一環として「朝ごはんを食べたか」や「歯を磨いた
か」を毎日入力させて、結果に応じたインセンティブを付与して
います。

⑵健康経営は採用や定着に有効

経済産業省の資料（図2）をご覧いただくと明らかですが、就
活生、就活生の親ともに「従業員の健康や働き方に配慮してい
る」という点は職場に望む条件のトップクラスになっています。 
こちらは平成28年度の調査結果であり、現在は全国的に健康経
営の認知度がより高まってきているため、この数値はさらに上が
ると予想されます。

【図1】健康経営優良法人のロゴ(左．大規模法人、右．中小規模法人)
（出典：経済産業省）

【図2】就活生／就活生の親が就職したい／させたい企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：経済産業省）
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志望先企業が健康経営に取り組んでいるかを重視する風潮
は、働き方改革も追い風となり、ここ2，3年のうちに就職先を決
めるうえでの第一条件になるでしょう。企業が健康経営に取り
組んでいることをアピールすることは、「社員を大切にしている」
と伝える有効な手段になります。

採用以外にも、社員が健康になることで生産性や会社へのロ
イヤリティが向上します。また、会社が社員の健康をサポートす
ることで、社員の家族が喜んでくれることを重視している企業も
あります。重要な業務を担う社員が万一の病気で離職すること
を防ぐため、リスク対策の意識が高い中小企業が健康経営に取
り組んでいます。

２ DeNAが健康経営をはじめた理由と
CHO室が設置されるまで

⑴きっかけは「社員の歩き方」を改善したい

2015年夏、私は人事部にいました。
業務上、多くの社員と接する機会がありますが、そのたびに

気になっていたことがありました。それは歩き方や姿勢について
です。「もっと見るとこあるだろ」とよく言われましたが、どうして
もそこに意識がいきました。というのも元々健康分野とゴルフに
しか関心がない私は、10数年前から指導を受けているプロゴル
ファーからゴルフ上達のため歩き方を極めるよう言われたこと
があり、それ以来歩き方の上達に向けて人並みならぬ情熱を傾
けていました。

理想としているタイガー・ウッズの歩き方について語りだすと
それだけで文字数オーバーになるのでやめておきますが、歩き
方で性格がわかるといってもいいほど、歩き方は奥が深いので
す。日々歩き方を極めるため頭をいっぱいにしている私にとっ
て、社内でスマホ片手に体に不必要な負担をかけながら歩く人
たちがいることは、最重要かつ最優先で改善したい課題でした。

しかし、おそらく社内でトップクラスの歩き方をするだろう私
がトップクラスに仕事のできる人間かといえばそうでないよう
に、歩き方のクオリティと仕事の出来不出来が関連しているとは
いえず、当時は歩き方改善プロジェクトを始めることはできませ
んでした。その代わり、身近な女性社員に姿勢がよくなる手作り
ゴムチューブを渡してみるなど、一人でできることから始めました

（図3）。
すると、チューブを使った社員からは、歩き方はもちろん座り

姿勢もよくなると好評で、次第に「買いたい」という人もあらわれ
るほど評判になりました。利用者に後から聞いたところ、肩甲骨
周りのストレッチにもなり冷え性が改善したとのことで、私が想
像した以上の効果をもたらすことができたのです。

⑵健康経営を知ってからＣＨＯ室を
立ち上げるまでの５カ月

このように地道に姿勢改善活動をしていたある日、とある経
済誌の表紙にあった「時代は健康経営」という文字を目にしまし
た。これが転機になり、その日からまさに寝食を忘れて健康経営
に向けて活動を続ける日々。健康経営に関するワードをネットで
検索し、ヒットしたすべてのセミナーに申し込み、会合に出席し、
健康本を読み、すでに取り組んでいる企業の問い合わせ窓口に

「話を聞かせてほしい」とメールで依頼を出しました。
ほとんどの企業が快く応じてくれたこともあり10社以上にヒア

リングし、健康経営コンサルタントの知恵も借りながら2カ月後
には「DeNA流健康経営」の企画書を完成させました。ヒアリン
グで学んだことは多々ありますが、その中のひとつに「健康経営
を行う際はなるべく早い段階で産業医と連携せよ」というもの
があります。産業医はその会社の健康を守る立場にありますが、
一般的にはその領域に医療従事者以外が立ち入ることを嫌が
ります。しかしながら、産業医になぜ健康経営を行うのか、どの
ように行いたいのかを理解いただき、力を借りることができれば
精度の高い取り組みが実現できます。また、健診結果やストレス
チェック結果など産業医が管理しているデータを活かすことも
大切です。

健康経営に出会うまでの私は、与えられたタスクをこなしつ
つ、夜や休日はゴルフのことを考える一般的な会社員でしたが、

「人間やりたいことに出会うと変わるのだ」と身をもって実感し
ました。調べれば調べるほど健康経営の価値がわかり、自分の

【図3】 姿勢がよくなるゴムチューブ（手作り）
（出典：DeNA）
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頑張りが周りの社員の幸せにつながるやりがいのある仕事だっ
たからです。私の生産性が急上昇したことで、小さいながら健康
経営の成果が出たのでした。企画書ができたので南場（会長）の
元に行き、何度も丁寧に説明したところ「一緒に働く仲間たちが
絶好調でいるのは良いことだ」と健康経営の責任者であるＣＨ
Ｏに就任してくれました。そうして2016年1月、DeNAにＣＨＯ室
という部署が設置されました。

健康経営を知ってから専門部署ができるまで約5カ月。今考え
てもこのスピード感で進めることができたのは幸運だったと思
いますし、多くの方々のご協力があってのものでした。特に社外
の方々の協力によるものが大きかったため、他社からもアドバイ
スを求められる立場となった現在、ご連絡をいただいたら一度
は必ずお会いするようにしています。

３ DeNAにおけるこれまでの取り組み
—	不健康による「23.6億円」の損失解消に向けて

⑴最初の一歩は社員のヒアリングから

健康経営を始めるにあたり最初に行ったのは、社内の健康状
態を調べることでした。まず身近な社員のヒアリングからはじ
めたところ、皆、最初「自分は健康だ」と考えていましたが、質問
を重ねると悩みを持つ人がほとんどで、「腰痛で会社を一週間
休んだことがある」「毎日ベッドに入ってから1-2時間は眠れな
い」、さらには「朝ごはんを食べず夜もコンビニ弁当で学生の時
から10㎏以上太った」など想像以上の状態であることが分かり
ました。

また、エンジニアの多くは一日の大半を座って作業しているた
め、体の痛みや冷え性など運動不足による課題を抱えているこ
とが多い状況でした。健康面に課題があれば集中力の低下を招
き生産性を低下させるため、症状が重い社員の話を聞くほどに
危機感が高まっていったものです。

⑵社員の約7割は腰痛・肩こりで生産性低下

数十人にヒアリングした後、健康状態を把握するうえで四つ
の軸が大事だとわかり、その軸に基づいて全社アンケートを実
施しました。四つの軸とは、運動、食事、メンタル、睡眠です。さら
に歯と喫煙も加え、約10分で回答できるオリジナルアンケート
を作りました。素人が作ったアンケートでしたが、使いたいとい
う企業には共有し、今では十数社が使用しています。

全社アンケートの結果から健康課題の全体像や不健康さに
よる生産性の低下の様子がわかりました。例えば、睡眠に関し
てなんらかの悩みを持つ人が50%、食生活に課題を抱える人が
40%いることなどです。もっとも衝撃的だったのは、腰痛・肩こり

など体の痛みにより生産性が低下していると言う人が70%いた
ことです。その数値を基に健康経営の設計図をつくりました。

⑶DeNA流健康経営の設計図

設計図にはビジョン、コンセプトはもちろん、トップメッセージ
として会長兼CHOの南場からのメッセージや「DeNA流健康経
営五箇条」なども盛り込みました。自分でもこだわりすぎかなと
思いましたが、これくらいやってよかったと思うことが今となって
は頻繁にあります。例えば、健康というと病気の予防や禁煙とい
うストイックなイメージが連想され、20代、30代は嫌がることが
多いため、「楽しくワクワクするような健康づくり」というコンセ
プトを示しました。

実は、健康経営取り組み企業にヒアリングをしていた時、「参
考にはなるものはこれだ！」と思った取り組みは残念ながらあ
りませんでした。例えば、一般的な食事の取り組みでは「減塩メ
ニューや野菜多めの料理を食堂で提供する」というものがあり
ますが、病気のある方ならまだしも、そうでない多くの会社員が
食事に求めるものは健康ではなく美味しさです。どんなに健康
的なメニューをつくっても食べたくなるものでないと長続きしま
せん。ですから、美味しいものを食べていたら、例えば具材の発
酵食品（納豆やキムチなど）が腸内環境改善を促し、免疫力向
上や風邪の予防になっていた、という姿が理想的なのです。減塩
メニューを作るのならば出汁のうま味成分で舌を満足させるな
どの工夫が必要です。つまり、健康メニュー作りではなく、美味
しいメニューづくりを行いながら健康要素を入れていく。皆が食
べたいと思うものを企画することが大切です。

このように「楽しくワクワクするような健康づくり」というコン
セプトに込めた想いは、食事の場合、美味しさといった魅力を追
究してメニューをつくり、社員がそれを楽しんで食べた結果健康
になる、という取り組みです。

⑷DeNA流健康経営五箇条

DeNAの個々の取組内容は、平均年齢34歳、独立心旺盛な人
が集まる組織においての一つの事例であり、すべての組織にとっ
て理想的とは限りません。しかし、先ほど述べた「DeNA流健康経
営五箇条」に関しては、どの組織においても健康経営を推進する
うえで参考になるかと思いますので次頁で簡単にご紹介します。
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DeNA流健康経営 五箇条

１．Smile（笑顔）
皆がいつも笑顔でいられる状態を目指します。
CHO室の活動の先に笑顔が見えるかどうかをいつも想
像しています。

２.Positive（前向き）
病気予防のためではなく、パフォーマンスアップやライフ
スタイルの質の向上をもたらします。
体重計や血圧計を用意するのではなく、体をしなやかに
するマシーンなどを設置しています。

３.Diverse（多様性）
禁煙※やダイエット、早起きなど健康的なスタイルを押し
付けません。
趣味嗜好や生活リズムは人それぞれ、新たな選択肢を提
案し自ら行動を変えたくなるような仕掛けを通じて気づ
いたら健康になっています。

４.Sustainable（継続）
みんな健康が当たり前、というミッションを果たすまで
CHO室の活動を続けます。
成果がすぐに出せる活動ではないため安易にお金は使わ
ず、企画力で勝負します。

５.Collaborative（連携）
培った経験やノウハウは他社や地域に還元し、働く人が
健康になっていく流れを渋谷から発信します。渋谷ウェル
ネスシティコンソーシアムやJWCLAを立ち上げ、社外に
向けた活動も始めています。

※禁煙に関する仕掛けには、すでに1年半以上費やしています。
それだけで一つの記事が書けるほどです。

健康経営を始めるうえでこのような五箇条は有効に働くはず
です。企画を練る際に指針となり、取り組みに一貫性が保てるた
め、社員が安心して受け入れ取り組めるものになります。

⑸雰囲気の醸成につながる社内発信とは

このように目指すべき方向性や具体的なあり方を定め次第、
全社員に発信します。メールでも掲示物でも構いません。社員の
健康をサポートする部署が活動しているということをしっかり伝
える必要があります。雰囲気の醸成が大事。制度をつくるのでは
なく文化をつくっていくのです。

私は社内報（Webサイト）を使い、CHOである南場へのインタ
ビュー記事を発信しました。タイトルは「南場さん、CHO就任で
自販機のペヤングは消えるんですか！？」とし、ファーストフード
は禁止しないよ、といったカジュアルな内容にしました。「健康的
な生活を強制しない」といったメッセージを伝えることで、健康
に関心のない社員の興味を惹くことを狙いました。狙い通り反響
があり一気にCHO室の認知度を高めることに成功しました。

⑹健康セミナーの開催

次に行ったのは健康に関するセミナーです。2016年だけで約
100回行いました。運動、食事、睡眠、メンタル、歯、呼吸法など、
多い日は一日3回行うことも。社内で評判の良かったセミナーは
社外の方も参加できるセミナーとして土日に開催しました。

その中でわかってきたことがあります。
•健康に関するセミナーには、健康意識が高い人か健康に課題

をもつ人しかこない
•同じ内容でもタイトルや案内方法により集まる人数やタイプ
（健康への関心度など）が変わる

•講師は理論先行の社会的権威（医師や大学教授など）よりも
働く人を健康にしてきた経験のある実践者の方がセミナー後
の満足度が高い

•多くの知識を提供するよりも、ひとつの行動変容をもたらすこ
とに注力すると変化が起こせる

100回のセミナーを通じた学びから、現在では特定の課題に
特化した少人数対象の取り組みか数百人を対象にしたイベン
トのどちらかにしています。少人数対象として代表的なものは、
腰痛撲滅プロジェクトです。座る時間の長いエンジニアのほと
んどが腰痛を抱えていることや悪化すると欠勤にもつながるた
め、ＩＴ企業における最大の健康リスクは腰痛と考え企画しまし
た。パートナーは筋膜リリースマシンの開発会社とカイロプラク
ティックの先生です。

プロジェクト参加者約20名には、毎日朝晩筋膜リリースを実
施することと、イスに座りながらできるストレッチを数回行うこと
を約束してもらいました。その結果1カ月で80%以上の人の腰痛
が改善し、普段健康セミナーに参加しない執行役員もこのプロ
ジェクトには参加し改善しました。このように、特定の課題解決
に向け専門家と自社が一緒に設計した取り組みにより高い効
果を生みだすことができました。その後もオフィス家具メーカー
とデスク周り環境改善プロジェクトを行うなど、課題に応じてア
イテムを変えながら健康リスク解消に向けての取り組みを行っ
ています。

〈特集〉健康経営②
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⑺23.6億円という不健康さがもたらす損失額の実態

ここまで読まれる中で、DeNAはなぜ健康取り組みをここまで
やるのか？という疑問を持たれたかもしれません。いくつか理由
はありますが、そのひとつとして不健康リスクの経済損失が見過
ごせない額だとわかったからです。運動（フィジカル面）、食事、
睡眠、メンタルの4領域の不健康状態によるDeNAの経済損失
額を算出したところ、年間23.6億円もの額になりました。専門用
語でプレゼンティーイズムといいますが、出社はできるが体の痛
みや風邪、花粉症などで生産性が低下した状態による経済損失
のことをいいます。アメリカでは2004年に論文で発表されていま
した。日本での認知度は低いですが今後、より注目されていくで
しょう。

以上は健康経営に取り組む一企業の事例でしたがどのよう
に感じられたでしょうか。経営者や人事でしたら社員の健康サ
ポートにここまでは必要ないと思われたかもしれません。しか
し、ハーバード・ビジネス・スクール教授のジェームス・Ｌ・ヘス
ケット氏の調査2）において、『ES（従業員満足）とＣＳ（顧客満足
度）との間には99％の因果関係が認められる』という結果がでま
した。CSの向上に関心ある企業であれば、社員の健康サポート
によるＥＳ向上は効果的な対策といえます。

４	 企業が健康経営を推進する上でのポイント
⑴経営に資する取り組みを目指す

せっかく健康経営を始めるのでしたら経営に資する取り組
みを目指していただきたいです。これまで、数十社の健康経営を
ヒアリングなどで調査しましたが、経営に資する取り組みだと
経営層が認めていると話していたのは2社だけでした。もちろん
もっと多くの企業が成果を出されていると思いますが、この2社
では経営層の旗振りとともに優秀な人材を充て、健康取組戦略
を策定し相応の予算を投じていました。

このように経営層と現場両方の熱量が高いのは稀なケースで
す。どちらか一方だけしかやる気がなく失敗するケースがほとん
どです。その中でもっとも多いのが、経営トップが旗振るものの
現場担当者が何をやってよいかわからぬまま他社の真似や専
門家に丸投げすることです。とはいえ現場担当者を責めることは
できません。話題の働き方改革は働き方だけを変えていくことで
すが、健康経営は一人ひとりのライフスタイルそのものを変えな
くては成功しない、難易度の高い取り組みだからです。

⑵自社ならではの健康経営取組像を描く

私は10年以上健康的な生活を意識していたことや、健康経営
を専業にできたので他社へのヒアリングや専門家に相談しなが
らCHO室の企画に集中して3カ月以上を費やすことができまし
た。通常はここまでリソースをあてる企業はないと思います。し
かしながら一方で、私はここまで全力投球できる環境に身を置
きながら、力不足により約1年間は満足な結果を残すことができ
ないセミナーを繰り返していたのです。人の興味を惹きライフス
タイルを変えるのは容易ではありません。

健康経営を始めるならば専門家に頼り過ぎず自社ならでは
の健康取組像を描ける担当者を見つけましょう。そのような担
当者が見つかり次第、社員の健康状態調査、分析、組織文化を
反映させたビジョン、コンセプトを含めた取り組みの設計から
始めさせるのです。ここまで任せられる人はいないということで
したら商工会議所主管の健康経営アドバイザー制度や日本健
康企業推進者協会（JWCLA）の健康企業指導員養成講座があ
りますので、そのような場でスキルアップさせることもできます。 
私はJWCLAの講師を担うことで、これからの健康経営推進者
の応援をしています。

最後になりますが、経営トップ⇔現場（担当者）⇔専門家の連
携による健康経営で、社員が健康でいきいきとした組織になり、
生産性の向上や離職率の低下はもちろん、継続的な業績向上
につなげられることを願っています。

　
以上
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～従業員の意欲向上に向けてのヒント～

モチベーション・マネジメント

モチベーション・マネジメント

東京未来大学
学長　  　 角

か く や ま

山 剛
た か し

 氏

１	モチベーションとは
働く意欲、生きる意欲、学ぶ意欲など、意欲という言葉は私た

ちが日常ごく普通に使う言葉である。意欲を広辞苑で引くと「①
積極的に何かをしようと思う気持ち、②種々の動機の中からあ
る一つを選択してこれを目標とする能動的意志活動」と説明さ
れている。

言葉を分解すれば「意思」と「欲求」という、人間がもつ二つの
心理的な側面が見えてくる。欲求は感情や情緒の側面であり、
それを一つの方向や何かしらの実体に向けていこうとするとこ
ろに、活動が生まれる。心理学ではこうした活動傾向を、モチ
ベーション（動機づけ）という用語で説明しようとする。

もともとはラテン語で動きを表すことばmovereが語源であ
るといい、英語のmoveもここから来ている。すなわち、動くとい
うことがモチベーションの基本にあり、私たちを活動に向かわせ
る心理的エネルギー、さらにいうなら、目標到達に向けて人を特
定の行動に方向づける心理的な力の集合であるということがで
きる。

山登りを例にとってみよう。まずは候補となる山を選び、いく
つかのルートの中から最終的に一つのルートを絞り込む。そし
て重い装備の入った大きなリュックを背負い頂上に向けて一歩
を踏み出す。途中には岩場や急斜面もあって難所が続くが、ひ
たすら足を運ぶ。登山に興味のない人から見れば難行苦行にし
か見えなくとも、頂上を極めたいという強い思いが、重装備の 

苦しい歩行を可能にするのである。
このたとえの中には、モチベーションに関する三つの要素が

含まれている。
第1は、複数ある選択肢の中から特定の方向に向かう行動を

選び出すという「方向づけ」の要素、第2は、持てる力を課題達成
に向けてどれだけ強められるかという「強度」の要素、そして第3
に、達成に至るまでその行動を続けようとする「持続性」の要素
である。

これらの要素に共通するのは、いずれも目標に到達することを
目ざすものであるということである。目標があってこそ、そこに到
達しようとするモチベーションが生まれるのであって、目標がな
いところにモチベーションは生まれない。意欲や頑張りの向こう
には必ず特定の目標が存在するということである。

組織心理学者のレイサムとピンダーは、モチベーションとい
う現象にアプローチする手がかりとして、七つの変数に言及し
ている1）。詳細は省略するが、①欲求、②パーソナリティに代表
される個人特性、③個人の価値観、④行動体系や文化の背景
にある文脈（コンテクスト）、⑤個人とコンテクストの適合、⑥
意識や意図、期待などの認知、⑦感情や情緒など情動的要因
である。

モチベーションは、このように多くの視点でとらえられる、ある
いはとらえねばならない現象であり、実際の研究テーマや対象
もさまざまな範囲に及んでいる。たとえば、筆者の専門である産
業・組織心理学の領域では、1960年代に目標設定理論（goal-
setting theory）が提唱されて以来、現在に至るまでこの理論

要旨
▪目標があってこそ、モチベーションが生まれるのであり、目標がないところにモチベーションは生まれない。
▪目標への納得感の有無が、モチベーションに決定的な差をもたらす。
▪段階的なフィードバックはタイミングや回数を適切に設定することで、モチベーション促進の観点からも効果が期待できる。
▪職場での良好な人間関係の形成は、仕事へのモチベーションを促進する。
▪楽観的思考が、業績にプラスの効果を与えることが期待できる。
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に基づく膨大な研究が蓄積されてきている。目標をどのように
設定し、どのように目標に関わるかは、モチベーション促進を考
える上で重要な問題となる。

２	モチベーション促進に向けた目標設定
⑴目標への納得感

　
目標への納得感はモチベーション促進への効果を考える上

で重要なポイントである。たとえば、目標面談で上司はその目標
を有益で実行すべき価値があると評価していても、実行する本
人が納得していなければ、その目標は実際にはモチベーション
を刺激しない。高すぎると感じた目標の場合には、かえって意欲
を低下させることもある。

目標設定理論では目標受容という概念で多くの研究がなされ
ている。達成すべき目標として本人が納得感をもって受け入れた
場合には、高い目標であっても努力を集中することができ、高い
レベルで活動を維持することができる。しかし、いったん目標を
あきらめ、目標の受容を拒否してしまうと、今度は目標が高くな
るほどモチベーションは急速に低下する。能力ぎりぎりの高いレ
ベルでの活動が求められる場合には、目標への納得感のあるな
しがモチベーションに決定的な差をもたらすといえる（図1）。

また、一般には、自分で設定した目標の方がモチベーションへ
の効果は高いと考えられるが、これには留意が必要である。興
味深いことに、外部から与えられた目標であっても自分で設定し
た目標であっても、いったん受け入れた場合には、その目標がモ
チベーション促進に及ぼす効果は変わらないことが明らかにさ
れている。

つまり、納得感をもって受容するかどうかがポイントとなる。
その点で、目標設定への参加は、目標のもつ意味や目ざす到達
点の理解が得やすくなり、その結果、参加者の目標受容が促進
される。達成が困難な高い目標の場合には、参加的目標設定が
目標の受け入れを促進し、業績向上に効果をもつことも明らか
にされている。

⑵フィードバックの視点

フィードバックとは結果についての情報を与えること、あるい
は情報を得ることを意味する。取り組んでいる課題について、進
み具合や途中成績のフィードバックがあれば、その後の努力の
量を調整することができる。その場合、賞や罰は必ずしも必要で
はなく、結果情報を与えるだけでもその後の取り組み意欲が変
わることが、これまでの研究でも明らかにされている。

フィードバックに際して注意すべきことは、フィードバックを
受けた後で行動を修正できる時間的な余裕があること、フィー
ドバック後の行動修正の効果を実感できることである。締め切
りぎりぎりの遅いフィードバックでは、進み具合の遅い場合に
は行動を修正する時間的な余裕が失われてしまう。その結果、
目標達成可能性が低いことで目標を放棄してしまうことも出て
くる。ＰＤＣＡサイクルやホウレンソウ（報告・連絡・相談）には
フィードバックの要素が含まれており、タイミングや回数を適切
に設定することで、モチベーション促進の観点からも効果が期
待できる。

⑶段階的評価

結果の評価については、最終的に目標に到達したかどうかを
もって評価するやり方と、途中の段階ごとに評価するやり方があ
る。前者では、期初に設定した目標に届いたか届かなかったか
でのオール・オア・ナッシングの評価となり、後者では最終目標
には届かなくとも段階的な成功を評価することになる。

モチベーションの観点からすると、前者の評価の場合には、達
成が無理だと判断された時点で目標は放棄され、モチベーショ
ンは低下してしまう。あるいは達成を優先して最初から目標値
を下げてしまうことも出てくる。

これに対して後者の場合には、途中の段階的な成功が評価
の対象に含まれるため、最終的には目標値に届かずとも最後
まであきらめずにチャレンジしようとするモチベーションが維
持される。

成果主義が日本に導入されて以来、成果をいつの時点で
どのように評価するかについては、さまざまな議論があるが、 

【図1】目標受容とモチベーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （出典：参考資料2））
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モチベーション・マネジメント

モチベーション促進の観点に立てば、若い人材を育てる場合に
は、失敗を減点するよりも、途中の成功を積極的に評価していく
ことが、長い目で見ればモチベーションの向上を助け、人材の育
成にもつながる。

３	信頼関係の構築
職場での人間関係が生産性に影響を及ぼすことは、古くは人

間関係論のきっかけとなったホーソン実験注1）の中でも見いださ
れている。

職場での良好な人間関係の形成は、仕事へのモチベーション
を促進することが、過去の多くの研究でもまた実践の場でも検
証されてきている。リーダーシップの観点からも、上司への信頼
感が、組織や仕事に対する部下のコミットメントに影響を与える
ことが明らかにされている。

筆者らは、さまざまな企業で上司やリーダーの下で働いている
人々を対象に、上司への信頼感が勤続意思に影響を及ぼすかど
うかを実証的に調べたことがある3）。この調査では、現在組織で
働いている男女約100名（平均年齢31.5歳）に対して「あなたの直
属上司の行動チェックリスト」を渡し、直属上司がそのチェックリ
ストにある項目にどの程度当てはまるかを、5点尺度で評価して
もらった。また対象者には別途、直属上司に対する信頼感、勤続
意思など会社へのコミットメントへの評価を求めた。

評定結果の数量的な分析をもとに項目を分類し、それぞれが
部下からの信頼感とどの程度関係していたかを見ると、「仕事に
精通し部下の力になる」「誠実・公正に部下に対応する」「オープ
ンで率直である」ような上司は部下からの信頼が厚く、そうした
上司の下では会社に対する部下のコミットメントが強いことが
明らかになった。一方、「事なかれ主義で頼りない」「部下の尊厳
を傷つける」「保身と出世しか考えていない」ような上司は部下
からの信頼感が低く、そうした上司の下では部下のコミットメン
トも弱かった。

部下にとっては、直属の上司は会社の顔ともいうべき存在で
あり、上司への信頼感が会社への信頼感につながっているとい
うことである。この結果は、仕事や職場における信頼関係がいか
に大切であるかをあらためて示している。

４	企業不祥事とビジネス倫理
高いモチベーションの維持あるいは向上に向けた施策は、モ

チベーションに関する研究の基本的方向性である。しかしどの
ような時にモチベーションが低下するか、あるいは働く現場で
起きるさまざまな出来事の中で何がモチベーションを阻害す
るかについての視点も重要である。筆者らはこのような視点に
立って、これまで女性のキャリア形成上の問題、セクシュアル・ 

ハラスメント、ビジネス倫理意識などを扱ってきたが、本稿では
ビジネス倫理意識についての研究を紹介する。

⑴続発する企業不祥事

企業不祥事のニュースはもはや日常的な感がある。この数年
に限っただけでも、大手企業でさまざまな不祥事が発生し世間
の注目を浴びたが、これらのスキャンダルの原因は、第一線の従
業員ではなく経営層によるものである場合も多い。

一般的には、組織において地位が上がるほど倫理的な志向性
も強まると考えられるが、過去になされた調査では必ずしもそ
のような結果は得られていない。たとえば、やや古いデータでは
あるが、日本能率協会が2002年に大手企業300名の新任取締
役を対象に実施した調査では、回答者のほぼ70%が、企業不祥
事は従業員によってではなく、経営者によって起こされていると
見ていた。

この不一致を説明する理由として、筆者らは、組織での地位
と倫理志向性との関係が経営状態によって仲介されると考え
た。すなわち、経営が順調で心配がない時は、経営層は一般従
業員よりも高い倫理的志向性を示すが、経営が危機に見舞わ
れると、経営層の倫理的志向性は一般従業員よりも低くなる
と考えた。

つまり経営層は、経営が脅かされ不安を感じると、『自分は皆
のために会社の企業価値を守っているのであるから、多少の倫
理違反は見逃されるべきだ』と自分を納得させることによって、
自分のビジネス倫理との妥協を合理化するものと考えられる。

残念ながら、さまざまな事情で企業従業員を対象としたデー
タを得ることができなかったため、大学生を対象にした実験的
な研究で上記の仮説の検証を行った4）。

⑵ビジネス倫理志向性の実験

200名の大学生に協力してもらい、4条件に分けて質問項目へ
の回答を求めた。具体的には会社での地位と会社の経営状態
で、それぞれ2条件を用意した。地位については、中規模の製造
会社の部長とする「役員」条件、同じく入社後3年の平社員とす
る「社員」条件の2条件、会社の経営状態については、会社は高
い利益をあげており、将来も安泰であるとする「経営順調」条件
と、会社は利益があがらず、将来倒産の危険性もあるとする「経
営危機」条件を設けた。この組み合わせで2×2の4条件を設定
し、対象者をいずれか1つに無作為に割り当てた上で、用意した
シナリオを読ませ質問項目への回答を求めた。

結果は、役員条件の学生の倫理的志向性は経営状態によっ
て大きく違っていた。経営状態が順調という条件では、役員条
件群は他のどの条件群よりも倫理志向性は高く、逆に、経営状
態が危機という条件では、役員条件群の倫理志向性は他のど
の条件群よりも低かった。一方、社員条件群では、会社の経営
状態による倫理志向性の違いは見られなかった（次頁図２）。 
また、不安が経営状態と倫理的志向性の間を仲介している 
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ことも明らかにされた。
この結果は、わが国企業の不祥事が、従業員ではなく経営層

によって、経営危機の状態のときに引き起こされることを推測 
させる。すなわち、経営が順調な時には、経営層の倫理志向性は
高く維持され、適正な企業ガバナンスを可能にする。しかし経営
が危機に陥ると、経営層の倫理的志向性は従業員のそれよりも
低下し、経営幹部による不祥事発生の危機を高める可能性のあ
ることが示されている。

なぜ会社危機状況の中でビジネス倫理意識が低下するのか
について、心理学者のＡ.バンデューラは「道徳的束縛からの解
放メカニズム」という考え方を提唱している。バンデューラによ
れば、人は、通常は自分の道徳基準をもっており、その基準が
人を道徳的に拘束し、非倫理的な行為への抑止力ともなってい
る。しかし、道徳的な自己規制はときに選択的に外されることも
ある。バンデューラは八つの要因注2）をあげて、そのメカニズムを
説明しているが、この道徳的な自己規制・束縛からの解放メカ
ニズムにより、普段は良識的な人々が、さしたる葛藤やストレス
を経験せずに逸脱行為を犯すことが可能となる。筆者らもバン
デューラの理論に基づき実験的な検証を行い、同様の結論を見
いだしている5）。

　

５	楽観主義的思考の効果
⑴説明スタイル

やや後ろ向きの話になったので、今度は前向きなモチベー
ションにつながる研究を紹介してみたい。

近年心理学の世界ではポジティブ心理学という考え方が大
きな流れとなってきている。これは理論というよりも心理学が
目ざす方向性についての提示である。これまでの心理学ではさ
まざまな問題を抱えた人々を支援し、マイナス状態から少しで
も回復させることを大きな役割ととらえてきた。それはもちろん
意義のあることであるが、視点を変えて、健康状態にある人が 

さらに健康な生活・人生を送ることができるようになることも、
また重要なテーマになりうる。

ポジティブ心理学の提唱者であるセリグマンは、こうした視点
に立ち、生命保険会社の従業員を対象にした研究の中で、楽観
的思考が業績にプラスの効果を与えることを明らかにしている。

セリグマンによれば、人は自分に起こった出来事をどのように
説明づけるかという「説明スタイル」をもっている。説明スタイル
の中核となる概念は、楽観的思考傾向（楽観主義）と悲観的思
考傾向（悲観主義）である。

楽観的思考傾向の強い者は、自分に起こった悪い出来事に対
して、その原因が自分以外のものにあり（外的）、その原因は一
時的なものであり（一時的）、その原因が他のことに及ぶことは
ない（個別的）と考える傾向がある。

一方、悲観的思考傾向の強い者は、それが自分に原因があり
（内的）、その原因が今後も続き（永続的）、自分のなすこと全般
にそうしたことが及ぶ（全般的）と考える傾向がある。

セリグマンらの研究では、楽観主義的営業員の販売成績が、1
年目では悲観主義的営業員に比べて29%高く、2年目になると2
倍以上の開きが出た。また、入社2年まで在職した者とそれまで
に離職した者についてみると、2年間の継続者の67%は楽観主
義営業員である一方、離職者の59%は悲観主義営業員であっ
た。すなわち、楽観主義・悲観主義という説明スタイルの違い
が、実際の販売成績と仕事継続率に差を生み出していた6）。

⑵日本における調査研究

筆者らは、セリグマンらの結果が日本でもあてはまるかどう
か、ある大手生命保険会社の22営業所に所属する女性営業員
401名（平均年齢47.4歳、平均勤続年数9.6年）を対象に、調査
を実施した7）。詳細は割愛するが、結果は、楽観主義的営業員
は、月あたりの契約件数、新規契約高のいずれから見ても、悲
観主義的営業員よりも統計的に有意に高い成績を示した（次
頁図３）。

【図２】ビジネス倫理志向性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 （筆者作成）
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また、在職3年未満の営業員141名のうち、調査実施後に離職
した者と在職中の者の間で説明スタイルの比較を行ってみた 
ところ、早期離職者では、悪い出来事への楽観的思考が在職者 
よりも有意に弱いことが示された。

これらの結果は、起こりうる出来事を楽観的にとらえるか悲
観的にとらえるかという説明スタイルの違いが、生命保険会社
の営業員の販売成績と早期離職傾向に影響をもつことを示唆
している。したがって、販売成績を改善し定着率を高めるには、
営業員に働きかけて楽観的思考を育成することが効果をもつも
のと期待できる。

この点について、セリグマンらは、毎日三つのよい出来事を思
い出して書き付けるという“Three good things”プログラム
が、日常の出来事に対するポジティブな感情を強めることを検
証している。筆者らの研究の中でも、入社3年未満の営業員49名
に協力してもらい、このプログラムを10日間実施してみた。結果
は、全体に会社へのコミットメントが高まり、特に悲観主義的な
営業員の場合にはその傾向が強く見られた8）。

筆者らの研究は生命保険会社の従業員を対象としたもので
あったが、対人的な折衝場面の多い仕事のみならず、広く企業・
組織に働く人々にとっても適用可能な知見であろう。

６	これからのモチベーション・マネジメント
近年はポジティブ心理学の流れの中で、ウェル・ビーイング

（subjective well-being）を高めるための研究が注目されて
いる。ウェル・ビーイングを日本語に置き換えるのは難しいが、よ
く生きること、人生において心理的な幸福を得ること、心理的安
寧を得ることといった意味をもち、日本でもウェル・ビーイング
のままで用いられることが多い。代表的な研究者の一人である
ディーナーは、「人々がある時点で、また長期にわたり、自分の人
生をどのように評価するか」を意味するものとして用いている。

ウェル・ビーイングを高め、心身共に健康で安寧な生活を
送るためには、働く場においても、個人の努力だけでなく、組
織がそれを支援することが必要である。ウェル・ビーイングを 

高めることは、対人関係の改善や仕事への満足を促進し、モチ
ベーションの向上にもつながる。モチベーション・マネジメント
のこれからを考えるとき、ポジティブ心理学の流れ、またその中
でのウェル・ビーイングを目ざす施策がその重要性を増してくる
ことは、十分に予想できる。

我が国では2030年には人口の31.8％が、2055年には40.5%が
65歳以上の高齢者で占められるという予測がある。2015年の人
口統計でも、65歳以上の高齢者率は26.7%と、すでに3割近くを
占めるに至っている。しかし、65歳という政府統計上の高齢者
となっても、健康であればその先も働く意欲を持ち続ける人は
増え続けるであろうし、そうした人材を有効活用できるかどうか
が、企業・組織の生き残りにもつながってくる。ここにモチベー
ション研究の新たなヒントがあり、モチベーション向上を探る視
野をさらにウェル・ビーイングやシニア社員層対策を取り入れた
ものへと広げていくことが求められている。

以上
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注）
　　　　　　
1）ホーソン実験

米国ウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場において、1924年から8年間に
わたって行われた一連の実験的研究。当時隆盛だった科学的管理法の影響下
で、照明や休憩、作業時間などの物理的条件の変化が生産能率にどのような影
響を及ぼすかが実験的に検討された。予想に反して、両者の間に規則的な関係
は見いだせず、それよりも、仕事ぶりが周囲から注目されているという意識や、
作業を通じて生まれた連帯意識が、仕事への意欲を高め生産性につながること
が明らかにされた。人間関係論が生まれるきっかけとなった実験である

2）八つの要因
①道徳的正当化、②婉曲なラベル付け、③都合のよい比較、④行為の結果・帰
結の無視・歪曲、⑤被害者の非人間化、⑥被害者や環境への責任の転嫁、⑦責
任の置き換え、⑧責任の拡散

【図３】楽観的思考営業員と悲観的思考営業員の販売成績　　　（筆者作成）
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～損害保険業界での検討事例を踏まえて～

噴火リスクの定量的評価

１	噴火リスク
火山は美しい景色、温泉、地熱といった様々な恩恵をもたらす 

一方で、ひとたび噴火を起こすと人命を奪い、産業に打撃を与え
る危険も内在している。2017年11月に発生したインドネシア・バリ
島のアグン山（図1）や、2018年1月に発生した群馬県の草津白根
山の噴火が、地域の観光業に大きな打撃を与えたことは記憶に 
新しい。

自治体や企業にとって将来発生するかもしれない自然災害リ
スクを把握し対策をとることは、組織運営上の課題の一つであ
る。日本では地震や台風がその主な焦点だが、「噴火により企業
自身がどれだけの被害を受ける可能性があるか」ということが議
論されることは少ない。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社は、損害保険会社のリ
スク管理を支援するため、富士山噴火に伴う火山灰降下（降灰）
による支払保険金の損失額を評価した実績を有する。

本稿では、このような噴火リスクについて、その検討背景や
起こりうる火山現象・被害項目について概説し、降灰に関する 
定量的なリスク評価事例を踏まえながら、その活用可能性につい
て考察する。

要旨
噴火については、その被害予測の困難から、自治体や企業自身がどれほどの被害を受けるかを議論されることさえ 
未だ少ない。本稿では、火山対策に幅広く役立てることができる噴火リスクの定量的評価手法を解説し、その活用事例
を紹介する。
▪噴火に伴う火山現象と被害の様相は多岐にわたる。中でも降灰は、風の影響で時に数百km以上拡散し、その堆積の 

厚さにより社会の幅広い分野に様々な被害を発生させる。
▪定量的評価は、降灰の範囲や降灰量を推定するハザード評価と、資産の損害を推定する脆弱性評価を組み合わせて 

実施する。
▪降灰の定量的なリスク評価の取り組みでは、富士山の1707年宝永噴火を再現し、各資産の所在地における降灰量や 

損害を推定することにより、多地点同時発生リスクを検討した。

噴火リスク

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
総合企画部 リスク計量評価グループ
主任コンサルタント　　　　　 　河

か わ べ

辺 賢
け ん

【図１】2017年11月27日に発生したインドネシア・バリ島のアグン山の大噴火
（出典：インドネシア エネルギー鉱物資源省 火口地質災害対策局）
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噴火リスク

２ 損害保険業界における
噴火リスクの検討背景

損害保険業界のリスク管理を取り巻く環境は大きく変わってき
ている。例えば事業の健全性を測るための管理手法として経済
価値ベースのソルベンシー評価や国際会計基準、保険ＥＲＭ経
営注1）などへの対応が求められるようになった。これらの各種新制
度に対応するため、より高度なリスク管理体制が各損害保険会
社に要求されており、様々な自然災害リスクを計量・評価する重
要性が高まっている。

計量技術の高度化が進んでいる日本の地震リスクや台風リス
クについては、自然災害リスク分析モデル（以下、「自然災害モデ
ル」注2））による評価が主流となっている。自然災害モデルとは、経
験したことのない巨大災害を含む自然災害の損失リスクの定量
化を試みるために用いられる技術であり、1980年代後半の巨大
災害の頻発や情報処理技術の飛躍を背景に登場し、以降保険会
社や再保険会社等において急速に普及した1)。

しかし、地震や台風以外の自然災害モデルは未だ数少なく、定
量的リスク評価を精緻化する余地が残されている。このようなリ
スクは「非モデル化リスク」と呼ばれ、モデル化やリスク計量の必
要性が検討されている（表１）。

このような背景の中で、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループで
は、噴火リスクを重要な非モデル化リスクの一つに位置づけ、グ
ループ内で協働して定量的評価の検討を進めることとした。

　３	噴火が引き起こす災害
　

日本で火山災害警戒地域が指定された49の火山のうち、火
山ハザードマップが作成されているものは2017年3月現在で41
ある3)。このようなハザード情報を参照することで、噴火が影響
を及ぼす範囲や起こりうる被害を定性的に把握することができ
る。どのような火山現象が自身の資産にいかなる被害を与えう
るのか想定することが、噴火リスク評価の出発点となる。

⑴主な火山現象と発生する被害

噴火に伴い発生する主な火山現象は図2のようなものである。
溶岩流や噴石といった火山噴火から比較的イメージしやすい現
象に加えて、津波や洪水といった一見想定しにくい現象も起こり
うる可能性がある。また、それぞれの火山現象は発生要因やそ
の様態が異なるものの、建物のみならず農作物や交通機関など
様々な分野で被害を発生させると考えられている（表２）。

（出典：参考資料2）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図２】噴火が引き起こす主な火山現象　     （ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
【表２】火山現象と主な考えられる被害

（参考資料４）５）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【表１】過去の災害と非モデル化リスク

過去の災害(発生年) 災害発生時の非モデル化リスク

アメリカ同時多発テロ事件(2001) テロ

ハリケーン・カトリーナ(2005) 破堤、物価上昇、財物以外の損失

東北地方太平洋沖地震(2011) 津波、原子力発電所事故、間接事業中断

タイ洪水(2011) 洪水、間接事業中断

クライストチャーチ地震(2011) 前震・余震、液状化、土砂崩れ

火山現象 主な影響名称 説明
溶岩流 マグマが高温の液体のまま地表を流下 建物などの火災・埋没・破壊
噴石 直径50cm以上の大きな岩石等は、短時間で落下 建物などの破壊
降灰 火山灰が地表に降下（時に数百km以上風に流される） 農作物被害、交通麻痺、家屋倒壊、航空機のエンジントラブル
火山ガス 二酸化硫黄・二酸化炭素などが主成分 動物の死亡、植物枯死
火砕流・火災サージ 高温の火山灰や水蒸気などが一団となり高速で流下 建物などの火災・埋没・破壊、森林破壊
融雪型火山泥流 高熱による融雪が土砂や岩石を巻き込んで高速で流下 建物などの流失・破壊
土石流 降灰地域への降雨などにより土石や水が高速で流下 建物などの流失・破壊
洪水 火山灰等の流出・堆積による河積の減少などが要因 建物などの流失・破壊
岩屑雪崩 山体が崩壊しふもとの方向に高速で流下 建物などの埋没・破壊
津波 岩屑雪崩の湖や海への突入、湖底噴火などが要因 建物などの流失・破壊
水蒸気爆発 地底からのマグマや溶岩流が水域に流入することなどが要因 建物などの破壊
空振（くうしん） 気圧変化による空気の振動 窓ガラスなど建物の一部を破壊
火山性地震・地殻変動 マグマの移動や地下貫入などが要因 建物などの破壊

噴
火

リ
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【図３】降灰の厚さに対する想定被害項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考資料６）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

⑵降灰により想定される被害

降灰は、立ち上がった噴煙から風によって運ばれ、ときに数百
km以上拡散する。その範囲が地理的に広いことに加え、農作物
被害から航空機の航行停止まで様々な社会分野に影響が及ぶこ
とから、降灰は噴火リスクを評価する際の主たるハザードの一つ
となっている。海外を含めた過去の噴火事例や内閣府などによる
富士山噴火被害の検討から、降灰の厚さによって様々な被害が
発生することが想定されている（図３）。

４	降灰の定量的なリスク評価事例の紹介
噴火被害は3章に挙げたとおり多様な火山現象によるものが考

えられ、それぞれ大きな損失の発生が予想される。今回紹介する
事例では保険集積リスクの管理を目的に多地点同時発生リスク
を検討するため、より広範囲に影響を及ぼす火山灰の降灰による
損失リスクに対象を絞って検討を行った。

⑴降灰による保険損失額算定の流れ

まず、噴火リスクを計量するためには、噴火の発生確率と規
模の関係を求める必要がある。しかし、近年の学術的な研究に
よると、噴火の発生頻度は一つの火山の中でもバラつきが非
常に大きく、その発生確率を確率論的にとらえることが極めて
難しい。

そこで本取り組みでは富士山を対象に、1707年宝永噴火レベ
ルのシナリオを最悪ケースとして設定し、想定損失額を算出し
た。富士山を対象とした理由は内閣府の富士山火山防災対策協
議会において仮に噴火した場合に他の火山とは比較にならない
多大な被害や影響が生じる恐れがあると指摘されており、また、
保険の集積リスクが高い首都圏に大きな損失を発生させる可能
性があると考えたからである。

図４に保険損失額の算定フローを示す。以降でハザード評価、
脆弱性評価、想定被害額について説明する。

【図４】降灰による保険損失額の算定フロー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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⑵ハザード評価

ハザード評価では降灰の範囲や降灰量を推定する。高層の
風は降灰に大きく影響を及ぼすため、降灰シナリオを構築する
際に噴火条件は1707年の富士山宝永噴火と同等レベルに固
定したうえで、様々な風の条件で拡散範囲が変わることを考慮
することとした。内閣府火山防災マップ作成指針の中で自治体
向けに紹介されている火山灰降下シミュレーションプログラム

「Tephra2」により、1988年から2015年まで毎月観測された風
向・風速情報を用い、年月による条件の違いを考慮した336個

（28年×12か月）の異なる降灰ハザードマップを作成した7）。図5
に一例を示す。

⑶脆弱性評価

脆弱性評価では、リスク資産の所在地の降灰量に対して、リス
ク資産にその何割の損害が発生するかを評価する。そのための
ツールが被害関数であり、横軸に降灰量、縦軸に損害率（保険対
象物の価格に乗じると損害額が算出される比率）をとった関数で
ある。

本事例で評価したリスク資産（損害保険会社の契約対象）に
は、鉄骨造や鉄筋コンクリート造、また非住家や工場といった構
造や用途が含まれていた。これら各々の建物の特性を考慮した工
学的アプローチに加え、降灰被害データが乏しいことから積雪被
害データを基にした統計的アプローチによる検討を併用し、被害
関数を独自に構築した8)。一例として、工場建屋の被害関数を紹
介する（図6）。

⑷想定被害額の算出

ハザード評価、脆弱性評価を実施したのちに、リスク資産情報
を組み合わせることにより、想定被害額を算出することができる。
具体的には、降灰ハザードマップからリスク資産の所在地ごとの
降灰量を知ることができ、次に降灰被害関数により損害率を推
定し、リスク資産の価格に乗じることで想定被害額を算出した。
この想定被害額は異なる降灰ハザードマップごとに算出できるた
め、どのような風向・風速の際に保険集積リスクが最大になるか、
といった検討を実施することが可能である。

【図５】異なる観測期間の風の情報を使用した降灰ハザードマップの例　　　　　　　　　　（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図６】工場建屋を対象とした降灰被害関数の作成 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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噴火リスク

　５	企業や自治体での火山対策への活用
2014年の御嶽山の噴火を踏まえて活動火山対策特別措置法

が改正・施行され、2年半が経過しようとしている。これに伴い火
山ハザードマップの整備が進むと同時に、警戒避難体制を強化す
る地域や企業も増えていくものと思われるが、降灰量や建物被害
棟数といった災害を定量的に把握する取り組みはあまり進んで
いないように見える。

一方、損害保険業界では、リスク管理体制への要求水準が高
まるのに呼応して、地震や台風のリスクについては自然災害モ
デルを用いた定量的リスク評価を行うことが主流となっている。
本稿では、この手法を火山噴火に応用し、特に富士山噴火によ
る降灰が保険会社のポートフォリオに及ぼす集積リスクを算出
した事例を紹介した。

この定量的な評価手法は、財物への被害レベルの推定、事業
継続の評価といった、企業や自治体にとっての火山対策にも活用
できる。具体的には図７のように、任意の火山および噴火シナリ
オからハザードマップを作成し、評価対象地点の降灰量や被害
程度を推定することが可能になる。

損害保険業界のみならず社会全体でのリスクマネジメントに
活用してもらうことを企図し、噴火をはじめとした非モデル化リス
クの定量的評価に取り組んでいきたい。

【図７】噴火リスク評価の活用イメージ　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 （ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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注）
　　　　　　
1)保険ERM経営

ERM(Enterprise Risk Management)とは、多様なリスクを統合的に管理し、
事業全体でコントロールする統合リスク管理のことである。保険ERM経営とは、
保険会社におけるERMを中核とした経営を指し、例えば「各社の経営理念・ミッ
ションなどを前提として、とるべきリスクと許容しうる損失を定め、健全性を確
保しつつ収益性の維持向上を図り、企業価値の継続的な拡大を目指す経営」9）

などと捉えられる
2）自然災害モデル

自然災害モデルとは、損害保険会社で自然災害による保険損失額を定量的に
算定するために用いられているモデルであり、以下の①〜③の順番でリスク分
析が行われる。まず、①ハザードモジュールにより、リスクとなりうる全イベント

（例：日本で発生しうる地震群）をセットしたカタログを生成し、それぞれのイベ
ントに対し保険の対象物に生じる外力（例：地震動）を計算する。次に、②脆弱性
モジュールにより、保険対象物の外力に対する強さ、壊れやすさを考慮し、どの
程度損失が発生するか損失率を算出して保険対象物の価格を乗じることで損
失額を算出する。そして最後に③ファイナンシャルモジュールにより、保険条件

（例：支払限度額）を考慮することで保険損失額を算出する。
対象とするリスクによってはイベントに確率を与えることにより確率論的にリス
クをとらえることができる
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三井住友海上火災保険株式会社
営業推進部 法人マーケット推進チーム
2017年度自治体職員派遣研修生 
特別推進役　　 伊

い と う

藤 幸
こ う す け

佑 氏（静岡県研修生）

年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

件数 1,128 1,422 837 941 1,184 788 1,492

生態系を利用した防災・減災取組と
地方創生について

要旨
▪浜松市は、地域の産業振興と森林の持つ防災・減災機能の維持・強化を同時に進める「浜松版グリーンレジリエンス」に

取り組んでいる。
▪浜松市の取り組みから、地域の自然資源・生態系を利用した経済の循環による地方創生を推進することが、地域に 

おける継続性のあるレジリエンス強化につながることが明らかとなった。

～浜松版グリーンレジリエンスに関する考察～

１	自然災害への備え
日本では年間1,000件近くの土砂災害が起きており（表１）、近

年では、平成26年の広島土砂災害、平成29年の九州北部豪雨で
の土砂災害などが記憶に新しい。国土の7割以上を山地・丘陵で
占める日本は、地殻変動が活発な変動帯にあることから、土砂災
害が起きやすい。さらに、台風や大雨が多いことも、日本における
土砂災害の誘因となっている。

自治体は、土砂災害の脅威に対して、急傾斜地崩壊危険区域
での擁壁の設置や、砂防指定地での砂防堰堤の設置などによ
り対策を行うが、多額の建設費用に加え、維持管理費や更新費
の増大も問題となっていくことが推定されている（次頁図１）。 

今後は、人口減少による税収減も重なり、限りある公的資金で
は、ハード対策の推進は現在より一層厳しくなることが予想され
る。そのため、避難経路・避難方法の住民への周知といったソフト
対策や、生態系の持つ機能を活用した対策など複合的な防災・
減災対策が求められていく。

本稿では、森林の持つ防災・減災機能の維持や強化を進めな
がら、同時に産業を振興する浜松市の取り組みを通して、人口減
少社会における地方のレジリエンス強化策を考察してみたい。

【表１】土砂災害発生件数（単位：件）

（出典：国土交通省「土砂災害発生事例1）」を基に筆者作成）
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２	森林の機能と防災・減災への活用
地域の防災・減災対策を考えるうえで、近年、生態系の持つ防

災・減災に関わる機能が注目されている。環境省は平成26年度と
平成27年度に「生態系を活用した防災・減災に関する検討会」を
設置した。検討会では、災害リスクの低減に寄与する生態系の役
割を整理し、地域の将来像を描く中で生態系を活用した防災・減
災を進める際に必要となる基本的な視点や活用手法についてま
とめている。また、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議
会は、平成28年に自然資源による国土強靭化と地方創生を連携
させた「グリーンレジリエンス」の考え方を提唱した注1）。平成29年
3月には「第1回グリーンレジリエンス大賞」が発表され、浜松市の

「浜松版グリーンレジリエンス」の取り組みが最高賞のグランプ
リに選出された（表２）。　

３	「浜松版グリーンレジリエンス」の概要
浜松市は、地域の産業振興と森林の持つ土砂災害の防止、水

源のかん養などの防災・減災機能の維持・強化を同時に進める
「浜松版グリーンレジリエンス」に取り組んでいる。本稿をまとめ
るにあたり、浜松市の林業振興課に「①取り組む背景」、「②制度
や取組内容」、「③制度推進による効果」の項目について、以下の
とおりヒアリング調査を実施した。

⑴取り組む背景

古くから林業が盛んであった浜松市は、平成22年3月に市と民
間企業が合同でＦＳＣ（Forest Stewardship Council）森林認
証注2）を取得したことで、官民一体でＦＳＣ森林認証を根幹に置
いた森林づくりに取り組むこととなった。

【図１】従来どおりの維持管理・更新をした場合の推計　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：国土交通省「国土交通白書2012」2））

賞 タイトル・取組内容 受賞団体

グランプリ 浜松版グリーンレジリエンス 浜松市

金賞 上西郷川における民-官-学の協働による地域に根ざした
里川づくりの実践

福津市、上西郷川日本一の郷川をめざす会、
九州大学、福間南小学校

最優秀賞 ベーテル麻機活動 麻機遊水地保全活用推進協議会ベーテル部会

最優秀賞 農地石積みの技術継承と修復 石積み学校

最優秀賞 津波に被災した田んぼの生物文化多様性を活用した復興 特定非営利活動法人田んぼ

最優秀賞 西之谷ダム 鹿児島県、熊本大学大学院、九州大学工学研究院

【表２】第１回グリーンレジリエンス大賞受賞団体と取り組み

（出典：一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会「『ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）2017』表彰式を開催」3）を基に筆者作成）



RMFOCUS Vol.65 〈2018 Spring〉　32

自治体におけるRM①

浜松市は、平成17年7月に12市町村が合併し、東西の幅約
52km、南北の幅約73kmの全国2位（平成29年10月現在）の広大
な市域をもつ自治体となった。浜松市の市域面積の66％にあたる
約10.3万haは森林であり（表３）、多くが山間部の天竜区に分布
している。日本三大美林に数えられる浜松市の森林は、明治時代
に金原明善が天竜川の洪水で苦しむ人たちのために、治山治水
を目的として川の上流に植林したことがはじまりとされている。そ
れ以降、多くの人たちの努力により、森林づくりの高度な技術と
知恵が蓄積された日本有数の木材産地となった。

⑵取組内容および推進体制

森林および林業に関する地方公共団体の役割は、森林・林業
基本法の中で「国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共
団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定
し、及び実施する責務を有する。」と規定されている。浜松市では、

「浜松市森林・林業ビジョン」を策定し、林業に関わる施策とし
てＦＳＣ森林認証制度に基づく森林整備・管理、天竜材の利用拡
大、林道整備や治山事業などのインフラ整備や森林啓発活動な
どを行っている（表４）。

森林面積合計 国有林
民有林

民有林合計 県有林 市有林 財産区有林 私有林

102,715.20 21,258.51
81,456.69

(人工林:62,265.21)
(天然林:19,191.48)

1,947.28 872.87 465.08 78,171.46

【図２】ＦＳＣ森林認証されている天竜林:浜松市天竜区横山町　　　（筆者撮影）

【表４】浜松版グリーンレジリエンスの主な取り組み

【表３】浜松市の森林面積（単位:ha）

（出典：浜松市「森林資源を活用した産業振興と都市の強靭化−浜松版グリーンレジリエンス−」4））

1．ＦＳＣ森林認証制度に基づく森林整備・管理

◦森林環境保全直接支援事業（間伐、除伐、再造林等の支援）
◦低コスト林業推進事業（森林作業道等の開設支援）
◦林業機械・施設整備事業（高性能林業機械の導入支援）
◦森林整備地域活動支援事業（森林経営計画の策定支援）
◦林業従事者育成支援事業（新規雇用者の給与支援、ＦＳＣ

の規定に基づく林業従事者の安全装備対策の支援）
◦森林認証推進事業（ＦＳＣ森林認証面積等の拡大）

2．天竜材（ＦＳＣ認証材）の利用拡大

【地産地消】
◦天竜材の家百年住居（すまい）る事業（天竜材を活用した住

宅建設の支援）
◦天竜材地産地消推進事業（地産地消を加速する浜松地域

のトップランナーの取り組みを支援）
◦浜松市公共部門における地域材利用促進に関する基本方

針（地元材・ＦＳＣ認証材利用のルール化）
◦浜松地域ＦＳＣ・ＣＬＴ利活用推進協議会（天竜材・ＦＳＣ認証材）
【地産外商】
◦天竜材国内販路拡大事業（全国で事業を展開する大企業

等に対する天竜材のセールス活動）
◦天竜材製品開発支援事業（天竜材を使用した木製家具等

の開発と全国流通の支援）
◦天竜材海外輸出事業（中国、韓国、台湾等への天竜材輸出）

3．森林啓発、インフラ整備

◦森林・環境教育講座
◦緑の防潮堤整備
◦林道整備
◦治山・治水整備

（出典：浜松市「森林資源を活用した産業振興と都市の強靭化−浜松版グリーン
レジリエンス−」4））
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また、平成28年6月には業界の垣根を超え地域内外から121社・
団体が参加した浜松地域ＦＳＣ・ＣＬＴ注3）利活用推進協議会を
設立し、木材の供給サイドと利用サイド相互に情報共有できる体
制が確立された。官民一体となった推進体制が整っていること
が、浜松市の強みといえる（図３）。

⑶制度推進による効果

浜松市は前述の取り組みにより、ＦＳＣ森林認証面積は平
成22年から平成28年で2.8万haから4.4万ha（市内民有林の約
70％）に拡大し、ＦＳＣ森林認証取得面積は市町村で日本一と
なった。日本全土におけるＦＳＣ森林認証の森林面積が、約39万
haであることから5）（平成28年12月現在）、浜松市のＦＳＣ森林認
証取得面積が非常に大きいことがわかる。また、市内の中小製材
事業者などが連携して供給体制を整えたことにより、ＦＳＣ認証
材の素材生産量も同期間で1.8万m3から8.0万m3に拡大し、日本
有数のＦＳＣ認証材の安定供給地となった。

さらに、全国で初めて市内公共物などの整備に木材および 
ＦＳＣ認証材の使用促進をルール化し、天竜材の利用を推進して
いる。天竜材は公共部門のみならず、市内外の物件での利用に広
がりを見せている（図４、５）。

【図３】浜松地域ＦＳＣ・ＣＬＴ利活用推進協議会の組織
（出典：浜松市「森林資源を活用した産業振興と都市の強靭化−浜松版グリーンレジリエンス−」4））

【図５】県内の金融機関店舗での天竜材利用

（出典：いずれも浜松市「ＦＳＣ森林認証 主な活動経過」6））

【図４】市内学校での天竜材利用
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４	提言政策
浜松市の林業施策から見えてきたことは、地域に既に存在す

る資源を上手に活用し、持続可能な体制を整える必要性である。
持続可能な体制には、初期段階で関係者の意思統一が必要であ
り、浜松市はＦＳＣ森林認証制度を共通テーマとすることで、関
係者に方向性を示すとともに、施策推進の下地を整えた。ＦＳＣ
森林認証制度では、持続可能な森林づくりに必要な審査項目が
設定されているため、林業関係者の取組目標が明確化される。ま
た、防災の観点からは、ＦＳＣ森林認証取得に必要かつ適切な森
林管理計画の策定などへの取り組みにより、森林の持つ防災機
能の保持というハード面におけるプラス作用に加え、林業関係者
の中で森林の持つ防災効果が意識されるというソフト面のプラ
ス作用につながったと考えられる。このように、共通のテーマ設定
による地域住民の意思統一や合意形成は、地域のレジリエンス
力の向上につながると考えられる。　

また、浜松市の林業施策では持続可能な林業のため、広域的
な連携体制を構築した点に注目できる。林業が家業として成り立
つためには、伐採された木が加工業者により加工され、商品とし
て売れることが必要であり、商品需要が高まることが木材生産地
の振興につながる。浜松市は「木が伐採され」、「木材として加工
され」、「生産物として消費者に届く」林業のサイクルを意識して
施策を実施している。幸いにも浜松市は平成の大合併により、木
材の生産地である山間部と木材製品の消費地である都市部がひ
とつの行政区となったことで、市として林業のサイクル全体のコン
トロールが可能となった。また、浜松地域ＦＳＣ・ＣＬＴ利活用推
進協議会を設立したことにより、木材の供給サイドと利用サイド
相互に情報共有し、林業振興に向け関係者が連携協力できる体
制を整えた点も、施策全体をより強固なものにしている。このよう
に、林業振興には、生産地や消費地の地域を超えた広域的な取
り組みが必要となる。防災面においても、同じ水系を持つ自治体
間においては、川上の自治体で森林の保持力が減少し、水量が増
加すれば川下の自治体の水災害のリスクは大きく増加するなど、
川上の環境が川下に大きく影響を及ぼすことを意識し、広域的に
連携していかなければならない。

経済と防災両方の観点から、行政と民間、さらには木材の供給
サイドと利用サイドが協力する体制づくりが必要である。それら
の関係者が林業振興のサイクルを循環させることにより、持続可
能な林業が実現でき、地域の経済発展が推進されると同時に森
林の持つ防災力が維持されていく。

５	地域のレジリエンス強化に向けて
人口減少社会における防災・減災対策は、既存のハードに加

え、今ある資源を上手に活用することによって平時から地域のレ
ジリエンス力を向上させることが必要である。今回の浜松市のグ
リーンレジリエンス取組は、古くから地域の資源として存在した
天竜林を活用し川上と川下の連携体制を整え、生業として経済
循環させることに成功した。このように地域の自然資源・生態系
を利用した経済の循環による地方創生を推進することが、地域に
おける継続性のあるレジリエンス強化につながることが明らかと
なった。

以上

参考文献・資料等

１）国土交通省「土砂災害発生事例」＜http://www.mlit.go.jp/
mizukokudo/sabo/jirei.html＞（最終アクセス2018年3月1日）

２）国土交通省「国土交通白書2012」
３）一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会「『ジャパン・レジ

リエンス・アワード（強靭化大賞）2017』表彰式を開催」＜http://
resilience-jp.org/wp-content/uploads/2017/03/8dd4bb65d44
cf90c606be92868688446.pdf＞（最終アクセス2018年3月1日）

４）浜松市産業部林業振興課「森林資源を活用した産業振興と都市の強
靭化−浜松版グリーンレジリエンス−」2017年

５）ＦＳＣジャパン「ＦＳＣの広がり」＜https://jp.fsc.org/jp-jp/
fscnew/1-6-fsc＞（最終アクセス2018年3月1日）

６）浜松市産業部林業振興課「ＦＳＣ森林認証 主な活動経過」＜https://
www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/portal/ringyou/
fsc/index.html＞（最終アクセス2018年3月1日）

注）
　　　　　　
1）グリーンレジリエンスの考え方

一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会が提言している概念。防災・
減災機能など自然生態系が有する多様な機能をグリーンインフラおよび 
Ｅｃｏ-ＤＲＲ（生態系を活用した防災・減災）として積極的に用いるなど、地域が
有する自然や地形など地域資源が発揮する機能やもたらす資源を賢く活用
し、地域の豊かさを維持・向上させる、国土強靭化と地方創生を連携させ相乗
効果を高める考え方

2）ＦＳＣ森林認証
ＦＳＣ森林認証とは、ドイツに本部を置く森林管理協議会が、森林経営の持続
性や環境保全への配慮に関する一定の基準に基づいて森林を認証するととも
に、認証された森林から産出される木材および木材製品を分別し、表示管理す
ることにより、消費者の選択的な購買を促す仕組み

3）ＣＬＴ
ＣＬＴとはCross Laminated Timberの略称で、ひき板を並べた後、繊維方向
が直交するように積層接着した木質系材料である。厚みのある大きな板であ
り、建築の構造材の他、土木用材、家具などにも使用されている
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自治体におけるRM②

三井住友海上火災保険株式会社
営業推進部 法人マーケット推進チーム
2017年度自治体職員派遣研修生 
特別推進役　　 米

よ ね だ

多 景
け い こ

子 氏（埼玉県研修生）

子どもを預かることのリスク

要旨
▪待機児童の解消のため、保育所等の数は年々増加している。また、社会的養護においては、里親委託が推進され、増加 

している。
▪里親の支援については、精神的なケアに関するものが多く、保育における事故予防のような取り組みは、個別対応が

中心である。
▪事故予防の対策は保護者にとって大きな関心事であり、里親支援においても安全な家庭環境にかかる研修を取り 

いれる等、国・自治体はさらに手厚い支援をすべきである。

～保育と里親～

女性活躍の推進のため、保育所等利用待機児童の問題を解決
する必要があり、保育所等の数は年々増加している。また、児童福
祉法に基づき血縁も法的関係もない児童を養育する里親への委
託が推進され、年々里親委託が増加している。
「子どもを預かる」という点で保育所等と里親は共通している。

また、子どもを預ける保護者達にとって、事故を起こさないための
安全対策は大きな関心事である。保育も里親も、子どもを預かる
という責任がある。そこで、児童福祉の観点から、保育所等と里親
制度の現状と課題、安全対策について調査を行った。

１	保育所等における課題と対応策
⑴現状

①待機児童の解消に向けて
「保育所等利用待機児童」とは保育所等注1）への入所申請がな

されており、入所条件を満たしているにもかかわらず、保育所等に
入所できない状況にある児童のことである。

2017年4月1日現在の待機児童は26,081人で、前年比2,528人の
増加である。女性就業率や保育所等の利用率が年々増加してい
るため、対応が追い付いていない（図１）。

そこで、厚生労働省は2017年6月「子育て安心プラン」を策定し、

【図１】待機児童数と保育所等数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考資料1）を基に筆者作成）
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待機児童の解消に必要な受け皿約22万人分の予算を2018年度
からの2年間で確保することとした。遅くとも2020年度末までに全
国の待機児童を解消する目標である。

また、企業主導型保育施設の開設も進んでいる。企業主導型保
育施設は、従業員向けの福利厚生などを目的に企業が主体となっ
て運営する保育施設である。認可保育施設である「事業所内保育
施設」と異なり認可外であるが、認可保育施設並みの助成を受け
取り、開設をすることができる。

⑵課題

①保育所等を取り巻くリスク
ここで、保育所等を取り巻くリスクについてみていきたい。開設

数が増加傾向にある保育所等には様々なリスク（表１）がある。

リスクへの対策として、リスクコントロールとリスクファイナンシ
ングの二つがある。

まず、リスクコントロールは、リスクの大きさをできる限り小さく
する手法である。そして、リスクファイナンシングは、損害が発生し
た場合に備えて、あらかじめ必要な資金等を準備することである。

リスクコントロールの例としては、表２のとおりである。

また、リスクファイナンシングの例としては、独立行政法人日
本スポーツ振興センターの災害共済給付と、民間保険会社が
提供する保険がある。

②職員の確保と処遇改善
保育所等の受け皿を増やすためには、そこに従事する保育士等

の存在が不可欠であるが、十分な人数を確保しているとはいえな
い。2017年10月現在の保育士の有効求人倍率は全国で2.76倍注2）

であり、自治体が保育所等の整備を急いでも、その運営に不可欠
な保育士の採用が追い付いていない。また、保育士の資格を持ち
ながら、保育士として働いていない人（潜在保育士）は約80万人注3）

いるといわれている。
2011年度の厚生労働省委託事業「保育士再就職支援に関する

調査等事業」の報告書によると、多くの働いている保育士が「責任
の重さに対して給与が安い」と感じていることがわかった。そして、
今後リスクマネジメントを強化し、保育士個人が責任の重さを感
じないよう全体で支える仕組みづくりが求められているという提
案がなされている（図２）。

　

また、処遇を改善する一つの方法として、特定教育・保育等に要
する費用の額の算定において、2017年度、「技能・経験を積んだ職
員に対する処遇改善のための加算」が創設された。加算にあたっ
て、2017年度は研修要件を課さなかったが、2018年度以降は職員
の研修の受講状況等を踏まえ決定される。これらを踏まえ、保育
現場におけるリーダー的職員等に対する研修内容や研修の実施
方法等について、「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」注4）

が定められた。

③安全対策の強化
厚生労働省は、都道府県等に対して、施設従事者の不注意な

どによる事故が発生することがないよう指導の徹底を図るととも
に、万一不慮の事故が発生した場合には、厚生労働省に速やか
に報告することを求めている。また、保育所等で重大事故等が発
生した場合、保育所等から市町村、認可外保育施設から都道府
県への速やかな報告が行われるよう、都道府県に指導を依頼して
いる。

2015年2月、内閣府、文部科学省、厚生労働省の連名で「特定教
育・保育施設等における事故の報告等について」が発出され、重
大事故注5）についての報告方法が示された。

2016年3月、特に重大事故が発生しやすい場面ごとの注意 

①子どものリスク ケガ、感染症、集団食中毒など
②施設や用具のリスク 火災、設備老朽化、不審者侵入など
③人や組織のリスク 職員の確保、人権、保護者対応など
④情報のリスク 個人情報漏えい、守秘義務違反、ＳＮＳなど
⑤活動環境のリスク 交通事情、周囲の治安など
⑥経済面のリスク 保険料未納、家賃上昇など

リスクの回避 リスクの発生そのものを回避する手法
・自動車事故のリスクを回避するために、車両を使用しない

損害の
予防・低減

リスクの損害発生頻度をおさえることや、リスク規模を低減
させる手法
・段差をなくす
・事故発生時の緊急連絡網を整備する

リスクの
分離・移転

リスクを分散させる、バックアップをとる、あるいは契約に
よって他者へリスクを移転する手法
・子どもの記録のコピーを念のためとっておく
・車両を購入せずに、リース契約で使用する

勤務内容と比較した給与 給与が安いと感じる理由

【表１】保育所等のリスクの種類

【表２】リスクコントロールの例

【図2】保育士の意識と復職支援　　　　　　（参考資料2）を基に筆者作成）

①雇用時間のマッチング ④事務作業の効率化
②ワークシェアリングの推進 ⑤リスクマネジメントの強化
③保育士向け子育てサポートの充実 ⑥離職防止のための保育士評価制度

保育園側ができる復職支援

自
治

体
に

お
け

る
RM

②



37　RMFOCUS Vol.65 〈2018 Spring〉

事項や、事故が発生した場合の具体的な対応方法等について、
内閣府、文部科学省、厚生労働省の連名で「教育・保育施設等に
おける事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインに
ついて」および地方自治体に対して、重大事故の再発防止のため
に、死亡事故等の重大事故については、事後的な検証を実証する
よう「教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事
後的な検証について」を地方自治体あてに通知し、施設・事業者
に周知した。

また、認可外保育施設注6）での死亡事故が多く、特に午睡中の
死亡事故が多いことから（表３）、2016年10月、ガイドラインの取り
組みの周知徹底と重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項
を記載した周知啓発資料等を地方自治体あてに通知し、周知して
いる。

その他、2015年6月から、教育・保育施設等で発生した事故情報
を内閣府ホームページで公表している。この情報は、保育事業者
等が今後の取り組みを強化していくために活用することができる。

⑶具体的な取り組み例

①福島県
福島県は2017年度に県の委託事業として、保育所等の職員を

対象に「保育所等安全対策推進研修」を実施した。

事業名：平成29年度福島県保育所等安全対策推進研修
目　的：保育所、認定こども園、地域型保育事業、地域子ど

も・子育て支援事業、認可外保育施設及び認可外の
居宅訪問型保育事業における保育中の死亡事故等
の重大事故を防止するため、事故防止、事故発生時
の対応等に必要な知識、技術の修得、資質の確保に
必要な研修を実施し、児童に対し安心・安全な保育
を行っていくこと

研修カリキュラムは研修科目1・2を中心とし、実務で必要なアレ
ルギー対策についてもあわせて学習ができる構成とした（表４）。
なお、会場・日程等については、表５のとおりである。

上記研修を行うことを踏まえ、保育所等の安全対策に関して、
福島県こども未来局子育て支援課の担当者にお話をうかがった

（2017年9月15日）。
Ｑ．「保育所等安全対策推進研修」を実施することにしたきっかけ

を教えてください。
Ａ．2016年8月に公表された2017年度の厚生労働省の概算要求資

料で、安全対策に関する事業注7）の創設を知ったのがきっかけ
です。
福島県では、保育所等の安全対策の他、以下の子育て支援施
策を行っています。

こうした中で、県として、子どもを安全・安心に預かるためにはど
うしたら良いか、監査の他に何かできないかと考えました。
2017年度、厚生労働省の保育対策総合支援事業費補助金を
申請し、公募を行い、選考した結果、インターリスク総研に委託
することが決定し、事業を開始しました。

Ｑ.「保育所等安全対策推進研修」の反響はどうでしたか。
Ａ．まだ研修実施中ではありますが、受講者には好評です。研修会

（参考資料3）を基に筆者作成）

【表５】研修日程・会場等   

【表４】福島県研修カリキュラム

【表３】死亡事故発生時の状況

2016年度 認可保育所 家庭的
保育事業

その他認可外
保育施設 合計

睡眠中 3件 0件 7件 10件
プール活動
・水遊び 0件 0件 0件 0件

食事中 0件 0件 0件 0件
その他 2件 1件 0件 3件
合計 5件 1件 7件 13件

研修カリキュラム
研修科目１ 事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン解説
研修科目２ 事故の発生防止のための事後的な検証
研修科目３ 保育所等におけるアレルギー対応
研修科目４ 保育所等における感染症対策

会場 日程 申込者 修了者
郡山

（定員120名） 8月26日（土） 115名 105名

会津若松
（定員120名） 9月 9日（土） 69名 64名

いわき
（定員80名） 9月16日（土） 58名 44名

福島県の主な子育て支援施策（平成29年度）

丸「ワーク・ライフ・バランス大賞」平成17年度〜
子育てしやすい職場環境づくり、仕事と家庭の両立支

援に取り組んでいる企業を認証する「福島県次世代育成
支援企業認証制度」を実施、認証を取得している企業のう
ち「ワーク・ライフ・バランス」取り組みが特に優れた企業
に対して表彰
丸子育て支援を進める県民運動

11月の第3日曜日を「子育ての日」、その前後各1週間を「子
育て週間」と定め、イベントや啓発事業を集中的に実施
丸市町村妊娠出産包括支援推進事業

市町村が妊娠・出産包括支援事業を実施する体制を
整備するための会議、研修会の実施
丸保育士就労支援事業

保育人材確保のため、保育士養成校進学希望者向け
の広報や未就業の保育士に対する就職支援を実施
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の開催については、保育所等施設には受託会社のインターリ
スク総研から、市町村には県から周知をしました。研修1日目は
テレビ取材があり、後日、その内容が子ども向け番組の後に放
映されました。その番組をみた方々から「県がこのような事業
をやっていることを知らなかった」というお声をいただき、県が
子どもを安全・安心に預かるために取り組んでいることを知っ
ていただけるきっかけになったと考えています。

Ｑ．子どもを安全・安心に預かるための取り組みとして、研修以外
に実施していることはありますか。

Ａ．2017年度の新規事業において、保育所等の安全対策として「巡
回支援指導員」を子育て支援課に2人配置し、事故防止の取り
組みを進めています。これまでに200箇所近い施設を巡回し、危
険箇所がないか確認しています。また、この機会に、施設に対し
国の事故防止ガイドラインの再度の徹底も行っています。初年
度のため、試行錯誤しながら取り組んでいるところです。

なお、研修後に実施したアンケートでは、ほぼ100％の受講者
が新たな知識やスキルを習得することができたと回答している

（図３）。また、毎年の開催や回数の増加、役職毎の研修開催を
望む声もあった。

②公益財団法人児童育成協会
企業主導型保育助成事業の実施主体である公益財団法人児

童育成協会では、企業主導型保育事業実施事業者を対象に、保
育安全研修会を実施している。

また、企業主導型保育事業の助成施設に対しては、認可外保育
施設として、原則として年1回以上、自治体が立入調査を担ってい
るが4）、それとは別に公益財団法人児童育成協会による年1回の
立入調査や抜き打ちによる午睡時調査等が行われる。また、指導
監査のチェック項目には「安全研修への参加」を盛り込んでおり、
事故予防等の取り組みを強化している5）。

③その他
保育士等キャリアアップ研修については、社会福祉協議会・保

育協会等や民間企業への委託または指定で実施している自治体
が多い。

その他、保育士の確保・就業支援のための取り組み(就職する
保育士への支度金の支給、セミナーの開催等)や保育施設の安全
対策の取り組み（ベビーセンサー注8）や監視モニターの導入に対す
る費用補助等）が行われている。

２	里親における課題と対応策
⑴現状

①里親制度とは
里親制度は、児童福祉法注9）に基づき、児童相談所が要保護児

童の養育を委託する制度であり、里親は表６の4種類である。

②里親になるために
里親になるために、まず里親に興味がある者は、里親入門講座

などの説明会に参加する。そこで、里親になりたいと思った場合
は、里親の研修を受講する。そして、研修を修了し、児童福祉審議
会等での審査を経て認定されると里親として登録される。

里親は夫婦でなければならないわけではなく、ひとり親世帯へ
子どもが委託されることもある。また、里親の年齢や職業も様々で
ある。

③里親と養子縁組の違い
養子縁組は、民法に基づいて法的な親子関係を成立させる制

度であり、養親が子どもの親権を持つ。養子縁組が成立した家庭
に、自治体などからの特別な金銭的支援はない。

一方、里親の場合、親権は変わらず、都道府県等は、里親手
当注10）および養育に要する一般生活費、教育費等の費用を里
親に対する措置費として支払う。

④里親委託の推進
社会的養護は、保護者のない児童や、保護者に監護させること

が適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとと
もに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことである。
子どもの養育の特質にかんがみれば、社会的養護は、できる限り
家庭的な養育環境の中で、特定の大人との継続的で安定した愛
着関係の下で行われる必要がある。そのため、社会的養護におい
ては、家庭養護（里親、ファミリーホーム注11））を優先するとともに、
施設養護（乳児院、児童養護施設等）もできる限り家庭的な養育
環境の形態に変えていく必要があるとされている。

政府は、少子化社会対策大綱（2015年3月閣議決定）におい
て、家庭養護の推進を図るため、里親等委託率を2013年度末の
15.6%から2019年度末までに22%に引き上げる目標を掲げた。

【表６】里親の種類

【図３】アンケート結果　　　　　　　　　  （ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

自治体におけるRM②

養育里親 保護者のない児童や保護者に監護させることが不適当と
認められる児童（要保護児童）を養育する里親

専門里親 養育里親のうち、虐待や非行、障害などの理由により専門
的な援助を必要とする児童を養育する里親

養子縁組里親 養子縁組によって児童の養親となることを希望する里親

親族里親
両親等の死亡、行方不明、拘禁等の理由で保護の必要が
ある児童の扶養義務者である親族（祖父母など）が当該児
童を養育する里親
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里親等委託率…社会的養護を受ける子どものうち、里親及
びファミリーホーム委託の割合

里親等委託率＝里親等委託児童数／（児童養護施設・乳児
院入所児童数＋里親等委託児童数）

里親等委託率は、2016年度末で18.3％であるが（図４）、自治体
間で大きな差があり注12）、また、近年で委託率を大幅に伸ばした自
治体もある。

さらに、2017年8月に厚生労働省が公表した「新しい社会的養
育ビジョン」において、「愛着形成に最も重要な時期である3歳未
満については概ね5年以内に、それ以外の就学前の子どもについ
ては概ね7年以内に里親委託率注13）75％以上を実現し、学童期以
降は概ね10年以内を目途に里親委託率50%以上を実現」すべき
としている。

⑵課題

①里親の特徴
里親に委託された子どもには、虐待を受けた経験や心に傷を持

つ子どもも多く、様々なことが原因で育てづらさがでる場合があ
る。また、里子は必ずしも0歳から委託されるわけではないため、里
親が子どもの発達過程を実際に経験していない場合が多い。

里親も、養育経験がある者から、全くない者までいる。また、
養育経験があり、養育に対する考えが確立しているほど、子ど
もの反応に驚いてしまうこともある。状況に応じた支援が必要
である。さらに、養育について、実親等から損害賠償請求を受け
る可能性もあり、その点でも精神的な負担を感じることもある 

（表７）。リスクファイナンシングとして、里親は（一般の子どもの保
険では里親・里子が対象にならないため）自治体や里親会等を通
して、里親保険に加入することが多い。

②里親の支援体制
里親には、研修、相談、里親同士の相互交流、レスパイト・

ケア注14）（里親の休息）など様々な支援を行い、里親の孤立化を防
止する必要がある。

里親の研修は、登録・更新に必要な研修とその他の研修が 
ある。登録・更新に必要な研修は省令で定められており、自治体毎
に大きな差はないが、その他の研修については、自治体ごとに異な
る。里親特有の内容（子どもの精神的なケアに関するものなど）が
多い。

2012年度から、乳児院と児童養護施設に里親支援専門相談員
（里親支援ソーシャルワーカー）を配置することができるように
なった。里親支援専門相談員は、児童相談所の里親担当職員や
里親委託等推進員とともに、里親委託の推進と里親支援を行う。

里親支援機関は、里親会、児童家庭支援センター、里親支援専
門相談員を置く施設など様々な主体が参加し、それぞれの特色に
応じて役割分担と連携を図り、里親制度の普及促進、里親委託推
進、里親支援の事業を行う。

③里親の普及
里親の認知度が高いとはいいがたい。2017年11月に公益財団

法人日本財団が実施した「『里親』意向に関する意識・実態調査」
でも、里親の認知度については大半が「名前を聞いたことがある
程度」であり、「里親への経済的なサポートの存在」や「子どもを預
かる期間は様々である」こと等はほとんど知られていないことがわ
かった。

④被措置児童等虐待の防止
社会的養護の施設等では、体罰は禁止されており、不適切な関

わりは絶対に許されない。しかし、一部に不適切な事例があること
から、2009年4月に施行された児童福祉法改正により、施設職員

【図４】里親等委託率と里親等委託児童数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考資料6）を基に筆者作成）

【表７】里親の特徴

里親

養育経験の差（全くない、実子を育てたことがある等）
他人の子を発育途中から育てる（子どもの発達過程を実際に経
験していない）
相談しにくい（里親ということを周囲や里子に伝えないことがあ
る、自治体の担当者は数年で変わる）
実親等からの損害賠償請求の可能性
施設と違い組織的な対応が難しい

里子 被虐待児・発達障害
新たな環境→慣れていない、情緒や言動に激しい揺れ、試し行動

その他 個人的養育ではなく社会的養育
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等による被措置児童等虐待注15）について、都道府県市等が児童本
人からの届出や周囲の者からの通告を受けて、調査等の対応を行
い、その状況を都道府県知事が公表すること等が法定化された。

2014年度の全国の被措置児童等虐待の届出・通告受理件数は
里親以外も含めて220件であった。2014年度に虐待の有無に係る
事実確認が行われた事例のうち、都道府県市において虐待の事
実が認められた件数は62件であり、うち「里親・ファミリーホーム」
が8件(13.0％)であった。

⑶具体的な取り組み例

①大阪府
大阪府は、三井住友海上火災保険株式会社と2016年に締結し

た包括連携協定事業として、2017年8月に特別養子縁組啓発プロ
グラム「親子になる！」を開催した。本テーマで自治体が民間企業
と連携して普及啓発活動を行うのは、珍しい取り組みである。

②里親事業の民間委託
2017年4月1日現在で、児童相談所設置自治体69自治体中14自

治体（21%）が、里親委託に関する業務を民間団体等へ委託して
いる注16）。

③フォスタリング機関の整備
「新しい社会的養育ビジョン」において、児童相談所が行う里

親制度に関する包括的業務（フォスタリング業務）の質を高める
ための里親支援事業や職員研修を強化するとともに、民間団体
も担えるようフォスタリング機関事業の創設を行うこととされ、整
備が始まった。2020年度までにすべての都道府県に整備する目標
である。

フォスタリング機関は、里親とチームになり、リクルート、研修、
支援などを一貫して行う機関である。里親への支援を充実させ、
里親のなり手を確保するとともに里親養育の質を向上させること
が期待される。

３	里親への支援拡充の必要性
里親は、子どもを育てるという「家庭」であるという特徴をもつこ

とから「保育」とは異なる。他方で、里親は、事故等を発生させた場
合に、実親等から損害賠償請求等を受ける立場にあり、その点に
ついては保育所等と類似している。

しかし、里親の支援については、現状は精神的なケアに関する
ものが多く、保育所等の事故予防のような支援は個別対応が中
心である。したがって、里親が安心して子どもを育てていけるよう
に、子どもを預ける親が安心して里親に預けられるように、預けら
れた子どもが安心して暮らせるように、国・自治体は、より手厚い
支援を実施するべきである。

　以上

注）
　　　　　　
１）ここでの保育所等とは、保育所、保育を提供する認定こども園、地域型保育事

業所（小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育
事業）をいう

２）厚生労働省調べ・原数値　東京都は5.99倍、埼玉県は4.28倍
３）厚生労働省調べ・2016年10月時点
４）雇児保発0401第1号「保育士等キャリアアップ研修の実施について」平成29年

4月1日
5）報告の対象となる重大事故の範囲は、「死亡事故」と「治療に要する期間が30

日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等」である
6）2016年3月31日現在の認可外保育施設数は6,923か所である（厚生労働省雇用

均等・児童家庭局保育課「平成27年度　認可外保育施設の現況取りまとめ」
平成29年3月31日）

7）厚生労働省　保育所等の事故防止の取組強化事業（平成29年度新規）
保育所や認可外保育施設等での死亡事故を防止するため、死亡事故等の重大
事故の防止を内容とした研修の実施や睡眠中、食事中、水遊び中等の重大事
故が発生しやすい場面での巡回支援指導を行う
○死亡事故等の重大事故の防止を内容とした研修事業の実施
○死亡事故等の重大事故の発生防止のための巡回支援指導員の自治体への

配置
8）ベビーセンサー…睡眠中の赤ちゃんのわずかな動き・呼吸をモニタリングし、

感知されない場合、知らせる機械。SIDS（乳幼児突然死症候群）対策として
使用される

9）児童福祉法第27条第1項　都道府県は、前条第1項第1号の規定による報告又
は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のい
ずれかの措置を採らなければならない
1〜2　（略）
3 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は

乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児
童自立支援施設に入所させること

4　（略）
10）里親手当…2017年度養育里親は月86,000円、養子縁組里親や親族里親はなし
11）ファミリーホーム…厚生労働省が定めた第二種社会福祉事業で「小規模住居

型児童養育事業」を行う住居。預かる子の定員は5〜6人
12）最小8.3％、最大51.1％
13）「新しい社会的養育ビジョン」では、代替養育を受けている子どものうち里親

委託されている子どもの割合、とされている
14）レスパイト・ケア…委託児童を受託している里親が一時的な休息のために援

助を必要とする場合に、乳児院、児童養護施設等又は他の里親を活用して当
該児童の養育を行うこと

15）「被措置児童等虐待」は、児童福祉法第33条の10の各号に定められている
1 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加える

こと
2 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわい

せつな行為をさせること
3 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間

の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童のよる前二号又は次号に
掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠
ること

4 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措
置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

16）厚生労働省子ども家庭局福祉課調べ

参考文献・資料等

1）厚生労働省子ども家庭局保育課「保育所等関連状況取りまとめ」
平成29年9月1日

2）平成23年度厚生労働省委託事業「潜在保育士ガイドブック 保育士再
就職支援調査事業・保育園向け報告書」

3）内閣府子ども・子育て本部「『平成28年教育・保育施設等における事故
報告集計』の公表及び事故防止対策について」平成29年5月12日

4）雇児発0620第27号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長「認可外保育
施設に対する指導監査の実施について」平成28年6月20日

5）公益財団法人児童育成協会「平成29年度企業主導型保育事業指導・
監査基準」平成29年4月28日

6）厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「社会的養育の推進に向けて」
平成29年12月
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火災・爆発

●韓国、病院火災、死者47人、負傷者140人
1月26日午前7時半（日本時間、以下同様）ごろ、韓国南東部の慶尚南

道密陽市の病院の一般病棟（6階建て）の1階から出火。約3時間後の
午前10時半ごろに鎮火されたが、高齢者を中心に47人が死亡、約140人
が負傷した。

同病院には、一般病棟のほか、老人ホームの機能も持つ「療養病
院」があり、棟が分かれている。出火当時、一般病棟に83人、療養病院
に94人が入院していたが、療養病院側は全員救助され無事だった。一
般病棟側の患者も高齢者が中心で、現地メディアによると、死者の大半
が70歳以上だった。消防当局は自発呼吸や歩行が難しい患者が多かっ
たことが被害拡大につながったとみている。

警察は、事故の原因を「電気ショート」と暫定的結論を1月27日に発
表。一般病棟の応急処置室内に違法増築された湯沸室の天井より出
火し、階段やエレベーターなど4箇所を通じて建物全体に広がったと
みている。また、当時約10人の患者が手をベッドにくくりつけられた
状態だったことも明らかにした。病院はベッドからの転落などを防ぐ
ためだったと説明しているが、救助が難航した一因との指摘もされ
ている。

警察は2月8日、違法に増改築し、防火対策も怠ったとして、病院を運
営する医療法人の理事長や病院長ら3人を拘束。警察は、停電時に手
動で稼働させる非常用発電機が使われていなかったことや、病院で消
防訓練が十分に行われていなかったことも被害拡大につながったとみ
ている。一般病棟にはスプリンクラーが設置されていなかったが、法
令で設置が義務付けられた施設ではなく、法の不備を問う声も上がっ
ている。

韓国では、12月にも中部の忠清北道堤川のスポーツセンターのビ
ル（8階建て）の火災で29人が死亡するなど、大規模な火災が相次
いだ。

地震・噴火・津波

●草津本白根山噴火、スキー場に大量の噴石飛来、死者1人、負傷者
11人
1月23日午前9時59分ごろ、群馬県西部にある草津白根山の本白根山

（もとしらねさん、標高2,171m）が噴火した。
この噴火により、噴火口より1km以上離れたところまで噴石が飛散。

噴火口から数百mの草津国際スキー場のロープウェー山頂駅付近では
直径数十cmの噴石が数分間降り注ぎ、スキーコースでスキー訓練をし
ていた陸上自衛隊の隊員1人が噴石に当たって死亡したほか、隊員7人
とスキー客4人の計11人が負傷した。負傷した隊員7人のうち5人は骨折
などの重傷。スキー客は、噴石やロープウェーのゴンドラの割れたガラ
スの破片で負傷した。

噴火口に近い山頂付近に居たスキー客の約80人がロープウェー山頂

駅に避難したが、噴石が山頂駅の屋根を突き破り室内にも落下する状
況で、従業員により地下スペースに誘導され救助を待ち、約8時間後に
雪上車等で救助された。

気象庁は、噴出した灰を分析した結果、マグマ由来の物質がほとん
どなかったことより、地下水にマグマの熱が伝わって蒸発した水蒸気
が火山灰や噴石を伴って噴出する「水蒸気噴火」の可能性が高いと発
表。水蒸気噴火は、マグマ噴火などと比べ兆候が少なく、予測が難し
いという。

●台湾、花蓮M6.0の地震、死者17人、日本人を含む270人以上が負傷
2月6日午後11時50分（現地時間）ごろ、台湾東部・花蓮県の沖約18km

を震源とする地震があった。台湾の中央気象局によると、地震の規模
はマグニチュード6.0、最大震度7で、震源の深さは約10km。同県花蓮市
中心部でホテルの建物が崩れるなどし、死者は17人。270人以上が負傷 
した。

この地震では、花蓮市を中心に南北に走る断層沿いに大きな被害が
集中し、二つのホテルを含むビル4棟が傾斜・倒壊。そのほかに民家約
40棟が倒壊した。ライフラインへの被害は、地震後の停電が約1,300
戸、断水が約100戸であった。倒壊したビルの4棟は6～12階建ての建物
で、いずれも1階など低層階が押しつぶされる形で倒壊・傾斜した。こ
れらのビルは1階部分が駐車場やレストラン、ロビーとして利用され、支
える壁が少ない構造になっていた。高温多湿の台湾には日差しや雨を
避けるため、こうした構造の建物が多いという。

花蓮市は、人口約10万人の地方都市だが、台湾を代表する観光名所
の太魯閣（たろこ）渓谷に近く、外国人観光客が多く訪れる場所で日
本からの観光客も多い。地震当時、倒壊したMホテルには約100人が
宿泊しており、このうち約50人が日本人だったが、全員救出された。今
回の地震で、ホテル等に滞在していた日本人9人が負傷したが、全員軽症

（日本台湾交流協会発表）であった。

風水雪災・豪雨・竜巻

●北陸に大雪、死者18人、福井の国道で約1,500台が立ち往生
2月3日から8日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置が続き、上

空5,000メートル付近でマイナス30度以下の強い寒気（平年より10度以
上低い）に広く覆われた。北日本から西日本にかけての日本海側を中
心に断続的に雪が降り、福井県福井市では1981年の豪雪（196cm）以
来37年ぶりに積雪が140cmを超えるなど、大雪となった。

2月15日の内閣府発表では、この大雪により、福井市では男性が雪に
埋もれた車の中で一酸化炭素中毒により死亡。新潟県や山形県では
屋根からの落雪により死者が出るなど、北陸と東北の8県で死者18人、
除雪作業中に屋根から落ち骨折するなどの重症者は103人、軽傷者は
200人を超えた。

福井県あわら市では、2月6日朝、国道8号でトラックなど約1,500台
が約9kmにわたって雪により立ち往生した。県知事の要請により自衛
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隊が災害派遣を行い、車両救出・除雪支援・食糧配布等を行ったが、
最後の車両を救出したのは2月8日の深夜と、立ち往生解消には3日を 
要した。この立ち往生により、食料品の物流や医療機関等の運営等、
周辺住民の生活に大きな影響を与えた。農業関係では、農業用ハウス
が倒壊するなどの被害が約1,700件、畜舎の被害が約10件発生してお
り、農家および農作物の価額等にも大きな影響を与えた。

2018年は、首都圏でも1月22日に20cmを超える大雪となり、首都高速
道路等で車両の立ち往生が発生し交通網が大混乱に陥るなど、雪の
影響を大きく受けた冬となった。

自動車・鉄道・船舶・航空機事故

●新幹線の台車に破断寸前の亀裂、開業後初めての「重大インシデ
ント」
12月11日、博多発東京行き「のぞみ34号」において、小倉駅で焦げ

た臭いがする異常が発生。岡山駅から保守担当者が乗車し異臭・異
音・振動などの発生を確認したが、指令所との連絡ミス等により車両
床下を確認することなく新大阪駅で運行可能と判断され、同駅で乗
員が交代し保守担当者も下車した。その後、乗員が京都付近で改めて
異臭を感じ、名古屋駅で車両床下を緊急点検した結果、油漏れを発見
し運行を取りやめた。当日の夜間、車両を移動させようとした際に、台
車枠の亀裂が発見され、その後の調査で、台車枠の亀裂は、底面（幅
16cm）が完全に切れ、両側面は下から大きく亀裂が入り、縦17cmのう
ち上端の3cmのみがかろうじてつながっている状況で、台車枠が破断
寸前であったことが判明した。翌12日、運輸安全委員会は、深刻な事
故につながる可能性のある「重大インシデント」と認定し、事故原因
および異常に気が付きながら3時間以上運行を継続した鉄道事業者
の対応等も含め調査すると発表した。新幹線の重大インシデント認定
は開業後初めて。

2月28日、この台車を製造した車両製造メーカーK社と鉄道事業者が
詳細調査結果を発表。Ｋ社は、台車枠の鋼材はもともとの厚みが8mm
で、設計上の基準は7mm以上なければならなかったが、製造時の指示
徹底ミス等により溶接を容易にするために現場判断で4.7mmまで削っ
ていたと説明し、鉄道事業者も、製造時の溶接部の小さな「割れ」を
起点に亀裂が広がっているが鋼材が削られず本来の厚みがあれば亀
裂が拡大することはなかったと説明した。

また、Ｋ社は、台車製造にあたり同様に鋼材を削って加工していた台
車が140台以上あり、そのうち22台の溶接部に小さな傷の恐れがあり、
うち16台はすでに交換ずみで、鋼材の肉厚が基準を満たしていない残
りの台車は順次交換すると発表した。

●佐賀、民家に陸自ヘリ墜落、隊員2人死亡、住人1人負傷
2月5日午後4時43分ごろ、佐賀県神埼市千代田町の2階建ての民家

に、陸上自衛隊の対戦車攻撃ヘリコプターが墜落、炎上した。民家は
ほぼ全焼し、隣接する平屋の住宅の一部や小屋にも延焼。民家にいた
女児は、間一髪ヘリの直撃を逃れたが、逃げる際に膝等に軽傷を負っ
た。ヘリに搭乗していた隊員2人は死亡した。

民家は会社員の家族3人暮らし。当時両親は外出中で、学校から帰宅
した小学5年生の女児が一人で家の中にいた。女児が帰宅後着替えた
服を洗濯機に持っていき居間に移動した直後に、ヘリが洗濯機付近に
墜落。衝撃で居間の窓ガラスが割れ、女児はガラスの隙間からはだし
で外に飛び出し、隣に住む祖母と一緒に逃げたという。

陸自によると、同機は、午後4時36分ごろ、所属する目達原（めたば
る）駐屯地を離陸し、同38分、管制官と交信。西に向かった後の同43分、
機首を下げて急速に墜落した。飛行中に複数の部品の落下が目撃さ
れており、4枚ある主回転翼については、2枚は墜落現場で発見された
が、残りの2枚は、現場から南東約600mと東約300mの水路でそれぞれ 
見つかった。

同機の飛行目的は、整備後の試験飛行で、離陸前に50飛行時間ごと
に行う定期整備と「メインローターヘッド」の交換を行っていた。同部
品は主回転翼の付け根にあり、1,750飛行時間を目安に交換しており、
同機にとって初めての交換だった。

陸自は、飛行中に何らかの理由で同部品が破断し、2枚の主回転翼
が機体から分離し、揚力が失われ墜落したとの見方を強めているが、
同部品の不具合が原因の場合は、米国の機体メーカーも巻き込み調
べる必要があり、調査が長期化する可能性があるという。

情報関連

●仮想通貨580億円が不正アクセスにより流出
1月26日午後11時30分、大手仮想通貨交換業者Ｃ社は、顧客から預

かっていた仮想通貨のうち約580億円相当（流出時の時価額、以下同
様）の「ＮＥＭ」が不正アクセスにより外部に流出したと発表した。

Ｃ社および警視庁等によるその後の調査・発表によると、不正アク
セスによる流出は同日午前0時過ぎに始まり、約20分間で計8回・約
576億円が引き出され、その後、午前8時過ぎまでさらに3回引き出され
た。Ｃ社がＮＥＭの残高の異常に気が付いたのは午前11時過ぎで、Ｃ社
が大半の仮想通貨の売買を停止したのは午後5時を過ぎていた。

仮想通貨交換業者では、外部からの不正アクセスを防ぐため、外部
ネットワークから遮断した状態で仮想通貨の大半を保管・管理するの
が通例だとされるが、Ｃ社は「技術的な難しさと人材不足」のため外
部のネットワークとつながる状態で仮想通貨を保管・管理していたと
いう。また、Ｃ社の社内ネットワークに仮想通貨の送金に必要な「暗号
鍵」などを保管・管理していたが、ＮＥＭ流出の数日前の1月23日ごろか
ら不正アクセスを受け、その後社内ネットワークから欧米のサーバーに
向けて複数回の不審な通信記録があり、これらの一連の不審な通信
で、「暗号鍵」などＮＥＭを管理する機密情報が外部に漏れ、それらを
用いて不正な送金が行われたとみられている。

仮想通貨の送金は通常、インターネット上の「ブロックチェーン」と呼
ばれる台帳にすべて記録され、公開されているため追跡することがで
きる。Ｃ社も流出直後は、「追跡により流出先のアドレスは把握してお
り、各国の取引所等に当該通貨の売買を止めてもらうよう要請した。
流出先のアドレスは世界中から監視されて動けない状態だ」と説明し
た。一方、2月に匿名性の高い「ダークウェブ（闇サイト）」において別の
仮想通貨と数億円が交換され、資金洗浄されたとの報道もある。

Ｃ社は、ＮＥＭを預けていた顧客約26万人に日本円で全額返金する
と1月28日に表明したが、現時点（2月28日現在）においても顧客への補
償の具体的時期等は明確にしておらず、一部の顧客より複数の訴訟が
起こされている。

また、仮想通貨の流出は、イタリアでも2月9日に仮想通貨業者Ｂ社
において発生しており、その額は日本円にして約200億円に相当する。
Ｂ社のCEOは同日、「残念ながら100％を返す方法はない」とコメント
し、波紋を呼んでいるという。
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〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉

岩崎 一雄（いわさき かずお）
一般社団法人日本経済団体連合会 政治･社会本部長

1991年 慶應義塾大学経済学部卒業､経団連事務局入局
 知的財産政策､税制､経済政策､政治担当業務などに従事
2006年 経済政策グループ長
2010年 政治･社会本部主幹
同 21世紀政策研究所主任研究員を兼務(～2012年)
2014年～ 同本部にて防災減災・国土強靭化政策を担当
2016年4月 現職

平井 孝幸（ひらい たかゆき）
株式会社ディー・エヌ・エー　CHO室 室長代理

【略歴】
健康経営アドバイザー。慶應義塾大学卒。DeNAで働く人を健康に
するため2016年1月にCHO（最高健康責任者）室を立ち上げる
その年に行なった多岐に渡る健康取り組みや人事、総務、産業医と
の連携が評価され、健康経営優良法人2017（ホワイト500）を取得
また、渋谷区の企業との健康取り組みを始めたところ2016年度の経
済産業省採択事業となる
2017年からはJWCLAの事務局長として健康経営を日本企業の文化
にするための活動も行う

角山 剛（かくやま たかし）
東京未来大学 学長
1951年生

立教大学大学院修了。立教大学、東京国際大学を経て、2011年9月
より東京未来大学教授・同大学モチベーション行動科学部長・同大
学モチベーション研究所所長を歴任。2018年4月より同大学学長に
就任
放送大学講師、フェリス女学院大学、慶応義塾大学大学院講師、米
国ワシントン大学ビジネススクール客員研究員、産業・組織心理学会
会長、日本社会心理学会理事、日本グループ・ダイナミックス学会理
事などを歴任。現在、産業・組織心理学会常任理事、人材育成学会
常任理事、日本応用心理学会常任理事などに就任
専門は産業・組織心理学、社会心理学。長くワーク・モチベーション研
究に携わり今日に至る

〈本号でお話をうかがった方（敬称略）〉

中澤 伸一（なかざわ のぶかず）

株式会社日本政策投資銀行
サステナビリティ企画部 健康経営格付主幹／調査役
1982年生

経済産業省「平成29年度健康経営度調査基準検討委員会」委員
などを歴任

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研コンサルタントが平成29年度水工学論文奨励賞受賞

土木学会の第61回水工学講演会において、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研
総合企画部リスク計量評価グループ上席コンサルタントの久松力人が発表した
「平成27年9月関東・東北豪雨の保険損失に基づく洪水被害関数の構築」が
水工学論文奨励賞を受賞しました。同賞は、独創性と発展性に優れ水工学の
発展に対し大きな貢献をなし得る論文を発表した将来性を有する若手研究者
に対して授与されるものです。
本論文で発表した洪水被害関数の構築は、水災による建物の損害額推定に
とって重要な、価値のある成果です。研究成果は自然災害分野におけるリスク
管理に活用されているほか、コンサルティングサービスの充実化につながって
います。
MS＆ADインターリスク総研では、リスクマネジメント技術の高度化を実現
するため、自然災害リスク評価に関わる研究開発に一層力を入れていきます。

2018年4月1日、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が発足しました

株式会社インターリスク総研とMＳ＆ＡＤ基礎研究所株式会社が合併し、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社として発足
しました。
本合併を通じてグループ内の専門性の高い人財の有効活用と組織的な育成を図り、実践的なコンサルティング力と基礎研究に
基づく知見を融合させ、お客さまに一層質の高いリスクソリューションを提供していきます。

「実践リスクマネジメント要覧」を刊行

本書は「実践リスクマネジメント」第四版の内容を刷新し、「実践リスクマネジメント要覧」とし
て刊行しました。「危機管理」「再生可能エネルギー」「自動車ＲＭ」を独立した項目として新規に
掲載したほか、サイバー、気候変動、国土強靭化など最新の動向も盛り込んだ解説書です。
企業の経営層やリスクマネジメント担当部門をはじめ、リスクマネジメントに関心のある読者
であれば、業種・役職を問わず、参考となる内容です。

発　  行  　所 ：㈱経済法令研究会
著 者（ 編 者 ） ：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研㈱
価　　　　  格 ：4,700円＋税（予定）
出 版 年 月 日 ：2018年4月30日（予定）
I S B N 番 号 ：978‒4‒7668‒2416‒2

発　  行  　所 ：㈱経済法令研究会
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Information

〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉

岩崎 一雄（いわさき かずお）
一般社団法人日本経済団体連合会 政治･社会本部長

1991年 慶應義塾大学経済学部卒業､経団連事務局入局
 知的財産政策､税制､経済政策､政治担当業務などに従事
2006年 経済政策グループ長
2010年 政治･社会本部主幹
同 21世紀政策研究所主任研究員を兼務(～2012年)
2014年～ 同本部にて防災減災・国土強靭化政策を担当
2016年4月 現職

平井 孝幸（ひらい たかゆき）
株式会社ディー・エヌ・エー　CHO室 室長代理

【略歴】
健康経営アドバイザー。慶應義塾大学卒。DeNAで働く人を健康に
するため2016年1月にCHO（最高健康責任者）室を立ち上げる
その年に行なった多岐に渡る健康取り組みや人事、総務、産業医と
の連携が評価され、健康経営優良法人2017（ホワイト500）を取得
また、渋谷区の企業との健康取り組みを始めたところ2016年度の経
済産業省採択事業となる
2017年からはJWCLAの事務局長として健康経営を日本企業の文化
にするための活動も行う

角山 剛（かくやま たかし）
東京未来大学 学長
1951年生

立教大学大学院修了。立教大学、東京国際大学を経て、2011年9月
より東京未来大学教授・同大学モチベーション行動科学部長・同大
学モチベーション研究所所長を歴任。2018年4月より同大学学長に
就任
放送大学講師、フェリス女学院大学、慶応義塾大学大学院講師、米
国ワシントン大学ビジネススクール客員研究員、産業・組織心理学会
会長、日本社会心理学会理事、日本グループ・ダイナミックス学会理
事などを歴任。現在、産業・組織心理学会常任理事、人材育成学会
常任理事、日本応用心理学会常任理事などに就任
専門は産業・組織心理学、社会心理学。長くワーク・モチベーション研
究に携わり今日に至る

〈本号でお話をうかがった方（敬称略）〉

中澤 伸一（なかざわ のぶかず）

株式会社日本政策投資銀行
サステナビリティ企画部 健康経営格付主幹／調査役
1982年生

経済産業省「平成29年度健康経営度調査基準検討委員会」委員
などを歴任

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研コンサルタントが平成29年度水工学論文奨励賞受賞

土木学会の第61回水工学講演会において、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研
総合企画部リスク計量評価グループ上席コンサルタントの久松力人が発表した
「平成27年9月関東・東北豪雨の保険損失に基づく洪水被害関数の構築」が
水工学論文奨励賞を受賞しました。同賞は、独創性と発展性に優れ水工学の
発展に対し大きな貢献をなし得る論文を発表した将来性を有する若手研究者
に対して授与されるものです。
本論文で発表した洪水被害関数の構築は、水災による建物の損害額推定に
とって重要な、価値のある成果です。研究成果は自然災害分野におけるリスク
管理に活用されているほか、コンサルティングサービスの充実化につながって
います。
MS＆ADインターリスク総研では、リスクマネジメント技術の高度化を実現
するため、自然災害リスク評価に関わる研究開発に一層力を入れていきます。

2018年4月1日、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が発足しました

株式会社インターリスク総研とMＳ＆ＡＤ基礎研究所株式会社が合併し、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社として発足
しました。
本合併を通じてグループ内の専門性の高い人財の有効活用と組織的な育成を図り、実践的なコンサルティング力と基礎研究に
基づく知見を融合させ、お客さまに一層質の高いリスクソリューションを提供していきます。

「実践リスクマネジメント要覧」を刊行

本書は「実践リスクマネジメント」第四版の内容を刷新し、「実践リスクマネジメント要覧」とし
て刊行しました。「危機管理」「再生可能エネルギー」「自動車ＲＭ」を独立した項目として新規に
掲載したほか、サイバー、気候変動、国土強靭化など最新の動向も盛り込んだ解説書です。
企業の経営層やリスクマネジメント担当部門をはじめ、リスクマネジメントに関心のある読者
であれば、業種・役職を問わず、参考となる内容です。
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経団連「企業行動憲章」改定
～Society5.0の実現を通じたＳＤＧｓの達成に向けて～

～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス

今年こそは始めよう、経営に資する健康経営、
働き方改革の最初の一手となる健康経営とは？
～渋谷のIT企業（DeNA）の健康経営奮闘録～

年間シリーズ

健康経営特　集

持続的な企業価値向上につながる健康経営のポイント
～ＤＢＪ健康経営格付の評価の視点より～

■モチベーション・マネジメント
～従業員の意欲向上に向けてのヒント～

■噴火リスクの定量的評価
～損害保険業界での検討事例を踏まえて～

■生態系を利用した防災・減災取組と地方創生について
～浜松版グリーンレジリエンスに関する考察～

■子どもを預かることのリスク
～保育と里親～

R M F O C U S   R M F O C U S   

編集後記
4月は新たな出発の季節です。弊社も４月1日から『ＭＳ＆ＡＤインター

リスク総研株式会社』として新たな組織体制でスタートします。
筆者自身、このＲＭＦＯＣＵＳの編集長を務めて2年となります。この2年
間を振り返ると、着任直後の平成28年（2016年）熊本地震の発生にはじ
まり、気候変動に伴う自然災害が相次いで発生し、多くの企業にもサプラ
イチェーン全体での被害がもたらされました。大規模倉庫火災の発生や、
昨年社会を賑わした世界同時サイバー攻撃に代表されるサイバーリスク
の台頭も昨今の特徴的リスクでありました。
4月から筆者は編集長の職務を離れ、実務で企業のリスクマネジメント
態勢構築をサポートしていく役割となります。リスクを考えるとき、多くの方
はまずネガティブな印象を持たれると思いますが、リスクへの対応は皆さま
の「新たな出発」を支える重要な基盤となるものです。この出発の季節
に、改めて読者の皆さまにポジティブな目的でリスクマネジメントを推進
いただけるよう、全力でサポートして参ります。引き続きご愛顧のほどよろしく
お願いします。

（H・F）
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