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震災を風化させない

巻頭

年間シリーズ 震災を風化させない

首都直下地震に備える

明治大学特任教授・首都大学東京名誉教授
内閣府・首都直下地震対策検討グループ委員
なかばやし

中林

三つの震度7の地震災害と
日本の地震環境
東京都はそれまで関東大震災の再来

い つ き

一樹

兵庫県南部地震（M7.3）が発生した。3

された。地震計での計測震度としては、

日後、わが国初めての震度7の地震が神

当時は「震度6」が最高で、震度6が計

戸市を中心に大都市直下で発生したこ

測されると現地での被害調査を実施し

とが公表された。

「木造家屋の全壊率が30％を超える被

として被害想定を行っていたが、1995年

「震度7（激震）」は、1948年の福井

害」に対して「震度7」を認定することに

度末にはじめて、M7.0の東京直下の地

地震で全壊率70％以上の地区が多発

なっていたのである。その最初の地震が

震を対象とする被害想定を取りまとめ

したことを契機に、それまでの「震度６

「兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災

る予定であった。しかし1月17日早朝に

（烈震）」よりも厳しい揺れとして創設

（1995））」であった。

【表1】阪神・淡路大震災以降に頻発してきた地震と3つの震度7の地震
発生月日
1995.1.17

地

震

阪神・淡路大震災

Ｍ

震度

7.3

７

直接死者
（関連死）
5,513人
（921人）

負傷者

全壊全焼

半

壊

43,792人

111,941棟

144,274棟

2000.10.6

鳥取県西部地震

7.3

6強

0人

182人

434棟

3,094棟

2001.3.24

芸予地震

6.7

6弱

2人

287人

69棟

749棟

2003.7.26

宮城県北部地震

6.4

6強

0人

677人

1,276棟

3,809棟

2003.9.26

十勝沖地震

8.0

6弱

2人

849人

116棟

368棟

2004.10.23

新潟県中越地震

6.8

７

4,805人

3,184棟

13,810棟

2005.3.20

福岡県西方沖地震

7.0

6弱

1人

1,204人

144棟

353棟

2007.3.25

能登半島地震

6.9

6強

1人

356人

686棟

1,740棟

2007.7.16

新潟県中越沖地震

6.8

6強

15人

2,346人

1,331棟

5,709棟

2008.6.14

岩手･宮城内陸地震

7.2

6強

23人

426人

34棟

146棟

2008.7.24

岩手県北部の地震

6.8

6弱

1人

211人

1棟

0棟

2009.8.11

駿河湾の地震

6.5

6弱

1人

319名

0棟

6棟

2011.3.11

東日本大震災

9.0

7

6,179人

129,189棟

254,238棟

15人
（53人）

19,272人
（1,632人）

（出典：文献 1）
、2）
、3）
、4）
）
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その後、迅速な初期対応のためには

側のペンシルビルが揺れ動くのを見て、

渋滞で身動きできない状況が至るとこ

震度7も地震計で計測することに加え

「ちょっとやばいぞ！」と机の下にかが

ろで発生していった（表2）。

て、震度５及び震度6を「強・弱」に細

み込んだ。それからもしばらく強く揺れ

区分して、震度階は10区分となった。二

続けた。
「いよいよ首都直下かな?

で

の沿岸集落と市街地が壊滅し、1万9千

回目の震度7の地震は「新潟県中越地

も、揺れがいきなり大きな横揺れで、直

人もの犠牲者が発生し、13万棟の家屋

震（2004）」であったが、地震計のケー

下の地震とは違うな」と思った。携帯に

が失われていた。

ブルが 破 断して直後には伝えられ な

「東北地方で、非常に大きな地震！」

かった。三度目の震度７の地震が世界

と一報が入り、
「宮城県沖地震だ！」、

でも五回目のマグニチュード9クラスの

だが1978年に宮城県沖地震を霞ヶ関の

「東北地方太平洋沖地震（東日本大震

ビルで経験したときには、最初はガタ

災
（2011））」である。

ガタと縦揺れから始まった記憶があり

これらの震度7の地震を含んで、2000

「ちょっと違うな」とも思った。

その時、東北では大津波によって多く

切迫する巨大地震の
被害想定の概要
2000年以降、全国各地で毎年のよう

年の鳥取 県西部 地震以降 、毎年のよ

揺れが収まった後、広場に退避した。

に地震災害が頻発していたが、それら

うに被害地震が発生していた。芸予地

首都圏を含む東日本の鉄道はこの大き

の地震のうち2003年の十勝沖地震だけ

震（2001）、宮城県北部地震（2003）、

な揺れを感じて全ての運行が停止され

が、文部科学省の地震調査委員会が毎

十勝沖地震（2003）、新潟県中越地震

た。ビルから降りてくる人、街中には人

年公表していた地震の長期評価の対象

（2004）、福岡県西方沖地震（2005）、

が溢れていた。地下鉄に向かったものの

となっていた地震であった。

能 登 半島地 震（ 2 0 0 7）、新 潟県中越

駅から戻って来る人、携帯電話も通話が

文部科学省が毎年公表していた内陸

沖地震（20 07）、岩手・宮城内陸地震

徐々に難しくなり、災害伝言ダイヤル171

活断層地震および海溝地震の長期評

（2008）、駿河湾の地震（2009）である

で家族に「無事」とのメッセージを録音

価において、東日本大震災以前の2010

（表1）。

し、普通の携帯メールでも安否確認の発

年7月の公表では、30年以内の発生確

信をした。5時頃には、コンビニには商品

率が最も高かったのは宮城県 沖地震

が無くなり、ホテルの空き室もなくなり、

99％、参考値であるが東海地震87％、

予約が難しくなっていった。

東南海・南海地震70〜60％、そして首

東日本大震災時の東京

その時の東京の被害は、全壊15棟、
半壊117棟である。火災31件の発生もす

都直下地震が70％と、高く評価されて
いた。

その日、年度末の慌ただしさを感じさ

べて初期消火され、炎上火災は無かっ

発 生確率が最も高かった宮城県 沖

せながらも、穏やかな日和の午後2時

た。それでも、揺れによる建築物の内

地震は東日本大震災に連動したと想定

46分過ぎ、ゆっくり横揺れが始まった。

装や天井などの非構造部材が破損する

できるものの、首都直下地震（M７クラ

東日本のみならず、関西でも超高層建

事態が多発し、死者7人、負傷者201人

ス）や南海トラフ地震（東海・東南海・

築物の上層階では、揺れを感じた。

が発生していた。しかし、街中では全く

南海地震）が30年以内に発生する可能

その時、筆者は、都心の3階建ての古

被害が見えない中で、鉄道の運行が止

性は、むしろ高まっていると考えられ

い学校の校舎を改装した建物の3階に

まって帰宅の足を失った「帰宅困難」が

る。日本の地震環境の現状は、東日本

いた。
「地震だ！」といきなり横揺れを

問題となった。一部信号のトラブルも発

の災害復興を急がねばならないが、首

感じて、様子見をしている間にだんだん

生したことに加え、帰宅の足として路上

都圏・西日本の巨大広域災害の切迫性

横揺れが大きくなり、窓越しに向かい

には車が溢れだし、都心の幹線道路は

とともに、全国でM7クラスの地震が誘
発される可能性も高まっており、それら
への備えの強化を急がなければならな

【表2】東日本大震災における首都圏の被害概要
神奈川県

東京都

埼玉県

い状況にある（図1）。

千葉県

全壊建物

０棟

１５棟

２４棟

７９８棟

半壊建物

３９棟

１１７棟

１９４棟

９,９２４棟

非住家

−

棟

−

棟

−

棟

８３９棟

出火件数

６件

３１件

１２件

１６件

死亡者

４人

７人

０人

２０人

負傷者

１３４人

２０１人

１０４人

２５１人

（出典：文献 2）
）
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内閣府は東日本大震災に鑑み、巨大
地震災害の取り組みを見直すために、
東海地震、東南海・南海地震等の個別
地震の発生ではなく、連動して発生する
「南海トラフ地震」としての被害想定、
さらに首都直下地震の新たな被害想定
調査に取り組んでいる。表３は、阪神・

震災を風化させない

倒壊した建物に閉じ込められた人々が
救出・避難する間もなく、津波が押し寄
せて、32万人もの命が奪われるという
想定である。
耐震化対策が100％実現するとして
想定すると、全壊被害は津波による15
万棟を含め80万棟に、死者は10万5千人
に低減するとしている。しかし、大阪大
都市圏および名古屋大都市圏にも多大
な震動被害が発生するし、長周期地震
動による超高層建築物への影響は、首
都圏の中枢機能にも少なからぬ影響を

【図１】
日本の地震環境−東日本に引き続き切迫する広域巨大地震災害−

もたらす可能性がある。

（出典：文献 5）
に筆者加筆）

淡路大震災および東日本大震災の被害
とともに、2012年8月に公表した南海ト
ラフ地震の被害想定の結果および、新

⑵首都直下地震の被害想定と震
災対策の課題

⑴南海トラフ地震の被害想定と
その特徴

内閣府による新しい被害想定は未発

たな被害想定が未だ公表されていない

陸域側に震源域を設定した南海トラ

表であるため、2005年の被害想定によ

ために2005年に内閣府が公表していた

フ地震では、太平洋沿岸域に震度7の

ると、首都直下地震の被害は、広大に

首都直下地震の被害想定を比較したも

強い揺れの区域が広大に広がり、その

広がる木造密集市街地での地震動被

のである。首都直下地震、南海トラフ地

結果、冬の夕方に揺れによる被害が160

害とその後の火災による被害の膨大さ

震ともに、既往の阪神・淡路大震災、東

万棟、その後の火災によって75万棟とい

に特徴がある。震動被害20万棟に対し

日本大震災の被害に比べると、巨大な

う揺れと火災による被害の巨大さに特

て、市街地火災による焼失被害が65万

被害規模が想定されている。

徴がある。津波による建物被害は15万

棟と想定された。この密集市街地で集

棟と想定され、東日本大震災をやや上

中的に発生する膨大な直接被害ととも

回る程度である。そして在宅率の高い

に、首都直下地震 災害の最 大の特 徴

深夜のケースでは、強烈な揺れによって

は、首都としての政治行政および経済

【表３】広域巨大地震災害の被害と想定被害の比較
南海トラフ地震
（内閣府2012）
想定

首都直下地震
（内閣府2005）
想定

東日本大震災
（2011）

阪神・淡路大震災
（1995）

南海トラフ

東京湾北部

日本海溝

淡路島〜宝塚

M9.0（陸側）

M7.3

M9.0

M7.3

8m/秒

15m/秒

−

3m/秒

冬

冬18時

冬14時46分

冬5時46分

320,000人（深夜）

11,000人

19,200人

5,513人

200,000人

6,000人

44,000人

1,632,000棟
（津波146千棟）

200,000棟

129,200棟

105,000棟

−

254,200棟

144,000棟

750,000棟（夕刻）

650,000棟

−

7,432棟

（9,000,000人）

7,500,000人

470,000人

320,000人

帰宅困難者

−

6,500,000人

−

（出勤困難）

経済被害

？兆円

首都圏112兆円

推計23兆円

震

源

地震の規模
風

速

時期・時刻
死者

人的被害

負傷
全壊

建物被害

半壊

焼失棟数
避

難

者

−

人

直接被害10兆円

（出典：文献 2）
、6）
、7）
）
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金融の国家中枢機能への影響である。
それがもたらす間接被害は、南海トラフ

震源の深さ 30km（2006）
＊震度6弱の区域が広い
被災影響人口 2,500万人

地震と比べようがない膨大なものとな
る可能性がある。2005年の内閣府の想
定では、建築物や構造物の直接被害の
再建などの復興費用が65兆円、機会喪
失や生産性の低下による1年間の経済
損失が47兆円に達する可能性があると

2011年の想定

した。この国内生産に関わる損失のみ
ならず、海外に展開する日本企業やそ
の取引を含めると世界経済に巨大な影
響をもたらす可能性があることを看過
できない。

震源の深さ 20km（2011）
＊震度6強の区域が広がり、
＊震度6弱の区域が狭い
被災影響人口 2,200万人

2006年の想定

【図2】東京湾北部地震の震源域の深さと震度分布の変化

首都直下地震の災害様相と
備えるべき対策課題

⑵浅くなった直下地震の震源域
と震度6強の拡大

に、東 京 湾の津 波 被害を想 定するた

しかしながら、首都直下地震とはどの

（元禄型、M8.2）による被害も想定し

2005年に公表された内閣府の被害想

ような地震なのか、地震モデルとして定

た。また、危機管理の観点から立川断層

定では、首都直下地震として3タイプ18

義されたわけではなかった。そのため、

帯地震についても被害想定を行った。

の個別地震を想定した。首都直下地震

2006年度〜2010年度にかけて、文部科

東京都では、首都を襲う地震の可能

とは、首都圏に震源がある内陸地震の

学省は首都直下地震防災減災プロジェ

性が高く東京都に最も大きな影響を与

総称で、そのタイプとして、フィリピン海

クトに取り組んだ。

える地震として、東京湾北部地震が第

⑴首都直下地震とは

M7.3で深さ20km）を想定するととも
めに、直下地震ではないが関東大震災

プレートと北米プレートとの境界面で

筆者も参加した「首都直下地震防災

一の対象となる。しかしながら各区市

発生する「プレート境界地震」
（東京湾

減災プロジェクト（文科省委託調査）」

町村は、最も被害規模が大きくなる地

北部地震、多摩直下地震、茨城県南部

の成果として、プレート境界型の首都

震を念頭に、災害対策を検討すること

地震：マグニチュード7.3で震源の深さ

直 下地 震（ 東 京 湾 北 部 地 震 、マグニ

になる。多摩地域の市町村では、東京

30km）、首都圏で存在が確認されてい

チュード7.3）の震源の深さが、従来は地

湾北部地震よりも多摩直下地震の方が

る「活断層地震」
（立川断層など5つの

下30km付近と考えられていたが深さ

被害が大規模に想定されている。とく

断層地震：M7クラスの活断層地震）、

20kmと浅いことが明らかになった。そ

に震源域の深さが30kmから20kmに浅

そして北米プレート内部に震源を持つ

の結果、地表の揺れ（震度）としては震

くなった結果、多摩直下地震では2006

10のプレート内の浅い地震（M6.9、震源

度6強の区域が拡大したとともに、一部

年の被害想定ではほとんど想定され

の深さ10kmで業務核都市等の直下に

に震度7の強い揺れが想定されること

なかった震度6強の地域が広く設定さ

震源を設定した地震）を設定した。

を示した（図２）。

れたのである。東京湾北部地震では区

そのうち、
「蓋然性が高く、最も建築

このような新たな知見と、東日本大

部全域の70％が震度6強以上（2006年

物等の直接被害が大規模で、首都機能

震災の被害に鑑みて、2011年度に東京

の被害想定では49％）に、多摩直下地

にも影響が大きい地震」として東京湾北

都は新たな首都直下地震等の被害想定

震では多摩地域の31％が震度6強以上

部地震を、首都直下地震対策大綱およ

に取り組んだ。

（2006年の被害想定では０％）に想定

び首都直下地震防災戦略や活動要領な
ど、南関東地震対策の対象地震と位置
づけた（表3）。

4

（出典：文献 6）
、8）
）
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⑶東京の被害想定の概要

された（図3、4）。
東京都の被害想定の結果をどう理解
すべきか。地震災害にとって最も基本

東 京都は 新たな直 下地 震として、

的な被害が、揺れによる建物の被害で

表4に示した二つのプレート境界地震

ある。被害想定によると、東京湾北部

（ 東 京 湾北部 地 震、多摩直 下地 震、

地震では、建物の全損30万棟のうち、

震災を風化させない
【表４】首都直下地震等による東京の被害想定
（2012）
の概要
被 害 項 目

東京湾北部地震

多摩直下地震

元禄型関東地震

立川断層地震

人

９，７００

４，７００

５，９００

２，６００

揺れ

人

５，６００

３，４００

３，５００

１，５００

火災

人

４，１００

１，３００

２，４００

１，１００

負傷者
（うち重傷者）

人

１４７，０００
（２１，９００）

揺れ

人

１２９，９００

９６，５００

９８，５００

２７，８００

火災

人

１７，７００

４，６００

９，８００

３，９００

棟

３０４，３００

１３９，５００

１８４，６００

８５，７００

全壊

棟

１１６，２００

７５，７００

７６，５００

３５，４００

焼失

棟

１８８，１００

６３，８００

１０８，１００

５０，３００

避難者（一日後）

人

３３９万

２７６万

３２０万

１０１万

帰宅困難者

人

５１７万

５１７万

５１７万

５１７万

死

者

原因別
人的被害

原因別

建物被害
物的被害

原因別

１０１，１００
（１０，
９００）

１０８，３００
（１２，９００）

３１，７００
（４，７００）

（出典：文献 9）
）

揺れによる全壊が11万6千棟、火災によ
る焼失が18万8千棟である。また、多摩
直下地震では全損13万棟のうち、揺れ
による全壊が6万6千棟、火災による焼
失が6万4千棟であった。

被害想定にみる災害様相と
対策課題
⑴建物被害の減少をもたらした
建物更新と耐震化の促進
【図3】東京湾北部地震の震度分布
（2012）

（出典：文献 9）
）

2007年に公表された前回の被害想定
では、12万6千棟の全壊という想定で
あったが、震源が20kmと浅くなり、震
度６強が区部の七割を占めるなど、揺
れが強くなったので、全壊被害は前回
を大きく超えると推測していた。
多摩直下地震の被害想定では被害が
拡大した自治体が多い。建物の地震動
被害（全壊）が区部38,228棟、多摩地
域13,441棟であったものが、区部44,194
棟、多摩地域31,474棟と大幅に増大し
た。しかし火災による焼失建物（全壊
建物で焼失分を含む）は区部300,658
【図４】多摩直下地震の震度分布
（2012）

（出典：文献 9）
）

棟、多摩地域56,663棟であったものが、
区部23,480棟、多摩地域42,291棟と大
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る1981年以降の建物も築30年を経て、
建築仕様が詳細化された2000年以前
の建物については耐震性能強化に関す
る課題も示されつつある。

⑵火災の被害想定と「炎の津波」
に備える都市づくり
建物更新が進み被害が減少している

全壊棟数
10050-100
20-50
10-20
1-10
0-1
0

とはいえ、１１万6千棟が全壊し、811件の
火災が発生し、19万棟が焼失するとの
被害想定である。1995年の阪神・淡路

【図５】東京北部地震の建物全壊の想定
（2012）

大震災では、285件の地震火災が発生

（出典：文献 9）
）

し、その３割の87件が地震（5時46分発
生）から15分以内（6時まで）に発生した

幅に減少している。これは、火災の被害

回は2010年の固定資産データを用いる

想定の手法が大きく変更された結果で

のであるが、この5年間に1981年の新耐

ある。

震基準施行以前に古い基準で築造され

ところが、東京湾北部地震の区部の

た既存不適格建築物が、区部を中心に

被害では、震度6強の区域が拡大した

木造で36万棟取り壊され42万棟の新し

にも拘わらず、逆に1万棟ほど下回る結

い木造が建築されたのである。非木造

果となった。建物の地震動被害（全壊）

でも9万棟の既存不適格ビルが取り壊

は区部124,509棟、多摩地域2,014棟で

され、20万棟のビルが新築されていた。

あったものが、区部111,898棟、多摩地

このことが、揺れが強くなったのに揺れ

域4,325棟と区部では減少した（図5）。

による建物全壊被害がやや減少した原

なお火 災による焼 失 建 物（ 全 壊 建 物

因であった。建物の耐震改修以上に建

で焼失分を含む）は区部365,014棟、多

て替えられていた（表5）。

摩地域28,739棟であったものが、区部

しかし、未だ東京都には既存不適格

195,309棟、多摩地域5,940棟と大幅に

建築物として、100万棟の木造、20万棟

減少した。

の非木造の建物が存在している。これ

建物の倒壊被害には、築年が分かる

らの建物の耐震改修の推進が必要であ

唯一のデータとして前回は2005年、今

るとともに、新耐震基準に適合してい

「同時多発火災」であった。同じ出火状
況と仮定すると、地震発生後の15分の
内に、243件もの火災が同時多発するこ
とになる。その多くは、建物倒壊が集中
する区部の木造住宅密集市街地での出
火であろう。東京の木造密集市街地は、
環状7号線の内側・外側に広がって都
心・副都心地域を取り巻いている。つま
り、地震の直後から、多くの就業者・通
学者や外出者で賑わう都心・副都心地
域は初期消火に失敗した火災が延焼拡
大し、20万棟もの木造建物を焼失させ
る巨大都市火災に取り囲まれるのであ
る。東京の木造密集市街地は1ヘクター
ルあたり70棟の木造家屋が密集してい
る。20万棟の火災とは約3,000ヘクター
ルの市街地を焼き尽くす想定である。

【表５】2005〜2010年における東京の建物更新
2010年

木

造

増減数

旧築年（1961年以前）

234,211棟

397,274棟

−163,063棟

中築年（1962〜1980年）

731,373棟

921,674棟

−190,301棟

新築年（1981年以降）

1,039,998棟

619,464棟

420,534棟

合

2,005,582棟

1,938,412棟

67,170棟

59,566棟

116,397棟

−56,831棟

中築年（1962〜1980年）

139,278棟

172,891棟

−33,613棟

新築年（1981年以降）

614,937棟

416,807棟

198,130棟

合

813,781棟

706,095棟

107,686棟

計

旧築年（1961年以前）
非木造

2005年

計

（出典：文献 10）
）
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震災を風化させない

車を停車させ、車線を緊急対応のため
に確保するマナーを｢東京ルール｣とし
て自主規制していく市民ぐるみの取り組
みが不可欠である。

⑷具体的なシステムとして再構築
すべき広域避難計画
さらに、環状7号線内外は、
「炎の津

焼失棟数

波」ともいうべき市街地火災から命を

10050-100
20-50
10-20
1-10
0-1
0

守るために、居住者も帰宅困難者を含
む来街者も、指定された広域避難場所
への避難が必要になってくる。区部で

【図６】東京湾北部地震の火災による焼失建物の想定

（出典：文献 9）
）

は、東京都が広域避難場所を指定し、
3km以上の避難となる遠距離避難と
火災危険度の高い地域を通り抜ける必

それは、炎の高さが20ｍにも達し60

地の一般道路を中心に、道路の閉塞率

要がある場合には、避難道路を指定し

ｍ離れていても輻射熱で危険な状況と

が高い地域が想定された。また、従来

て沿道不燃化による安全確保の取り組

なる「炎の津波」が東京を襲う、という

の自動車規制の区域を設定していた環

みを進めてきた。しかし、大火災に安全

想定である。東日本大震災では、
「海の

状道路7号線は、今や木造密集市街地

な広域避難場所が十分にはないため、

津波」が被害と犠牲者をもたらしたの

に取り囲まれてしまい、環状7号線沿線

安全面積の避難人口を一人1㎡以上確

が、東京湾北部地震では、
「炎の津波」

が最も建物倒壊、811件と想定された火

保できるように避難区域の指定も行っ

なのである（図6）。

災が集中的に発生するエリアである。

てきた。

炎の津波を食い止めるために、1981

環状7号線の外に流出する自動車は

区では一時避難場所に集まり、地域

年以来東京都では「延焼遮断帯整備」

通行を許可し、郊外から流入する自動

で助け合って安全に広域避難場所まで

に取り組んできた。防災都市づくり推

車は禁止するという自動車規制の考え

避難することを想定している。しかし、

進計画（2010）によると、23区7市の範

方は、根本的に見直す必要がある。環

何百万人もが広域避難することは、未

囲での1,680kmに達する延焼遮断帯

状7号線の内外が、初期消火、消防団や

経験の事態である。地域の人々は、初

のうち、都市 計画 街路 の整 備や幅 員

公設消防による炎上火災の消火活動、

期消火を頑張ることも期待され、災害

に応じた沿道建物の不燃化の推進に

救出救助、10万人を超える負傷者の緊

時要援護者の支援も期待されている。

よる延焼遮断化が必要な延長距離は

急医療など発災直後の災害対応が最も

どこまで初期消火に取り組み、どの時

600kmである。被害想定を受けて、重

必要なエリアである。環状7号線は、一

点で誰が広域避難の必要性を決断し、

点整備地域（2,400ha）にかかる延焼

般自動車を規制する前線ではなく、災

どのように広域避難を進めるのか、リ

遮断帯での整備を促 進する取り組み

害対応活動の前線である。このエリア

アリティのある広域避難システムの構

が進められているが、さらに整備地域

に一般車両が入り込んでくることは、災

築が必要である。その時には、帰宅困

（4,600ha）での延焼遮断帯整備も急

害対応による減災を困難にする。自動

難者をはじめとする来街者が災害ボラ

ぎ、木造密集市街地での「炎の津波」

車の渋滞が緊急車両を止めれば、被害

ンティアとして地域を支援し、助け合っ

対策を推進する必要がある。

はさらに拡大する可能性を忘れてはな

ていけるような、市民社会を醸 成して

らない。被害想定の2倍の被害規模と

いくことが何よりも重要となっている。

⑶改めて検討を進めるべき自動
車対策

なっても不思議ではない。

帰宅困難を問題にしないためには、

発災から少なくとも6時間は、できれ

帰宅困難者を被災者にしてはならない

ば12時間は、東京都区内では全ての自

のである。全ての人々が自宅の耐震性

被害想定では、建物倒壊等による道

動車の一般走行を禁止しなければなら

能を確保し、家具の固定を実施し、家

路の閉塞についても検討している。それ

ない。その規制とは、警視庁によって取

族の安全を確保することが、帰宅困難

によると、延焼遮断帯整備の対象となっ

り締まる取り組みではなく、自動車運転

者を被災者にせず、落ち着いて被災地

ている都市計画道路以外の、密集市街

のマナーとして、ドライバーが自主的に

域でボランティアとして活動することを
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震災を風化させない

ることが不可欠である。
『事前復興対

のニーズが高まる高齢化がピークに達

者の地域協力は不可欠である。

策』の取り組みは、阪神・淡路大震災を

する前に、事前復興として社会資本ス

教訓に東京都で進めてきた。被災後に

トックの強化・使用期間の長期化・更新

⑸被害想定から読み解く「首都
機能」の備え

復興として始める都市づくり・まちづく

等を組み合わせた、新たな安全化の取

りに、東京では取り組んでいる。迅速

り組みを推進すべきである。

可能にするのである。広域避難に来街

首都である東京では、東日本大震災
や阪神・淡路大震災を遙かに上回る建
物などの全壊・半壊・焼失による被害、
多数の死傷者の発生という被害ととも
に、首都であり大都市であることに起因
する被害の発生が危惧される。首都機
能の支障は日本の経済を脅かすであろ
う。企業の防災も推進され、人々も落ち
着いて業務の継続ができなければ、日
本の経済は危機に陥る可能性がある。
多くの企業の従業者も帰宅困難にな
るが、
「我が家は安全」ということが確
認できれば、落ち着いて都心に留まる
ことも可能である。就業時間に発災し
た場合には、帰宅困難者ほど自宅と同
時被災しない可能性が高いのであるか
ら、三日後には業務の完全再開ができ
るようにＢＣＰ（事業継続計画）の実施
に携わる役割を帰宅困難者が担うべき
であろう。そのような取り組みこそが必
要である。
「あの激しい揺れにも関わらず、東
京は冷静に災害を乗り越え、企業は事
業継続し、早くも復興に向けた取り組み
が開始され始めた。東京都庁では、被
災者への対応と同時に、焼失した地域
を中心に、繰り返す次の地震への備え
にも配慮した都市復興計画の策定に取
りかかっている。これは、
『東京の奇跡
だ！』｣。こんな外電が、外国特派員から
発信されていくような、そんな防災いえ
づくり・まちづくり・都市づくりを、被害
想定を基に事前に着手しておくように、
復興まちづくりにも取り組んでいくこと

8

な計画の策定、地域合意の形成、同時

西日本では、被災後に高台への移転

に迅速な復旧対策の推進によって生活

復興するのではなく、東日本大震災の

（住まい）の確保、仕事（産業）の確保

教訓を活かして事前復興としての高台

を進めていくための緊急復旧対策の立

への移転に、長期的かつ漸進的に取り

案手順を「震災復興マニュアル」として

組むのである。高台を造成し、そこへの

取りまとめ、被害想定を基に復興で目

道路は移転完了までは避難道路でもあ

指すべき都市像も「震災復興グランド

り、公共施設の建て替えなどを率先的

デザイン｣として公開している。しかし、

に移転させつつ、個々の住宅の再建を

グランドデザインは、10年以上前に策定

高台へ誘導していく、30年の長期の事

したままである。新たな被害想定を基

前復興のまちづくりに取り組み始める

に、人口減少時代を見据えて、東京の

べきである。

復興を再検討しておく必要がある。
被害が集中する可能性が 高い木造

に住宅の再建と安全環境の確保のため

密集市街地でも、従来の防災まちづく

に不可欠な、密集市街地の基盤整備に

りを推進するのみでなく、地区の被害

向けて、事前復興としてのまちづくりの

想定から被災後の復興を疑似体験す

第一歩の取り組みは、地籍調査による

る「復興まちづくり訓練」の取り組みも

官民境界と地籍の確定であろう。

これまでに都内40地区以上で進めてき
以上

た。その検討で明らかになった、地域で
の生活や事業の実態に束縛されてまち
づくりがなかなか進まない「現実の呪
縛」を乗り越えて、防災まちづくりを「も
う一歩」進めることができる可能性が、
この事前復興対策に内在しているので
はないか。
また、企業がＢＣＰ
（業務継続計画）の
先に、企業としての復興計画を策定する
ことは、企業の事前復興計画でもある。
公民での事前復興対策の取り組みが、
迅速な首都の復興を実現するであろう。
21世紀中に発生が想定されている広
域巨大震災を迎え撃つ日本は、高齢化
と人口減少社会となっている。その状
況で災害を乗り越えて行くには、避難
所も応急仮設住宅も不要である災害発

が必要である。

生前に、積極的に被害想定に基づいて

⑹迅速な復興が日本経済を救う
「事前復興対策」の推進

域づくり・国土づくりを推進することで

首都東 京の復 興は、迅 速に推 進す

になって来る時期とも重なり、民生費へ
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首都圏では、被災後に迅速かつ公平

「事前復興」の発想からまちづくり・地
ある。高度経済成長期の膨大に整備さ
れてきた社会資本が、修繕補強が必要

■参考文献
1）国立天文台編(2012)「理科年表（平成
24年版）」
2）総務 省消防庁(2012)「平成23年(2011
年)東 北 地 方 太平洋沖 地 震( 東日本 大
震災)について（第145報）」
3）兵 庫県ホームページ「阪神・淡 路大 震
災の死者に係る調査について」
4）復興庁(2012)「東日本大震災における
震災関連死に関する報告」
5 ）文 部 科 学 省 ( 2 0 1 0 )「全 国 地 震 動 予
測 図 — わが 国 の 地 震 の 将 来 予 測 —
（2010年）」
6）中央防災会議(2005)「首都直下地震の
被害想定について」
7）中央防災会議(2012)「南海トラフ巨大地
震の被害想定について（第1次報告）」
8）文部省ホームページ「首都直下地震防
災減災プロジェクト研究報告」
9）東京都(2012)「首都直下地震等による
東京の被害想定—梗概版—」
10）東京都防災会議(2012)「首都直下地震
等による東京の被害想定報告書」

地震・津波対策

〈シリーズ〉

南海トラフ巨大地震を想定した
被害軽減のための対策について

株式会社インターリスク総研
コンサルティング第二部 BCM第一グループ
上席コンサルタント
下平 庸晴

１．はじめに

ついて検討し、東日本大震災での課題

ある。また、浸水域については、大すべ

や教訓から報告書を取りまとめている

り域および超大すべり域の場所によっ

2 011年 ８月に内 閣 府に設 置された

(2012年７月)。現在、企業や自治体等の

て場合分けした推計結果が示されてい

「南海トラフの巨大地震モデル検 討

多くでは、この震度分布や津波高を参

る。大すべり域および超大すべり域に

会」は、
「あらゆる可能性を考慮した最

考に対策の方針や具体策の策定もしく

近い地域では広範囲の浸水分布となる

大クラスの巨大な地震・津波を検討し

は検討を開始しているであろう。そこ

ことが想定されている。たとえば、図1

ていくべきである」とする考え方に基

で、本稿では、津波高・浸水域および

は「大すべり域＋超大すべり域」が「駿

づき、
「南海トラフの巨大地震による

被害想定の概要を示し、津波 避難対

河湾〜紀伊半島沖」である場合の湖西

震度分布・津波高について（第一次報

策検討ワーキンググループ報告におけ

市から牧之原市付近の津波浸水分布

告）」を公表した（2012年３月）。また、

る具体的な津波対策事例について紹

であり、広域にわたる浸水が想定され

2012年８月には、同検討会より「南海ト

介する。

ている。最大クラスの巨大な地震によ

ラフの巨大地震による津波高・浸水域

る浸水域の想定にあたっては、想定場

等（第二次報告）および被害想定（第

所から最も近い「大すべり域＋超大す

一次報告）」が公表された。このうち、
前者の「津波高・浸水域等（第二次報
告）」では、浸水域および、第一次報告
よりも詳細なデータを用いた津波高が
推計されている。また、後者の「被害
想定（第一次報告）」では、防災対策の
ある場合、ない場合に分けて建物・人
的被害が推計されており、防災対策の
実施によって被害が大きく低減される
ことが示されている。一方、防災対策
推進検討会議津波避難対策検討ワー
キンググループでは津 波 避 難 対策に

２．津波高・浸水域等および
被害想定
津波高・浸水域等および被害想定の
概要を以下に示す。

⑴津波高・浸水域等
津波高について、第二次報告では第
一次報告よりも海岸の詳細な形状をモ
デルに反映させている。このため、第一

べり域」の推計結果を参考とするとよ
いであろう。
ただし、本結果はマクロ的な推計とし
て位置づけられており、今後、各地方自
治体から、より地域の実情を踏まえた
津波高・浸水域の推計結果が示される
可能性がある。防災対策の検討に津波
浸水分布を使用する際にはこのことに
留意し、常に最新の情報を取得するこ
とが必要である。

次報告と第二次報告の津波高には差が
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【図1】
「駿河湾〜紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定した場合の津波浸水分布
（出典：南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告））

⑵被害想定

３．津波対策について

表1に「東海地方が大きく被災する」

人的被害の大部分を占める津 波に

ケースにおける人的被害の推計値の内

よる死者数を低減させるには、ソフト

訳を示す。この推計では、死者数合計

対 策とハード対 策の両 面からの取り

（約26.6万人）に対して、津波による死

組みが必要となるが、実際に企業とし

者（約22.4万人）が８割強と、非常に高

て手当てできる対策はソフト対策と、

い割合を占めている。

ハード対 策の一部（津 波 避 難ビルの

また、人的被害の主な要因となって

有効活用）となるであろう。2012年７月

いる津波による死者数については、防

に公表された津波避難対策検討ワー

災対策が事前に実施された場合とさ

キンググループ報告では、東日本大震

れていない場合についての推計 値が

災の教訓を今後の地震・津 波 対策に

示されている。この推計では、ハード

生かすため、対 策の方向性が 取りま

面・ソフト面での防災対策を実施する

とめられている。また、本報告に併せ

ことにより、22.4万人の人的被害を5.2

て、事例やアンケートの結果が記載さ

万人に低減させることができるとされ

れた「津 波 避 難 対 策検 討ワーキング

ている。また、ソフト面の防災対策実

グループ報告参 考資料 集 」が公 表さ

施のみに着目すると、人的被害は22.4

れている。この中には、自治体向けの

万人から8.5万人に低減するとされて

記述があるが、企業にとっても参考と

おり、ソフト面の対策実施が人的被害

なる情報（対策例やアンケート結果）

の低減に大きく寄与する可能性が示さ

が数多く掲載されている。自分の所属

れている。

する組織に関連する情報を拾い上げ、

【表1】
「東海地方が大きく被災する」ケースにおける人的被害の推計値
項目

死者

建物倒壊による死者、急傾斜地崩壊による死者、地震火災に
よる死者（風速８m/s）、ブロック壁・自動販売機の転倒、屋
外落下物による死者

約4.2万人

津波による死者

約22.4万人

死者数合計

約26.6万人

（シーン：冬・深夜、地震動ケース：中央防災会議（2003）の強震断層モデルを参考）
（出典：南海トラフ巨大地震の被害想定について（第一次報告））
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地震・津波対策
【表2】対策の方向性と参考資料の情報（対策例やアンケート結果）
対策の方向性
１．主体的な避難行動の徹底

２．避 難 行動を促す情 報の 確
実な伝達

３．より安 全 な避 難 場 所 の 確
保

４．安 全に避 難 するための 安
全の策定

５．主体的な避難行動をとる姿
勢を醸成する防災教育など
の推進

具体的な情報例
⃝ただちに避難の徹底
アンケートの回答では、
「自宅に戻った」、
「家族を探しに行っ
たり、迎えにいったりしたから」、
「家族の安否を確認していた
から」など、家族や自宅の無事について確認した行動が多い。
⃝地震の体感で判断しない
「大した津波は来ないと思ったから」、
「津波が来る場所にいな
いと思ったから」など、津波を過小評価する傾向となっている。
⃝避難の呼びかけの工夫のポイント
釜石市では、①命令調を使うなどして短く簡潔な文章を連呼す
る、②市長など通常とは異なる人が放送する、③時間発生から
の時間を伝える、④サイレンを多用する、が新たな呼びかけの
方針となっている。
⃝弱い揺れでも津波はくる
地震の揺れが極めて弱く、ほとんど避難する人がいなかったな
か、津波が来襲した。揺れが弱い地震であっても早期に津波の
情報を入手することが必要と考えられる。
⃝緊急の情報伝達手段
緊急速報メール（2012年から津波警報を含む緊急速報が配信
開始）や緊急警報放送（テレビ・ラジオを起動させて警報音を
発し、災害情報を知らせるシステム）によって早期に情報を取
得する。
⃝自治体による緊急速報メールの活用
神奈川県では、詳細な津波情報が沿岸地域内（対象：横浜市、
川崎市、横 須 賀 市、平塚 市、鎌 倉市、藤 沢市、小田原 市、茅ヶ
崎市、逗子市、三浦市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、真鶴
町、湯河原町）の携帯電話にメールで発信される。
⃝車両運転中の情報伝達手段
道路情報ガイダンスシステム（道路情報板の整備）によって情
報を取得する。
⃝海岸利用者に対する情報伝達手段 など
茨城県大洗町では、赤旗・発煙筒などによって津波警報を海水
浴客に発信する。
⃝避難先の安全レベルの確認
和歌山県では、緊急避難先の安全性によってレベルを１〜３ま
で設定し、時間的な余裕によって避難場所を選べるように見直
しを行っている。
⃝津波避難のための標識・看板設置
高知県や宮城県では、確実に避難するため、津波避難誘導標識
を町の中に設置している。
⃝ライフジャケットの配備支援 など
和歌山県では、津波浸水予想区域に所在する学校や保育所な
どに対して、ライフジャケットの配備支援を行っている。
⃝15分ルール
3 0 分前後で第１波が到達すると予想されている地 域では、地
震 発 生 後 から15 分は近 所へ の声 掛けや災害 時 要 援 護 者 の支
援 活動を行い、残りの15分は自らの 避 難に専念することとし
ている。
⃝災害発生時の児童等の引渡しルール
あらかじめ引渡しの判断などについて学 校と保護 者との間で
ルールを決めておくことが検討されている。
⃝事業所の外国人への対応 など
外国人留学生は生活指導員に誘導をしてもらい、避難所である
公民館まで徒歩で避難させた。
⃝地域住民と協力した訓練（食品会社）
近隣の自治会とも共同で市や消防の協力も得ながらより効果
的なものとなるように配慮している。
⃝小売店舗における防災訓練・防災教育の事例 など
社員にはカードサイズに折りたためる災害時の行動マニュアル
を作成し、配布していた。年に２回（春・秋）に避難訓練を実施
していたほか、外部の防災研修にも参加していた。

（出典：津波避難対策検討ワーキンググループ報告参考資料集）

津波への対策や検討に活用できるだ
ろう。参考資料に掲載されている具体
的な情報の例を表2に示す。
特に、地震の揺れが小さいにも関わ
らず 津 波 が来 襲するケースにおいて
は、情報を早く確認することが必要であ
る。緊急速報メールによる津波情報の
配信が2012年から開始されており、情
報を取得するひとつの手段として、携帯
端末に設定しておくことが望まれる。

4．おわりに
本稿では、
「南海トラフの巨大地震に
よる津波高・浸水域等（第二次報告）お
よび被害想定（第一次報告）」の概要
を解説し、とりわけ津波による人的被
害が甚大になることを紹介した。また、
「津波避難対策検討ワーキンググルー
プ報告」の参考資料について、企業で
も導入の検討が可能と思われる事例に
ついて取りまとめて示した。今後、津波
高・浸水域の詳細な想定結果が各自治
体から公表されると思われる。最新の
想定結果を参考にし、自分の所属する
組織に取り入れることが可能な対策を
検討していくことが望まれる。
以上
■参考文献・資料等
1）南海トラフの巨大地震モデル検討会
<http://www.bousai.go.jp/jishin/
chubou/nankai_trough/nankai_
trough_top.html>
2）防災対策推進検討会議 津波避難対策
検討ワーキンググループ
<http://www.bousai.go.jp/jishin/
chubou/taisaku_tsunami/index.
html >

⃝オープンセミナー「南海トラフ 地震・
津波に備える」を開催いたします。詳しく
は、巻末「インターリスク総研からのお知
らせ」
（36ページ）をご覧ください。
⃝「震災を風化させないプロジェクト」セ
ミナーを開 催いたします。詳しくは、巻
末「インターリスク総研からのお知らせ」
（37ページ）をご覧ください。
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ISO39001
理解しておきたい特徴と
マネジメントシステム
構築のポイント

ISO39001

株式会社インターリスク総研
コンサルティング第四部
マネジャー・上席コンサルタント

・運送事業者（トラック、バス、タクシー等、自動車運送事業者）
・営業活動に社有車を使用する企業や自動車メーカー
・道路の設計・建設・運用・保守・法規制に関わる組織
・駅・空港・遊園地やスーパーマーケットのような輸送ニーズを生む施設の運営に関わる
組織等

当社は、2012年10月26日に国内第一陣

との複合・統合審査の促進が期待される

でISO39001の認証を取得している。本稿

点などについて紹介されているが、ここで

では、認証取得に向けた当社の取り組み

は、認証を取得した立場から、理解してお

を振り返りながら、認証を取得した立場か

きたい主な特徴について解説する。

システムを構築する上で特に理解しておき
たいISO39001の主な特徴と、
マネジメント
システム構築のポイントについて解説して

ISO39001開発の背景、特徴、規格の構

2 012 年10月１日に 、新 たな 国 際 規 格
（ R T S）m a n a g e m e n t s y s t e m s Requirements with guidance for use
「道 路交通安全マネジメントシステム−
要求事項及び利用の手引き」）が発行さ
れた

（注１

成については当社発行の以下刊行物に
も掲載しているので、あわせてご参照
いただきたい。

・2012年1月1日発行
「RMFOCUS第40号」

組織で認証の取得が可能である。
また、この規格は2020年までに全世界
で10万件の認証を目指すことが国際会議
で決議されている。
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するリーダーシップとコミットメントが強
く求められている点について触れておき
たい。
本規格の究極の目的は「道路における
交通事故死亡者、重大な負傷者の発生根

・2011年10月3日発行「InterRiskReport

者・重大な事故による負傷者ゼロ」という

URL：http://www.irric.co.jp/risk_

格であるため、事故削減の実効性のある

info/rm_focus/pdf/rmfocus40.pdf

絶」である。
「道路交通事故による死亡

交通リスク情報2011年度No.1」

結果を出すことを目指す「結果重視」の規

info/traffic/index.html

マネジメントシステムを構築する必要があ
る。そのためには、本業たる事業の推進と
交通事故削減を両立させる必要がある。

る死亡者・重傷者の発生根絶を究極の目
れば、
（表１）に示すような幅広い業種や

ジメント（注３のマネジメントシステムに対

URL：http://www.irric.co.jp/risk_

。この規格は、道路交通事故によ

的としたもので、道路を使用する組織であ

⑴組織の事業プロセスとRTSマネ
ジメントシステムの一体化
まず、本規格の特徴として、トップマネ

いきたい。

ISO39001（規格名：Road traffic safety

康

【表１】認証取得の対象となる組織の例

ら、事故削減の実効性の高いマネジメント

１．はじめに

福島

２．理解しておきたい
ISO39001の主な特徴

本規格ではマネジメントシステムをその組
織の事業（存在の目的の中核となる活動）
と融合させ、RTS（Road traffic safety
（RTS）＝道路交通安全、以下「RTS」と

規格の正式発行前から、本規格の特徴

記載）方針やRTS目的を確立し、それらを

の採用による他の規格

組織の戦略的な方向性と確実に両立させ

として、
「HLS」

（注２

ISO39001

ることが求められている。すなわち、その

明示することにより、開発途上国において

のがある。この規格では、組織はRTS目

企業の目指すべき方向性とISO39001のベ

この規格を普及させる場合においても、

的（中長期的なもの）・目標（基本的には

クトルを一致させ、組織の事業プロセスと

実効性の高い取り組みができることを本

単年度のもの）、計画（目的・目標の達成

RTSマネジメントシステムを一体化させる

規格は目指しているのである。

に向けたアクションプラン）を、
（図１）の

必要がある。本規格では、本業たる事業

本規格で例示されているRTSパフォー

の推進と交通事故削減を両立させるRTS

マンスファクターには（表２）のようなも

ような手順で策定することが求められて
いる。

マネジメントシステムを構築し、運用・発
展させていくために、経営トップ自らの
リーダーシップとコミットメントが強く要

【表２】本規格で例示されている「RTS パフォーマンスファクター」

求されているのである。

①リスクの暴露要因

⑵RTS目的・目標、計画の策定と
「RTSパフォーマンスファクター」

交通事故を発生させる危険にさらされる（その危険性がより発生しやすくなる）要因
で、測定可能なものであり、次のようなものである。
・車両の走行距離や走行する道路（地域）の交通量
・組織が提供する製品又はサービス量

事故削減の実効性を高めるためには、
組織内外の課題や利害関係者のニーズ・
期待など、組織が置かれている状況を踏
まえたRTS目的・目標とこれらを達成す
るための計画を策定することがポイントと
なる。ここで、RTS目的・目標、計画の策
定と、本規格の大きな特徴である「RTSパ
フォーマンスファクター」について解説し
ておきたい。
通常は、ISO規格では、組織が行うべき
様々な事柄（規格の要求事項）について
は具体的に記載されていない。ISOの認
証取得を目指す組織は、それぞれの組織
の状況にあわせて、規格の要求事項を読

②最終安全結果要因
RTSマネジメントシステムを確立・実行した結果であり数値化されるものであり、死亡事
故や重傷事故の発生件数や、死亡・重傷者数などのことである。
③中間安全結果要因
結果（最終的には交通事故削減）に結び付ける（因果的に結びつく）要因で測定可能な
ものであり、以下のようなものが挙げられている。
・適切な道路の設計及び安全速度
・適切な道路の利用（例：車両、利用者や貨物・機材の種類に応じた道路の選択）
・個人用の安全器具の使用（例：シートベルト､チャイルドシート､ヘルメットの着用）
・車両タイプ、交通量、気象条件に応じた安全速度の利用
・疲労、注意散漫、アルコールや薬物の影響等を考慮した運転者の順応性
・安全な運行計画（例：運行日数やルート設定、運転者の選択）
・車内外の安全に配慮した車両・積荷の安全性
・適切な運転免許
・不適切な運転者・車両等の排除
・事故からの回復とリハビリテーション

み取り、組織の業務内容に照らし合わせ
て規格を解釈して、具体的に取り組むべき

組織にとっての課題を把握

事項を決定し、どのように達成し、どのよ
うに結果の評価をするのか等を決めてい
くことになる。
しかし、本 規 格では 、道 路 交 通 安 全
（RTS）対策のために有効と考えられる
「要因」
（factor）について、具体的に例
示されており、組織は、例示されている

リスクの抽出・評価・特定

「RTSパフォーマンスファクター」
要因の特定
例示されている「要因」について検討、
使用方法を「特定」

「RTSパフォーマンスファクター」の使用
方法を特定し、組織が取り組むべきRTS
目的・目標の策定につなげていくことがで
きるようになっている。
これは、本規格が先進国のみならず、交

「要素」と「基準」を明確化
取り得る対策
何をどのように実施するか（＝要素）、
どの尺度・ものさしで評価するか（＝基準）

通事故の死傷者の90%を占める開発途上
国において採用されることも想定している
ためである。全世界の専門家の研究、先
進国の英知や経験、取り組みから得られ
た効果のある対策を具体的な要因として

RTS目的・目標の設定及び実施計画の策定
【図１】RTS 目的・目標の設定と計画策定のイメージ図
出典：独立行政法人自動車事故対策機構 (NASVA) のセミナー資料を参考に筆者が作成
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なお、このRTSパフォーマンスファク

標設定など、様々な視点からいくつかのポ

織における一体感、組織全体での安全意

ターは、例示されているすべてについて検

イントがあるが、ここでは、ISO39001の認

識の向上・安全風土の醸成に大きく寄与

討する必要がある。また、この例示された

証取得にあたり当社が特に意識してきた

しているものと自負している。また、運転

もので不十分な場合には、その組織自ら

点について紹介させていただきたい。

者ごとに異なっていた運行前点検の手順

において、付加的なRTSパフォーマンス
ファクターを追加する必要がある点を申
し添えておく。

⑴組織全体での一体感を持たせる
以下は、当社が審査を受審した際、審査

ことから、これまでより均質的かつ管理の
行き届く、組織として一体感のある安全管
理体制を構築できたものと考えている。

⑶道路交通衝突事故および他のイ
ンシデント調査

機関から「グッドポイント」
（良い活動）とし

このほか、当社の活動の中で、RTSパ

て評価された内容である。
（社内用語は一

フォーマンスに影響を及ぼす要員が確実

部表現を変更して記載。）ISO39001の認

に認識すべき事項を徹底させるため、ID

本規格では、
「組織が関与する、道路利

証を取得した立場から、ご参考として当社

カードサイズの「携帯カード」
（図２）を作

用者の死亡または重大な負傷にいたる、

の取り組みの一部を紹介しておきたい。

成し、これをマネジメントシステムが適用

あるいは潜在的にいたる可能性のある道

①車両を運転する社員のみならず、当部

される部署の従業員全員が常に携帯して

路交通衝突事故と他のインシデント（注４」

の運転免許保有者全員が年４回「運転

について、
「記録し、調査し、分析するため

記録証明書」を取得し、組織全体で徹

の手順を確立し、実施し、維持」すること
が求められているが、この目的は以下３点

底して取り組んでいる改善活動。
②運行実地確認において、運行に関する

を行うためである。

手順書等を高い意識を持って確実に実

①事故およびインシデントの原因（遠因）

施し、運行段階でのヒューマンエラーを

を明確にすること

防止する活動。

いる。

⑵実効性のあるマネジメントシステ
ムを構築する
本規格もISO9001（品質マネジメントシ
ステム）やISO14001（環境マネジメントシ
ステム）と同様、認証を取得しようとする

②RTS是正措置（道路交通衝突事故の原
ＲＴＳマネジメントシステムの対象とす

組織が、対象とする部署や活動範囲を任

る組織では、業務上の車両運転の必要性

意に決定することができる。つまり、必ず

③RTS予防措置（道路交通衝突事故のリ

に関わらず、運転免許保有者は全員が自

しも全社を対象とするものである必要は

スクを低減または除去する処置）の機

動車安全運転センターから「運転記録証

なく、より狭い活動範囲で認証を取得す

会の判断をすること

明書」を入手し、プライベートにおける交

ることも可能である。
「認証を取得するだ

通違反を含む、
「交通事故および交通違

け」であれば、ISOやマネジメントシステム

反ゼロ」に取り組んでいる。このことが組

に精通した要員が確保でき、対象とする

因を除去する処置）の必要性を判断す
ること

一般的に、事故の再発防止には、事故
やヒヤリハットを記録し、タイムリーに調
査・分析し、事故の背後にある要素を分析
し、事故原因やリスクを除去することが重
要であると言われている。本規格において
も、このような一連の手順をRTSマネジメ
ントシステムの中で確立し、道路交通衝突
事故の予防・再発防止につなげることが
明確に求められている。

３. マネジメントシステム
構築のポイント
マネジメントシステムの構築には、経営
トップ自らのリーダーシップとコミットメン
ト、組織の事業プロセスとマネジメントシ
ステムの一体化、組織の実態に合った目

14

や、運行経路選定の手順等を明確にした

RMFOCUS Vol.44

【図２】携帯カード（表面）

ISO39001

バーしており、組織や要員にとって取り組
意図する成果達成のための
組織内外の課題（強み・弱み）を特定

組織内外の利害関係者とそのニーズ、
組織が守るべき関係法例等を特定

む目的が明確かつ身近なテーマであるこ
とから、比較的短期間に普及が進むもの
と推測されている。
当社はコンサルティング会社として世

リスクの洗い出し

界で初めてISO39001の認証を取得した企
業である。今後、自社の交通安全のみなら
ず、認証取得を通じて蓄積したノウハウを

Plan（計画）
Act（改善）

Do（実施）
Check（評価）

もとに、ISO39001に関する情報提供・啓
発活動を推進するとともに、リスクコンサ
ルティングを通じて顧客の交通事故防止
に貢献していきたいと考えている。
以上

〈ISO39001 を参考にした PDCA サイクルの例〉
Plan

：組織のリスクを洗い出し、例示されているRTSパフォーマンスファクターをそ
の組織のリスクや機会（取り組むことによりリスクを低減できるチャンス）と照
らし合わせながら、事故削減の中長期的な目的や年度の目標、それを達成する
ためのアクションプラン（計画）を策定する。

Do

：策定されたアクションプランに基づき確実に取り組みを行う。

Check ：計 画 の 進 捗 状 況 を 監 視・測 定し、一 定 期 間 経 過 後 に 取り組 み の 結 果 を 評
価する。
Act

：更なる改善に向けた「見直し」を行う。

【図３】PDCA サイクルのイメージ

部署である程度のマネジメントシステム

とができれば、効果的に事故削減を実現

が構築されている状況があれば足りると

することも十分可能である。

考えられる。しかし、それでは認証を取得

組織全体でマネジメントシステムを構築

する本質的な意味はない。
「認証を取得

することが現時点ではまだ難しいというこ

すれば事故が減るのか」という質問を受

とであれば、できることからコツコツと取

けることもあるが、コストをかけて形だけ

り組むことが重要であり、これを機に事故

認証を取得しても事故削減が必ず実現で

防止取り組みについて考えていただけれ

きるものでもなく、真に対策を打たなけ

ば幸いである。

ればならない部署や活動を対象から外し

この規格は前述のとおり「結果重視」
の規格である。本業たる事業の推進と事
故削減の実効性を両立させるRTSマネジ

１）本規格は、当初、2012年11月をめどに発行予定
であったが国際標準化機構(ISO)本部から、10
月1日付で発行されている。規格原文の入手に
ついては、ISOまたは一 般財団法 人日本規 格
協会のホームページで購入可能である。
（2012
年11月末時点では英文のみ購入可能。）
参考：一般財団法人日本規 格協会ホームペー
ジURL
ht tp://w w w.webstore.js a.or.jp/

て認証を取得しても事故削減効果は期待
できない。

注）

webstore/ISO/FlowControl.jsp
また、本稿における規格の要求事項等の解説

４．認証取得のメリットと
今後の動向

は、当社の解釈に基づく。
２）ＨＬＳ：H i g h l e v e l s t r u c t u r e w i t h
i d e n t i c a l t e x t /c o m m o n t e r m a n d
definitions

メントシステムを構築し、運用・発展させ

ISO39001認証取得の効果として、安全

ていくことが重要なのであり、これこそが

管理体制の構築や、事故によるビジネス

ISO39001の認証を取得する大きな意義で

機会喪失リスクの低減、自動車保険料の

ある。

節減など、企業における経営上の課題解

また、ただちに認証取得にとりかかれ

決や、人命尊重、社会貢献、CSRの促進、

ない組織においても、ISO39001の規格の

また、自社の従業員の保護など、多くのメ

要求事項や理念を参考にして（図３）のよ

リットが期待されている。人命の安全を目

うにPDCAサイクルを適切に機能させるこ

的とする本規格は、幅広い業種・組織をカ

ＩＳＯマネジメントシステム規格の整合性確保
のための基本構造。
３）トップマネジメント：最高位で組織を指揮し、
管理する個人または人々の集まり。
４）道 路交通インシデント：道 路交通システムの
構成要素または外部の一因となる要素の不備
によって生じる出来事。インシデントには、道
路交通衝突事故およびニアミスを含む。
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COP の議論と成果
から見 え た「 ビジネスと
生物多様性 」の展望

生物多様性

株式会社インターリスク総研
コンサルティング第一部 環境グループ
マネジャー・主任研究員
原口 真
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⃝倍増するための暫定的なベースラ
インは、2006〜2010年に先進国が
拠出した年間金額の平均とする。

⃝締約国の75％以上が、2015年まで

に自国の開発計画に生物多様性を
位置づけ、生物多様性のための資

金計画を作成する。

■海洋と沿岸の生物多様性を保全する
ための新たな取り組みを行う。

⃝国による法律が適用されず、また

国際的な保全管理のルールがあ

いまいな公海において、生態学
的・生物学的に重要な海域を特
定する。

⃝海洋と沿岸におけるインフラ整備
などの開発事業の環境影響評価

に生物多様性の要素を入れる。

１．COP11で得られた
成果は

どの国がどのような形でいくら資金を供与
するかという財源と仕組みの議論は、CBD
COP12（2014年に韓国で開催）に先送りと
なった。
倍増される資 金フローの規模は、毎年
百億ドル程度になるのではないかと言われ
ている。これについては、2020年までに愛
知目標を達成するためには総額で数千億ド
ルが必要という試算もあり、資金フローが
不足する場合、民間からの資源動員への期
待が高まる可能性もある。
COP11の開催に際して、議長であった
Smt.Jayanthi Natarajanインド森林環境
相は、
「現在の経済危機は、我々の動きを
止めてはおらず、かえって、自然資本の回復

照（https://www.env.go.jp/press/press.

のためにさらに投資をすることを促してい

php?serial=15858）

るのである。」と発言した。また、Braulio
Ferreira de Souza Dias CBD事務局長

で開幕し、19日（実際は20日の未明、現地
時間）に閉幕したCBD COP11（生物多様
性条約第11回締約国会議）では、主な成果
として以下の内容が発表された。
■CBD COP10で採択された「新戦略
計画（2011-2020）・愛知目標」を達

成するために、開発途上国の生物多
様性に関する取り組みに対する資金
供与を倍増する。

⃝2015年までに倍増させ、その水

準を少なくとも2020年まで維持
する。

本会議場の様子
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上記のような合意を得たものの、具体的に

その他については、環境省報道発表を参

2012年10月8日にインドのハイデラバード
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最後まで争点となったのが資源動員（お
もに資金の流れ）の目標についてであり、

生物多様性

は、閉会に際して「この経済危機の時期に

う歴史的な大成果を得て、国際社会が直

情報開示に関して強調されているものの、

おいて得られたこの成果は、世界が生物多

面する課題とそれを解決するために世界が

すでに取り組みに着手している日本企業か

様性条約の実施を約束したことの現れであ

目指すべき大きな方向性が示された。今回

らすれば新たな示唆はなかったといえる。

る。各国政府が、生物多様性を解決すべき

の会議は、その進捗状況を確認するはじめ

課題として、またそれ以上にチャンスとして

ての機会という位置づけであった。

捉えはじめている。」と述べた。いずれも、

たとえば、以下のようなことが確認され

世界的に苦しい経済状況の中でも前進す

た。一つに、当初COP11までの発効に期待

るという意志がうかがえる。

もあった名古屋議定書については、発効の

３．先行している日本企業の取
り組みと立ち上がる各国
ビジネス・イニシアティブ

また、今回新たな潮流として、インドやア

条件である50カ国の批准には程遠い状況

フリカの数カ国からは、開発途上国として

である（2012年11月20日現在、９カ国；セイ

はじめて、生物多様性のための国家予算を

シャル、ルワンダ、ガボン、ヨルダン、ラオ

会期中に「生物多様性民間参画グロー

増やすという誓約がなされた。とくに、議

ス、メキシコ、インド、フィジー、エチオピア。

バルプラットフォーム」の第２回会合が開

長国のインドは条約事務局と共同で、すべ

なお、愛知目標では2015年までに運用開始

催された（第１回は2011年11月に日本で開

ての主体に対して愛知目標達成のための緊

となっている）。二つに、COP10で時間切れ

催）。これは、ビジネスと生物多様性イニ

急行動を誓約する「生物多様性チャンピオ

となった資源動員の議論が、前述のように、

シアティブの設立を条約事務局長や締約

ン」を呼びかけ、自ら国内活動と途上国の

今回も暫定目標の合意という成果止まり

国に対して要請したCOP10決議を受けた

ために来年度から２年間に５千万ドルの拠

で、財源や仕組みまでは固まらなかった。

活動である。この会 合において、条 約事

出を約束した。

２．
愛知目標達成に向けた
歩みは遅いが前進して
いる
前回のCOP10（愛知・名古屋、2010年）

こうした遅い進捗状況を許容している雰

務局から紹介された15カ国では、すでにイ

囲気が会場では感じられた。たしかに、議

ニシアティブが活動しているか、準備中で

論の方向性すら定まらない気候変動枠組

あることがわかった（オーストラリア、ブラ

み条約に比べれば、愛知目標があるおか

ジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、イン

げで着実に前進はしているのである。この

ド、日本、韓国、オランダ、ルワンダ、南アフ

状況が予想されていたためか、会場内での

リカ、スリランカ、タイ、イギリス）。

議論もCOP10の時ほど熱を帯びず、有力

各国からの発表を聞いている限り、日本

なNGOからの参加や提言も明らかに少な

は取り組みが先行している国のひとつであ

いと感じられた。

る。COP11におけるビジネスと生物多様性

において、
「新戦略計画（2011−2020年）・

決議文書にあるビジネスに対する推奨事

の決議では、WBCSD（持続可能な開発の

愛知目標」と「名古屋議定書」の採択とい

項（表１）は、COP10での決議と比較して、

ための世界経済人会議）の報告書への留

【表１】COP11決議におけるビジネス
（含む上場企業、大企業）
に対する推奨事項
(a) 新戦略計画（2011−2020年）・愛知目標の実施に貢献する
活動を継続する。
(b) サプライチェーンやステークホルダーに対して、条約の目

(e) 条約の目的と愛知目標の達成に貢献する業務と戦略を採
用する。また、生物多様性のための効果的な保護手段を組
み込んでいる自主的な基準や認証制度を考慮する。その

的や愛知目標の達成に向けての進捗を報告するように勧

際に、開発途上国や市場経済移行国のニーズを考慮する。

める。たとえば、彼らの生物多様性戦略、方針、行動計画

(f ) 生物多様性と生態系サービスの保全と持続可能な利用の

などについて、報告するようにしてもらう。

裏づけのある投資を行う。

(c) 生物多様性と生態系サービスに関連する個別の産業セク

(g) 生物多様性と生態系サービスに及ぼすビジネスの影響が

ターの影響、依存の状況、チャンスとリスクを分析する。

十 分に考慮されるようにするために、国内や国際的な生

その際に、国の優先事項や状況に従い、また、ビジネスの

物多様性の議題のすべての側面について、国内のビジネ

ためのTEEB（the economics of ecosystems and

スと生物多様 性イニシアティブ（生物多様 性条約の目的

biodiversity：生態系と生物多様性の経済学）の知見や

を達成するために、生物多様性の保全と自然資源の持続

推奨事項を考慮する。

可能な利用に取り組む先進企業の集まり）やその他の方

(d) 年次報告や会社情報システムにおいて、バリューチェーン
における事業の生物多様性に対する影響や生態系サービ
スに対する依存の状況について言及する。

法を通じて、政府との対話を継続する。
(h) 生物多様性に関する報告基準の開発について、関連組織
と連携する。
（インターリスク総研による要約・仮訳）
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生物多様性
【表２】
「持続可能な生物多様性は持続可能なビジネスをもたらす」
（インド商工会議所連合会）
以下の点について企業が誓約する
⃝組織のすべてのレベルで、生物資源の持続可能な利用によって生物多様性を保全する
⃝事業のサプライチェーンにおいて、生物多様性の持続可能な利用の原則を調和させる
⃝生物多様性の保全と持続可能な管理のために、伝統的な慣習を利用しながら、地域のコミュニティと協働する
⃝レクリエーション、介護や保健といった公共サービスの提供において、生物多様性を利用することによる直接的または間接的な便
益について啓発する
⃝生物多様性の持続可能な利用と管理について幅広い人々が気づくようにする
（インターリスク総研仮訳）

サイドイベント
「企業とCBD：企業セクターにおける日本とインドの経験の共有」
（主催：三井住友海上、JBIB、
バードライフ・インターナショナル、
ボンベイ自
然史協会、等）
詳細は、http://www.birdlife-asia.org/wp/wp-content/uploads/
2012/11/COP1120121015.pdf を参照

意と並んで、日本経団連の生物多様性宣

社会的文化的な背景を踏まえて異なる視点

言および行動指針とその手引きへの留意

が含まれてくることは興味深い（表２）。な

生物多様性条約（CBD）の目的と愛知目

が記載されている。また、三井住友海上と

お、COP12の開催国である韓国において

標の達成に貢献できるように、以下を行動

バードライフ・インターナショナルなどが主

も、同国環境省の主導でイニシアティブが

の要点として再確認するとよいと考える。

催したサイドイベントにおいて、JBIB（企

開始されるとのことである。

てビジネスにも返ってくることになる。

•バリューチェーンにおけるマテリアル

業と生物多様性イニシアティブ）の発表と

今後、新興国のビジネス・イニシアティブ

（ 重 大 ）なリスクを特 定し、取引先や

その活動成果のひとつである「いきもの共

の活動が活発化すれば、日本企業へのよい

NGOなどのステークホルダーと協働し

生事業所(R)推進ツール」は、とくにインド

刺激になるものと考える。

て、継続的な改善に着手する。

やアセアン地域の参加者から注目された。

•操業している地域において地方公共団

日本企業の活動は、現状では一目置かれて

体や市民団体などの地域のステーク

いるといってもよい。
また今回は、ブラジルからの積極的な情
報発信が目立った。ブラジルではビジネス
と生物多様性に関連する４つの団体を統括

18

制服姿の子どもたちの見学でごったがえす展示ブース
（本会議場とは別棟）
インドの人々の関心は非常に高く、連日の報道で生物多様性という言葉が
一気に普及したとのこと

４．日本企業はこれから
どう取り組むべきか

ホルダーと協働して生態系ネットワー
クの強靭化に取り組む。
•自社の方針や活動について積極的に
情報開示し、生物多様性と生態系サー

するイニシアティブ“IBNB”が設立されたと

愛知目標達成に向けた国際社会の歩み

いう報告があった。開催国のインドの商工

が遅いことや景気が悪いことを理由にモラ

会議所連合会は、会期中に”Sustainable

トリアムに入る企業も出てくると思われる。

アジアなどの新興国の人々が日本の背中

Bio di versi t y M eans Sus t ainable

しかし、2020年までの戦略的目標がどうみ

を見ているという自覚を持って、苦境にあっ

ビスに関する従業員やステークホル
ダーの理解を促進する。

Business”への誓約を会員企業に呼びかけ

ても達成しないという、生物多様性の損失

ても愛知目標の達成に貢献する行動を継

た。こうした各国のアプローチはグローバ

を止められなかった「2010年目標」の失敗

続する必要がある。

ル・ビジネスにとって共通の部分もあるが、

と同じことを繰り返せば、結局はリスクとし

RMFOCUS Vol.44

以上

三井住友海上
駿河台新館の地震対策

ー計測地震防災システムの導入 ー

地震対策

株式会社インターリスク総研
コンサルティング第三部 災害リスクグループ
上席コンサルタント
佐藤 公紀

害時における事業継続性確保のため、高
い耐震性と停電・断水などに備える各種
設備・システムも有している。
本稿では、駿河台新館における地震
対策の一つとして採用された計測地震
防災システムの設計コンセプトについて
解説する。計測地震防災システムは首都
圏を始めとする大都市での導入が増えて
いるが、駿河台新館に導入されたシステ
ムは放送設備やエレベーターなど、設備
機器の制御も行う世界で初めての事例
である。

２．駿河台新館の概要
１．はじめに
三井住友海上火災保険株式会社は、
2012年5月7日から新たに完成した駿河台
新館の使用を開始した。
駿河台新館は、太陽光発電や排水再
利用システムなどを採用した全国トップ
クラスの環境性能ビルであり、改修中の

駿河台新館は、2012年2月に竣工した
地上22階、地下３階の高層ビルである

【図１】駿河台新館

（表1）。オフィススペースは地上４階以
上に配置されており、２階、３階は貸会
議室等の商業スペースとして利用されて
いる。２階、３階の利用者は不特定多数

となるため、大規模地震発生時には在館
者がパニックに陥らないように適切な館
内放送を実施するなどの配慮が必要と

【表１】駿河台新館概要

三井住友海上駿河台ビルと共に地域の

所在地

東京都千代田区神田駿河台３-11-１

生物多様性に配慮した緑化を推進する

竣工

2012年2月

延床面積

64,458㎡

階数

地上22階、地下３階

高さ

102m

など、環境面での取り組みに力を入れて
いる。
一方、災害発生時の対応が特に重要と
なる損害保険会社の主要拠点として、災
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なる。

ベーター自体が有している地震による揺

される。そこで、長周期地震動が発生し

駿 河台新館は、CF T柱（Concrete

れの感知機能が作動する前に停止させる

ていることを館内放送することにより、

Filled Steel Tube：コンクリート充填

ことによって、より安全性を向上させるこ

在館者に落ち着いた対応を促すことが

鋼管）を用いるとともにオイルダンパー

とができる。

できる。

②加速度の実測値による電気錠・自動ド

期地震動とするかについて明確な定義

を制震ブレースとして採用するなど、建
物自体が高い耐震性を有している。さら

なお、どれくらい長い周期の波を長周

に、大規模地震発生時の設備機器の制

アの開放

や基準はなく、館内放送のしきい値の設

御と地震後の速やかな建物被災度の把

１階の加速度計で80gal以上を観測し

定には議論があるが、長周期地震動はマ

握を目的として計測地震防災システムを

た場合、館内の自動ドア、電気錠が自動

グニチュードの大きい大規模な地震で発

導入することにより、ハード、ソフト両面

で解放される（パニックオープン）。

生し、上層階が大きく変位する特徴を有

において高い耐震性を実現している。
計 測地震防災システムとは、建物内
の複数階に設置された地震計で計測さ

この制御により、大規模地震時におい
ても避難経路を確保できるため、在館者

することから、上述のしきい値を設定し
ている。

のパニックを回避することができる。

れる建物応答加速度の実測値と緊急地
震速報の信号を組み合わせて設備機器
の制御や地震後の建物被災度を判定す

③防災センターでの加速度・変位のリアル
タイム表示

るシステムである。同システムの詳細は

地震による建物の揺れの大きさを、防

RMFOCUS第32号（2010年1月発行）

災センターのモニターによってリアルタイ

に、東日本大震災における活用事例は

ムで確認することができる。

４．災害時の事業継続への
活用
損害保険会社の最も重要な役割のひ
とつが、災害発 生後にいち早く保険 金

RMFOCUS第39号（2011年10月発行）に

この機能により、１階の防災センター

掲載されている。こちらも併せて参照い

で建物の揺れの大きさを把握することが

をお支払いすることである。駿河台新館

ただきたい。

可能となり、主要階の震度や変位などの

は、損害保険金をお支払いする損害サー

情報を館内へ的確に提供できる。

ビス部門やお客さま対応を行う営業部門
が多数勤務する損害保険会社の主要拠

３．計測地震防災システムに
よる設備機器の制御

「 緊 急 地 震 速 報 で マグニチュード
6.5以 上かつ震 度５弱未満の地震を想
定」

（注2

点であり、大規模地震発生後においても
事業継続性を確保することが極めて重
要である。

かつ「2 2 階に設 置された 地 震

事業継続において重要となる要素とし

計測地震防災システムは、各地震計や

計 で 変 位 5 0 m m 以 上を観 測 」した 場

て人的資源および物的資源の確保が挙

緊急地震速報からのデータがあらかじ

合、長周期地震動により建物が揺れて

げられるが、計測地震防災システムは双

を超えると中央

いると判定し、館内に自動放 送するこ

方に有効な機能を有しているといえる。

め設定したしきい値

（注1

装置から制御信号が出力され、対象とな
る設備機器を制御するよう設計されてお
り、以下のような効果が期待できる。
①緊急地震速報による全館放送およびエ

とができる。

まず、人的資源の確保については、前

長周期地震動とは、長い周期の揺れ

項に列挙した設備機器の制御によって人

がゆっくり繰り返すことにより、高層ビ

的被害を最小限に抑えるとともに、在館

ルなど固有周期の長い構造物が選択的

者のパニックを抑制し、いち早く災害対

に被害を受ける地震動である。東日本

応に移行することが可能となる。

レベーター制御

大震災でも長周期地震動によって東京

次に、物的資 源の確保については、

緊急地震速報による予測震度が５弱

の高層ビルが外見で判別できるほど大き

最も重要となる建物自体の使用可否を

く揺れた。

即座に判断する被災度判定機能を有す

以上となった場合、全館に非常放 送を

20

④長周期地震動発生時の館内放送

自動的に流すとともに、エレベーターを

日本では長周期地震動によって建物自

る。被災度判定機能は、建物の揺れ方を

最寄り階に停止させる機能が備えられ

体が大きな損傷を受けた事例は報告さ

あらかじめモデル解析で把握し、地震計

ている。

れていないが、高層ビルの上層階は１ｍ

で計測された情報と併せて各階の加速

この非常放送により大きな揺れが到

以上の揺れとなることもあり、建物の中

度および層間変形角を計算するものであ

達する前に在館者が「危険な物から離

にいる人が大きな揺れによって強い恐怖

り、計算された加速度および層間変形角

れる」などの準備ができる。また、エレ

を感じ、パニックが発生することも想定

によってフロアごとの被害を予測するこ
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地震対策

地震発生

通常

揺れ到達

初動

館内自動放送
エレベーターの停止

揺れの収束

状況確認

緊急地震速報受信

■緊急地震速報

建物の揺れ継続

加速度・震度警報装置 作動
変位 警報装置 作動

復旧作業

通常

被災度判定支援

■揺れの計測、設備機器の制御
揺れの大きさをリアルタイム表示
（防災センター）
電気錠のパニックオープン
長周期地震動発生の館内放送

通常状態へ

データ取得

■建物被災度の判定
各階の被災度を即座に
判定

【図２】計測地震防災システムの機能

とができる。
大規模地震が発生した際は、通常、
建築の専門家が調査をして建物の使用
可否を判断することになるが、特に高層

５．駿河台新館の
地震実測データ

ビルの調査ができる専門家は限られて

駿河台新館が使用開始された2012年

いるため、地震直後に建物の継続使用

5月7日以降、幸いにも計測地震防災シス

について結論を得るのは非常に困難で

テムを活用しなければならないような大

ある。

【対象地震（気象庁発表）】

・発生日時 ：2012年5月29日 1時36分
・震源

：千葉県北西部

・マグニチュード

：5.2

・震度（千代田区） ：３

きな地震は首都圏において発生していな

まず、建物内の地震計で計測された加

駿河台新館は建物自体が高い耐震性

い（2012年11月末時点）が、システムの稼

速度から計算した震度を図３に示す。震

を有しており、大規模地震時においても

働以降、中小地震による建物の揺れもす

度計は１階、７階、13階、19階、22階（最

大きな被害が生じないと考えられている

べて観測し、データ保存されている。

上階）に設置されており、すべての階に

が、計測地震防災システムによって建物

ここでは、2012年5月29日に発生した

おいて気象庁発表と同じ震度階３を示し

の安全性を定量的に評価した上でビル

地震による建物の揺れの観測データを

ている。しかしながら、震度の計算結果

を継続使用することは、ビル内で勤務す

紹介する。

である計測震度に着目すると、１階の2.5

る社員の不安を大きく軽減することにも
つながり、より確実な事業継続に資する
ものであるといえる。
図２に地震発生から揺れの収束まで
の間に計測地震防災システムが果たす
役割を時系列でまとめる。

【図３】各階の震度
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地震対策

【図４】変位軌跡図（上）および加速度波形（下）

から22階の3.1まで、上層階ほど揺れが大

さらなる効果的な耐震対策を検討、実施

確保が期待でき、事業の継続に大きな効

きいことが分かる。

することができる。

果が得られる。

次に、建物の変位軌跡図と加速度波形

高層ビルの地震対策は、建物被災度

（水平２方向、鉛直方向）を図４に示す。

の判定や在館者の誘導など特有の課題

震度が小さいため建物の揺れは大きくな

を抱えている。本稿が課題の解決策の一

く、最上階の22階でも6.5mm程度の変
位および20gal弱の加速度に収まってい

６．おわりに

つとなれば幸いである。
以上

ることが分かる。
このように、過去に発 生した地震の

本稿では、駿河台新館に導入された

データを確認できることも計測地震防災

計測地震防災システムについて、機能と

システムの特徴であり、今後、建物や設

導入効果を紹介した。本システムを企業

備に被害が生じるような地震が発生した

の主要拠点やテナントビルに導入するこ

場合には、建物の揺れ方を検証した上で

とにより、人的被害の軽減や物的資源の

22 RMFOCUS Vol.44

注）
１）しきい値：制御信号を出力する最小値
２）長周期地震動は震源から遠く離れた場所で被
害が発生するため、震度5未満とした。

日経225 企業のリスク
情報開示状況レポート
（2012年3月期）

情報開示

株式会社インターリスク総研
コンサルティング第一部 ERMグループ
マネジャー・主任研究員
本間 基照

ている」
「BCPを策定した」など、対策

した。
「取引および法的問題」について

面にまで踏み込む記載も見られた。

はコンプライアンス関連の増加が主因
であり、経営者による不祥事が相次いだ
ことが影響したものと考える。
「政治」

１．2012年3月期のキーワード
は「コンプライアンス」
「 政策
動向」
「環境問題」

は政策動向に不透明さが増したのが主
因であり、政 局の混迷が影響したもの
と考える。
「環境問題」の増加は節電な
どをきっかけとしたエネルギー問題への

表１は開示されたリスクの年度推移を

関心の高まりが影響したものと考える。

示したものである。前年度の2011年3月

一方、
「自然現象」は減少に転じた。こ

期は東日本大震災の発生、円高進行に

の要因は、地震対策を行った、あるいは

よる景気悪化を背景に、
「自然現象」と

BCPを策定したという記載が多かった

「社会・経済」に関する記載が大きく増

ことから、対策を進めた結果、リスクと

加した。

して認識する必要がなくなったことが背

2 012年 3月期は「 取引および法的問
題」
「政治」
「環境問題」が大きく増加

景にあるものと推測される。
リスクは、社会環境、経済環境、対策

本稿は有価証券報告書で公表される
「事業等のリスク」を2012年3月期まで
の４年間にわたって集計、分析したもの
である。調査は、日経225に採用されて
いる企業のうち、3月決算でかつ、2011
年 3月期の決算短信で「 事 業 等のリス
ク」の記載があった66社を対象に、その
内容を2009年3月期から継続的に追った
ものである。
2012年3月期を調査した結果のキー
ワードは「コンプライアンス」
「政策動
向」
「環境問題」の３つとなった。また
新たに「外部委託先のリスク」
「提携の
成否」
「競合の激化」の追加が目立った
ほか、地震については「地震対策を行っ

【表１】開示リスクの年度推移

(開示数)

2009/3
取引および法的問題

2010/3

2011/3

2012/3

(前年からの増減)
2011/3

2012/3

79

82

83

108

1

227

235

250

255

15

5

79

76

101

100

25

−1

政治

85

90

93

117

3

24

技術

42

42

46

38

4

−8
10

社会・経済
自然現象

25

経営および内部統制

68

70

76

86

6

財務

31

35

37

39

2

2

製品・サービス

42

42

46

60

4

14
−3

雇用

17

17

20

17

3

情報セキュリティ

49

49

51

61

2

10

環境問題

41

47

55

75

8

20

労働安全衛生

17

20

22

29

2

7

施設・設備

26

27

35

34

8

−1

803

832

915

1,019

83

104

合計

各社の有価証券報告書を基に、筆者にて作成
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【表2】業種別

2011年3月期から2012年3月期にかけて増加したリスク

業種

食品

化学

素材

業種詳細

合計

食品・水産

66

5

自動車

薬・石油・ゴ
ム・繊維・

鉄鋼・非鉄・

電気機械・

金属・鉱業・ 機械・造船

精密・その

窯業

紙パルプ
調査対象企業数

電気

建設

商業

金融

サービス

運輸

インフラ

鉄道・バ

化学・医
（日経225ベース）

機械

他製造

自動車・自
動車部品

商社・

建設

銀行・証券・
保険・その

小売り

他金融

不動産・
サービス

ス・陸運・
海運・空
運・倉庫・

通信・電
力・ガス

運輸関連

12

8

3

12

2

2

4

3

2

4

9

増減
取引および法的問題
社会・経済
自然現象
政治
技術
経営および内部統制
財務
製品・サービス
雇用
情報セキュリティ
環境問題
労働安全衛生
施設・設備

25
5
−1
24
−8
10
2
14
−3
10
20
7
−1

2
3
1
3
−1
4
−1
1
0
4
−1
−1
2

1
−5
−2
1
−2
3
−4
0
−2
−2
3
2
0

1
−2
−2
5
0
2
3
2
−1
−1
1
1
0

1
−1
−2
0
0
0
1
0
0
1
−1
1
−1

13
0
1
5
3
−1
2
6
2
−1
11
−2
1

−2
1
0
4
0
0
0
1
1
0
0
0
0

6
−1
0
0
0
0
0
3
0
−1
0
2
0

2
10
1
2
0
3
1
−2
0
0
5
0
0

1
4
1
1
−1
1
0
0
1
2
0
1
0

−1
−1
0
−2
−1
−2
−1
−1
−1
0
0
0
−1

3
1
4
−2
−2
2
1
−1
1
2
5
3
−1

−2
−4
−3
7
−4
−2
0
5
−4
6
−3
0
−1

合計

104

16

−7

9

−1

40

5

9

22

11

−11

16

−5

各社の有価証券報告書を基に、筆者にて作成

2．リスクアセスメントの
重要性

セスメント（リスクの洗い出し、分析・評

わけではない。このような理由でリスク

2012年3月期のリスク事象の数は、前

がったものと考える。

を有価証券報告書の開示対象から外す

期から104件増加し、2011年3月期の83件

表２はリスクの増減を業 種 別に見た

ことは避けるべきであると考える。

増加を大きく上回った。2011年3月期は

ものであるが、電気業だけが先に挙げ

東日本大震災を受けて、まずは地震対

た３つのリスク「取引および法的問題」

策が実施された。2012年3月期は、地震

「政治」
「環境問題」の全てが増加して

対策が一段落し、事業を取り巻くリスク

いるのが分かる。厳しい業績を背景に、

には何があるのかを改めて考えるべく、

事業立て直しの第一歩として、まずは事

一段、高い目線に視点を移してリスクア

業計画の達成を阻害する要因を網羅的

の推進などによっても変化していく。し
かし「注目度」や「対策度」が変化した
からといって、リスクそのものがなくなる

価）が実施されたものと推測される。こ
の取り組みがリスク事象数の増加につな

【表3】2009年3月期〜2012年3月期の上位リスク事象
2009/3期
1

地震、津波

件数
44

2010/3期
1

件数

為替変動

45

2011/3期
1

件数

地震、津波

56

2012/3期
1

地震、津波

件数
→

55

2

為替変動

43

2

地震、津波

44

2

為替変動

46

2

為替変動

→

51

3

景気変動

34

3

景気変動

36

3

景気変動

38

3

景気変動

→

39

4

金利変動

33

4

金利変動

34

4

金利変動

36

4

原材料市況の変化

↑

37

5

国際法・慣習の未遵守

27

5

原材料市況の変化

28

5

原材料市況の変化

29

5

金利変動

↓

36

製品市況の変化

27

6

国際法・慣習の未遵守

27

6

他社による知的財産権侵害

28

6

規制強化

新

33

原材料市況の変化

27

製品市況の変化

27

国際法・慣習の未遵守

28

7

立法、法令改正

新

32

現地法令・商慣習の未遵守

26

現地法令・商慣習の未遵守

26

機密情報の漏洩

27

他社による知的財産権侵害

↓

32

機密情報の漏洩

26

他社による知的財産権侵害

26

他社の知的財産権の侵害

27

他社の知的財産権の侵害

↑

32

10

他社による知的財産権侵害

25

機密情報の漏洩

26

株価変動

27

国際法・慣習の未遵守

↓

30

11

株価変動

24 11

株価変動

25

製品市況の変化

27

現地法令・商慣習の未遵守

→

30

他社の知的財産権の侵害

24

他社の知的財産権の侵害

25

現地法令・商慣習の未遵守

27

8

8

8

8

各社の有価証券報告書を基に、筆者にて作成
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情報開示
３．顕在化したリスクとの
整合性を考える

る製品回収などのリスク事象を含む「製

まで、開示対象として挙げられたリスク

表４は2012年3月期の有価証券報告書

ク事象を含む「施設・設備」が、有価証

事象を年度別に多い順に並べたものであ

に記載されたリスクと、2011年度に顕在

券報告書への記載が乏しい状況が見受

る。多少の順位変動はあるものの、
「地

化したリスクの数の割合を比較したもの

けられた。これらは発 生頻 度こそ低い

震、津波」
「為替変動」
「景気変動」な

である。

が、顕在化したときに影響度が極めて大

に洗い出すことから始めたものと推測
される。
表３は2009年3月期から2012年3月期

双方の比較を行うと、欠陥品などによ
品・サービス」と、火災・爆発などのリス

ど、上位５つのリスクに変動はなかった。

顕在化したリスクの上位５つは「製品・

きくなる可能性が高いリスクでもある。

前項でも述べたが、2012年3月期では政

サービス」
「経営および内部統制」
「自然

リスクの重要性を判断する要素は主に発

局の混迷を背景に６、７位に「規制強化」

現象」
「社会・経済」
「施設・設備」であっ

生頻度と影響度である。これら２つを考

と「立法、法令改正」が入ってきた。

た。一方で有価証券報告書に記載された

慮したうえで重要性を判断することを忘

リスクの上位５つは「社会・経済」
「政治」

れてはならない。

「取引および法的問題」
「自然現象」
「経
営および内部統制」であった。

4．最後に

【表4】顕在化したリスクと有報記載のリスクとの比較
顕在化
(件)

順位

ウェイト
(％)

有報記載
(件)

順位

ウェイト
(％)

有価証券報告書に記載されているリス

製品・サービス

1

75

23.0

8

60

5.9

経営および内部統制

2

46

14.1

5

86

8.4

クを経年的に見たうえでの問題点は２つ

自然現象

3

43

13.2

4

100

9.8

ある。１つは足元で顕在化したリスクに

社会・経済

4

40

12.3

1

255

25.0

施設・設備

5

28

8.6

11

34

3.3

左右されやすいこと、もう１つは対策の

取引および法的問題

6

24

7.4

3

108

10.6

雇用

7

17

5.2

13

17

1.7

情報セキュリティ

8

17

5.2

7

61

6.0

財務

9

16

4.9

9

39

3.8

労働安全衛生

10

10

3.1

12

29

2.8

政治

11

7

2.1

2

117

11.5

技術

12

3

0.9

10

38

3.7

環境問題

13

0

0.0

6

75

7.4

326

100

1,019

100

合計

各社の有価証券報告書を基に、筆者にて作成

推進によってリスクを監視対象から外し
がちなことである。
重要なリスクを抽出して、当該リスクに
対する対策を継続的に行い、ウォッチす
ることが、リスクマネジメントの基本であ
る。リスク情報の開示も、この基本を念
頭においた取り組みが望まれる。
以上
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株式会社インターリスク総研
研究開発部・事業開発チーム
チーム長
上野
主任コンサルタント
依田

弘一
麻衣子

10

5

8

4

農業総産出額

畜産

6
4
野菜

0
昭和30年

40

50

【図1】総産出額の推移

ると、直近20年間ほぼ右肩下がりである
ことがわかる（図１）。このグラフを見る限
り、日本の農業は衰退し続けていくかのよ

しながら実際、日本はオーストラリア、ロシア
よりも産出額が多く、中国、
インド、米国、
イ
ンドネシア、ブラジルに次ぐ世界第６位の農
業大国である（国連統計（2010年））。

26

RMFOCUS Vol.44

22

0

2012年1月25日公表 農林水産統計）

⑵ 日本 の農 業 に 対 する認 識 の
変化
このようななか、近年、日本の農業に潜

は、2012年7月31日に閣議決定された「日
【表1】農業関連 年表（6次産業化 関連）
時期（年月）

内容

備考

2008年7月

「中 小企 業 者と農 林 漁 業 者との 連 携によ
（農商工等連携促進法）
る事業活動の促進に関する法律」施行

2009年12月

「農地法等の一部を改正する法律」施行

2011年3月

「地 域資 源を活用した 農 林 漁 業 者等によ
る新事業の創出等及び地域の農林水産物 （六次産業化法）
の利用促進に関する法律」施行

2011年10月

「 我が国の食と農 林漁 業 の 再生のための 農 林 漁 業 再生のため の7つ の 戦 略 のひとつとして
基本方針・行動計画」
「6次産業化（農林漁業の高付加価値化）」が明記

の89分の1、ブラジルの57分の1、ロシアの47
分の1等）が関係しているようである。しか

17

いては、2つの大きな動きがあった。一つ

少ないという事情（461万ha。世界約50
位。中国の114分の1、米国・オーストラリア

平成7年

が出てきている（表１）。特に2012年にお

１．はじめに

いうえ、島国でもあることから農用地（注１が

1

米

在している成長性に着目するような動き

うにみえる。

われがちである。それは、日本は国土が狭

60

（出典：農林水産省

一方で日本の農業総産出額の推移をみ

日本は農業については小国であると思

2

果実

2

⑴日本の農業の現状

3

︵米︑野菜︑果実︑畜産︶

（兆円）
6

（兆円）
12

︵農業総産出額︶

農業 ビ ジ ネ ス を
取り 巻 く 環 境

農業ビジネス

2012年7月
2012年8月

「日本再生戦略」

◦重点3分野のひとつとして「農林漁業」が選定
◦38の重点施策のひとつとして「6次産業化」が明示

「株 式会社 農 林漁業成長 産業化支援機構
（ファンド法）
法」成立

（インターリスク総研にて作成）

農業ビジネス

本再生戦略」であり、もう一つは、2012年

て、既存の付加価値の向上やこれまでに

8月29日に成立した「株式会社農林漁業

ない付加価値の産出を目指す取り組みと

成長産業化支援機構法（以下、ファンド

いえる。

のである。
②2次・3次産業が1次産業へ参入する場合

法）」である。これらの動きを説明するう

なお「6次産業」という用語は、
「1次産

近年、本業と農業との親和性の有無に

えでのキーワードは、
「６次産業化」であ

業＋2次産業＋3次産業＝6次産業」とい

かかわらず、異業種（1次産業ではない業

る。以下、まずキーワードである6次産業

う考え方に基づき、今村奈良臣氏（東京

種）から農業へ進出するケースが増えてき

化について説明し、その後日本再生戦略、

大学名誉教授）により提唱されたもので

ている（例：外食産業、建設業）。

ファンド法の順に見ていきたい。

ある。しかしその後、１次産業と２次・３次
産業の融合を強調するために、
「1次産業
×2次産業×3次産業＝6次産業」と同氏に

⑴６次産業化という概念

場合
このパターンは、１次産業と２次・３次

より説明し直された。

２．６次産業化

③ 1次産業と2次・3次産業とが融合する

⑵６次産業化の実現化パターン
6次産業化の実現化については、大別
すると、次の３パターンが考えられる。

農林水産省では、６次産業化を、
「地域

産業が共同で事業を興すようなケースで
ある。１次産業と２次・３次産業が相互に
補完し合うことをねらいとしている。

⑶6次産業化の目指す姿

の第1次産業とこれに関連する第2次、第

① 1次産業が2次・3次産業へ進出する場合

6次産業化は、1次産業が生み出してい

3次産業（加工・販売等）に係る事業の融

このパターンは、
「生産・加工・流通を一

る10兆円（注２の価値を、2次・3次産業と強

合等により地域ビジネスの展開と新たな

体化し、１次産業者の所得を増やすこと」

力に結びつける（バリューチェーン（価値

業態の創出を行う取組」と定義している。

がねらいである。経営を多角化・複合化す

連鎖）を結合させる）ことにより、100兆円

つまり６次産業化とは、１次産業と２次・

る、生産物・加工物（食品）を輸出する等

に拡大している。今後はさらに20〜30兆

３次産業との付加価値連鎖の強化を通じ

により、6次産業化を実現しようとするも

円の上積みを目指す（図２）。

【図2】今、6次産業に取り組む理由

（出典：財務省

2011年11月15日財政投融資分科会資料）

RMFOCUS Vol.44

27

前述のとおり、6次産業化の目的は「既
存の付加価値の向上やこれまでにない付
加価値の産出」である。6次 産業化を目
指すことで付加価値化（新商品開発・新
サービスの提供）が実現され、結果とし

康）とともに、重点３分野の１つとして選
定されている。

⑵農林漁業再生戦略

定めたものである。
ファンド法により設 立される「株式会
社農林漁業成長産業化支援機構（以下、
支援機構）」は、
「国からの貸付・出資」、
「民間企業（食品企業、金融機関）等か

て新たな市場の創出や各次産業の経営向

日本再生戦略では、重点３分野に取り

らの出資」で成り立つ。そして支援機構

上、雇用・就業機会の増大へとつながって

組んでいくうえでの戦略として、11の成長

は「①サブファンド（地域ファンドまたは

いくのである。

戦略を明示している。そのひとつが「農林

テーマファンド）への出資（間接出資）」と

漁業再生戦略」である。これは、農林漁業

「②6次産業化事業体（注3への出資（直接

の高付加価値化等を推進することや、雇

出資）や資本性劣後ローン」といった方法

用と所得を創出し、若者の農林漁業への

で資金面での支援を行う。現時点では、メ

参入や定住化を促進することなどをねらい

インとなる出資方法は①の間接出資とな

としている。例えば、
「６次産業化に向け

る可能性が高い。なお、支援機構からの

た新商品開発・販路開拓等を支援すると

サブファンドへの出資は、50％以下とする

ともに、アドバイスを行う専門家（６次産

ことが定められている。

３．日本再生戦略
⑴重点３分野

業化プランナー等）の育成・活用を推進す

農林漁業（6次産業化）に関しては、日

る」というように示されている。

本再生戦略の基本方針のなかで次のよう
に述べられている（図３）。
「国内外で今後需要の増加が見込ま
れるグリーン（エネルギー・環境）、ライフ
（健康）、農林漁業（６次産業化）の３分
野など、新たな成長を目指す重点分野に
ついて、日本経済を支える中小企業の活
力を最大限活用しつつ、今後三年間の集

４．ファンド法、
サブファンドの概要
⑴ファンド法の趣旨・仕組み

中取組期間中に、この分野における規制

ファンド法は、1次産業である農林漁業

等を見直すとともに、限られた政策財源

者と販路・ノウハウ等を有する他産業（2

を優先的に配分する。」

次・3次産業）が連携し、1次産業の成長

すなわち、農林漁業（６次産業化）は、

産業化を実現するための事業活動等に対

グリーン（エネルギー・環境）、ライフ（健

しての出融資や経営支援を行う枠組みを

【図3】日本再生戦略
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概要

〈参考〉
株式会社農林漁業成長産業化支援
機構の業務の範囲（法第21条）
主な業務は下記と定められている。

①6次産業化事業体に対する出資（直
接出資）や資本性劣後ローンの提供

②6次産業化事業体へ資金供給その他

の支援を行う団体に対する出資（間
接出資）や指導

等

（出典：内閣官房国家戦略室HP掲載資料））

農業ビジネス

⑵サブファンドの仕組み
前述の通り、
サブファンドは、支援機構と
6次産業化事業体とをつなぐ、支援対象事

国の強い意欲が現れている。当社として

6）財務省HP＞財務省について＞審議会・
研究会等＞財政制度等審議 会＞財政制

も、農業ビジネスにおけるリスクマネジメ

度等審議会財政投融資分科会＞議事要

ントを通じて、６次産業化の発展に貢献し

旨等＞提出資料等＞財政投融資分科会

ていきたい。

（平成23年11月15日開催）資料一覧

業活動支援団体である。サブファンドは、

http://www.mof.go.jp/about_mof/

以上

councils/fiscal_system_council/

•支援機構からの出資

sub-of_filp/proceedings/material/

•民間（例：地方自治体、農業団体、金
融機関、企業）等からの出資
で成り立っており、6次産業化事業体への
出資を行う。
サブファンドを活用した想定事例として
は、例えば図４のようなものが考えられて
いる。

zaitoa231115.htm

■参考文献・資料等
1）内閣府 国家戦略室HP＞食と農 林漁業
の再生
h t t p : // w w w . n p u . g o . j p / p o l i c y/
policy05/index.html
2）内閣府 国家戦略室HP＞日本再生戦略
＞農林漁業
h t t p : // w w w. n p u . g o . j p /s a i s e i /
index.html
3）農林水産省HP

５．おわりに

http://www.maff.go.jp/index.html
4）農林水産省

各農政局HP

注）
１）農用地とは、農地（耕作の目的に供される土地）
と採草放牧地（農地以外の土地で、主として耕
作または養畜の事業のための採草または家畜
の放牧の目的に供されるもの）を併せたもの
２）農業（8.5兆円）だけでなく、農林水産業全体の
数字である。
３）6次産業化事業体とは、サブファンドからの出
資対象事業者であり六次産業化法の認定事業者
（実際の事業運営主体）

h t t p : // w w w . m a f f. g o . j p / j /o r g /
outline/dial/kyoku.html

先に述べた日本再生戦略においては、

5）経済産業省HP＞政策について＞政策一

「農林漁業と商業、工業、観光業を組み

覧＞中 小企 業・地 域 経 済産 業＞地 域 経

合わせた６次産業を生み出すことで、地
域社会に自信と誇りを取り戻す。」と述べ
られている。ここには６次産業化に対する

済の活性化の推進＞農商工連携
h t t p: // w w w. m e t i . g o . j p /p o li c y/
l o c al _ e c o n o m y/nip p o ns ai ko h /

オープンセミナー「農業ビジネス 成功の条
件とリスクマネジメント」を開催いたします。詳
しくは、巻末「インターリスク総研からのお知
らせ（36ページ）をご覧ください。

nipponsaikohnoushoukou.htm

【図4】ファンドを活用した想定事例（生産地密接の食品加工の製造・販売・輸出）
（出典：農林水産省 2012年11月 農林漁業成長産業化ファンドの概要）

RMFOCUS Vol.44

29

〈シリーズ〉

事業継続マネジメント
システム
（BCMS）の
国際標準化

BCMS
第3回：国際規格としてのISO22301

株式会社インターリスク総研
コンサルティング第二部
主任研究員

2．ISO 22301を活用する
前に：国際規格の利用に関
する基本事項

を紹介してきた。
最終回の今回は、国際規格としてのISO
22301にフォーカスし、企業におけるISO
22301の活用方法を紹介する。ISO 22301
の特徴とその公表が企業へ与える影響を
記した第１回、ISO 22301に初めて採用され
た新しいマネジメントシステムを紹介した第
２回と併せてお読みいただければ幸いであ
る。
（RM FOCUS第42、43号参照）
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術仕様書、技術報告書など、いくつか種類
は、大きく分けて規定要素と参考要素のふ
たつに分けることができる。一般に、
「ISO

際標準化機構（ISO）、国際電気標準会議

規格に適合する」というのは、規定要素に

（IEC）、国際電気通信連合（ITU）などが

定められた内容に適合している状態を指

あり、ISO 22301はISOで開発されたため、

す。ISO 22301を例にとれば、１〜９章（表１

国際規格となる。

の網掛け部分）がこれに該当する。規定要

公開されているが、ISOやIECの規格開発に

軸に、国際標準におけるBCMSの考え方

ISOが開発する文書には、国際規格や技

ばれる。代表的な国際標準化団体には、国

順は専門業務用指針とよばれる文書に、い

業継続マネジメントシステム−要求事項」を

格の構成要素に関する規定が役立つ。

際規格（international standard）と呼

わば「ルールブック」としてまとめられ、無償

このシリーズでは、2012年５月に発行され

るには、ISO/IEC 専門業務用指針中の規

がある。これらの文書類を構成する要素

ISOとIECは、歴史的に規格開発業務を

た「ISO 22301:2012 社会セキュリティ−事

順子

国際標準化団体が策定した規格は、国

共通の手順に基づいて行ってきた。共通手

1．はじめに

飛嶋

素は、さらに一般規定要素と専門的規定要
素に細分化される。

⑵ 要求事項と推奨事項

携わる人以外にはあまり知られていない。

それでは、規格の構成要素の中身（規定

前回紹介した新しいマネジメントシステムに

内容）は、具体的にはどのように表現され

関する規定は、一連のISO/IEC 専門業務用

るのだろうか。規定内容は、文章や図、表

指針のうち、ISOにのみ適用する補足指針

のかたちで表現される。このうち、文章の

に示されている。そのほかにもISO 22301を

書き方について、ISO/IEC 専門業務用指針

はじめとした国際規格を活用する際、事前

では、以下のとおり定めている。

に知っておくべき項目は多い。
ここでは、ISO/IEC 専門業務用指針に
定められた内容を中心に、国際規格として
のISO 22301をはじめて活用しようとする
企業にとって有用だと思われる基本的な事
項を紹介する。

⑴規格の構成要素
規格を読む際の最初のポイントは「どこ
を重点的に読むべきか」である。これを知

要求事項（requirement）：
文書に従うことが要求された場合又は
文書からの逸脱が認められない場合、
満たすべき基準を示す文書内容の表現
推奨事項（recommendation）：
他の可能性に言及せず若しくはそれを排
除せず、複数の可能性の中から一つの可
能性が特に適切であることを示す文書
内容の表現、又はある処置方法を歓迎
はしないが禁止はしないことを示す文書
内容の表現
記述事項（statement）：
情報を示す、文書内容の表現

BCMS

このうち、規格の活用の際に重要となる
のは要求事項と推奨事項で、前者は規格の
適用に際しての必須事項、後者は、規格の

奨事項は補足参考要素に書かれる場合が

表す言葉は、前述の一般規定要素と専門

ある）。

的規定要素に書かれる。ISO 22301を例に

それでは、ISO 22301には、要求事項や

適用に際してのおすすめの事項と覚えれば

推奨事項はどれくらいあるのだろうか。

とると、１〜９章の中に提示されたshallと
shall notを合わせたものが、ISO 22301の

よいだろう。両者とも、表１の一般規定要素

表２は、ISO 22301に提示された規定を

要求事項（表２の網掛け部分）である。後

と専門的規定要素の部分に書かれる（推

表す言葉をまとめたものである。規定を

述するように、第三者の審査登録機関に適
合性評価を求める企業は、この要求事項す
べての適合を証明する必要がある。ただ、
実際には、ひとつのshallやshall notが、そ

【表１】国際規格の典型的な章立てとISO 22301の該当項番
要素の分類
前付け参考要素

一般規定要素

専門的規定要素

規格等の文書の構成要素

ISO 22301の該当項番

文章の流れの中で規定内容の状況を示す

表紙

表紙

のが一般的であるため、shallやshall not

目次

目次

の数はあくまで目安に過ぎないことに留意

まえがき

まえがき

序文

序文

名称

名称

適用範囲

１ 適用範囲

引用文書

２ 引用規格

用語及び定義

３ 用語及び定義

する必要がある。

⑶マネジメントシステム規格の一
般原則
ISO/IEC 専門業務用指針は、規格開
発にかかる原則についても言及している。
ISO 22301はISOが開発したマネジメントシ

記号及び略語
要求事項

４ 組織の状況

ステム規格（以下「MSS」という）のひとつ

５ リーダーシップ

だが、MSSの提案にかかる一般原則（次

６ 計画

頁表３参照）は、そのひとつの例である。
ISOの専門委員会がMSSの新規開発や

７ 支援

改訂を提案する際、プロジェクト開始前に

８ 運用

プロジェクト自体の妥当性評価が必須であ

９ パフォーマンス評価

り、ISO 22301の開発に際しても行われた。

附属書（規定）
補足参考要素

れぞれひとつの状況を指すというよりは、

この妥当性評価の判断基準は、表３に示す

附属書（参考）

一般原則に基づく。つまり、ISO 22301の根

参考文献

幹には、この一般原則がある。

参考文献

たとえば、前回紹介したISOの新しい

索引

（出典：ISO/IEC専門業務用指針, 第２部 国際規格の構成及び作成の規則, 第６版, 2011年
書要素の典型的な配置の例 より抜粋）

表２ 文

マネジメントシステムとして開発された、
MSS共通要素は、
「２）両立性」の原則に
基づくものである。ISO 22301にMSS共通
要素が採用されたのもこの原則に基づく。

【表２】規定を表す言葉の表現形式

また、
「３）網羅性」や「４）柔軟性」、
「８）

意味の区別

末尾に置く語句

注記

指示又は要求
（要求事項）

…（し）なければならない。
…する。
…とする。
…による。

規格に適合するため
には 、厳 密にこれに
従 い 、これ から 外 れ
ることを認めない。

禁止
（要求事項）

…（し）てはならない。
…（し）ない。

推奨
（推奨事項）

…することが望ましい。
…するのがよい。

この ほかでもよい
が、これ が 特 に適し
ているとして示す。

国際規格での
対応英語

ISO 22301
における数

使いやすさ」を実現するために、MSSに

shall

105

模の組織が適用可能な汎用性のある（とさ

は、世界中のあらゆる産業分野、文化、規
れる）規定内容が網羅的に盛り込まれるの
である。さらに、
「7）除外」の原則がある

shall not

1

should

1

（出典：ISO/IEC専門業務用指針, 第２部及びJIS Z 8301:2008 規格票の様式及び作成方法より抜粋）

ため、MSSでは、たとえばマネジメントシ
ステムのパフォーマンスのあり方について、
上限／下限を規定することは行われない
のである。
一方で、汎用的であろうとするがゆえに
一般的な文章表現が採用され、結果とし
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て規格の意図がわかりにくくなる面がある

規定事項の適用可否の判断を規格のユー

使うのは、例えていえばコンピュータを分

ことは、最初のISOのMSSであるISO 9001

ザーに委ねる場合がある。いわゆる適用

解して、目的に応じてパーツを再利用する

（品質マネジメントシステム−要求事項；

除外であり、規格の利用の際には、最初に

ようなものであり、このパーツは何の役に

QMS）が発行された当初から、一貫して指

適用除外の有無を確認することが大切で

立つのかとか、パーツ相互の依存関係は

摘されてきた。

ある。

どうなっているのかなど専門知識が不可

規格の「意図」は「解釈」とは異なる。

たとえば、ISO 22301には、適用除外は

規格を読む際は、規格の規定内容を超え

ない。ISO/IEC 専門業務用指針には、適

て意味を付加することや、ある特定の意味

用除外がない場合の緩和措置などの規定

に限定する解釈を避け、規定内容を、規格

はないから、適用除外がないならば、規格

が意図したとおりに、いいかえれば、ある

のユーザーは、原則すべての要求事項を網

がままに理解することが望まれる。しかし

羅することが前提となる。

ながら、各国の利害が複雑に交錯する国

これは、規格というものが、その規定事

際規格開発の背景を知ることなく、それを

項がすべて守られてはじめて意図した効果

実現するのは大変難しいことであり、結果

が発揮されるよう、緻密な計算に基づいて

としてちまたに様々な解釈が流布してしま

策定されているためである。パッケージだ

うことにもなっている。万一、解釈に惑わ

と考えればわかりやすいかもしれない。こ

されたときには、一般原則に立ち返ってみ

のため、規定内容の一部を安易に除外する

ることが重要である。

ような事態は避けるべきであり、適用除外

⑷パッケージとしての規格：適用
除外の有無

欠となる。

とする場合には、意図した効果が減じるこ
とはないという、正当な理由づけが必要で
ある。
逆にいえば、ISO 22301の一部を抜き出

数多くの要求事項をすべて網羅するの

して監査基 準とするような活用方法（後

は大変だから、いくつか除外したいという

述）は、規格の高度な活用方法となる。規

声が聞かれる。確かに、規格によっては、

格から一部の規定内容だけを取り出して

【図】それぞれのパーツを理解しないで分解
しても、使いこなせないよ！

【表３】MSSの提案にかかる一般原則
１）市場適合性

MSSは、その主たる利用者及びその他の影響を受ける関係者のニーズを満たし、付加価値を与えるものであ
ることが望ましい。

２）両立性

様々なMSS間、並びに、MSSファミリー内における両立性を維持することが望ましい。

３）網羅性

MSSは、各々の産業分野固有のものを作成するという必要性を排除又は最小限に抑えるために、適用に当
たって十分な網羅性をもつことが望ましい。

４）柔軟性

MSSは、関連するあらゆる産業分野及び文化、並びにあらゆる規模の組織に適用できることが望ましい。
MSSは、組織が競争的に他のMSSに追加したり、他との差別化を図ったり、又はその規格を超えて自らのマ
ネジメントシステムを高めたりすることを、阻まないことが望ましい。

５）自由貿易

MSSは、WTO/TBT協定の原則に従い、モノ及びサービスの自由な貿易を促すことが望ましい。

６）適合性評価の適用可能性

第一者、第二者若しくは第三者による適合性評価、又は、これらを組み合わせた適合性評価に対する市場ニー
ズを評価することが望ましい。作成されたMSSは、その結果を反映し、その適用範囲において、適合性評価に
使用することに適切なものであるかを明確に示すことが望ましい。MSSは合同監査を促進するものであるこ
とが望ましい。

７）除外

MSSには、直 接関係 のある製品（サービスを含む）の 仕様、試 験 方法、性能レベル（即ち上限 ／下限の設
定）、又はMSSを実施している組織が生産又は提供する製品に対するその他の形態の標準化を含まないこと
が望ましい。

８）使いやすさ

利用者が容易に一つ又は複数のMSSを実施できるよう確実にすることが望ましい。MSSは、容易に理解で
き、明瞭で、文化的偏りがなく、容易に翻訳でき、ビジネス全般に適用可能であることが望ましい。

（出典：ISO/IEC 専門業務用指針, 第１部, 統合版ISO 補足指針−ISO専用手順, 第９版, 2012年）
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BCMS

3．ISO 22301の活用方法
それでは、2.を踏まえて、ISO 22301の活
用方法を考えてみる。
ISO 22301は、繰り返し述べてきたとお
りMSSである。企業におけるMSSの代表
的な活用方法は、

て利用できるが、公的な第三者認証を求め
ステップ１：

る場合はすべての要求事項を監査基準と

ISO 22301を理解する

する必要がある。

ステップ２：

企 業は 、第一者監 査によって、自社の

ISO 22301のどの規定内容を適用する

BCMSがISO 223301に適合していること

か決める

を自己宣言できるが、その際も、適 用除

注：公的な第三者認証を求める場合

外についての正当な理由がない限りは、す

は、すべての要求事項が必須

べての要求事項を監査基 準とし、その適

ステップ３：

合性を検証することが望ましい。特に、海

ステップ２で定めた規定内容を適用す

外市場などに向けたアピールが目的で自

る範囲を仮置きする

己適合宣言する場合は、不要な障壁を排

ステップ４：

するという意味での自由貿易の原則や柔

それぞれについて概説する。

ステップ２で定めた規 定内容と、ス

軟性の原則からも、規定を追 加すること

⑴マネジメントシステムを構築・
運用するための指針として活
用する

テップ３で仮置きした範囲内にある既

はあっても適用除外するのは避けた方が

存のマネジメントシステムとのギャッ

よい。

•マネジメントシステムを構築・運用する
ための指針
•マネジメントシステムを評価する指針
の２つであり、ISO 22301でも同様である。

この活用方法の対象となるのは、自ら、
もしくは取引先など外部ステークホルダー
からの要求により、
•BCMSの構築・運用
•BCMSとほかのマネジメントシステム
との統合的な構築・運用
を必要とする企業である。前述したように、
ISO 22301は、両立性の原則を満たしている
から、企業が既にQMSやISMSなどのマネ

プを分析する
注：組織にまったくマネジメントシス
テムがないということはない
ステップ５：
ステップ４で抽出されたギャップを埋
める（ステップ２で定めた規定内容に
準じたBCMSを構築する）

22301を活用することができる。
なお、BCMSの構築・運 用にあたって
は、ISO 22301の規定内容すべてを満たす
ことを目指してもよいし、必要な部分だけ
を活用してもよい。ただ、公的な第三者認
証を受けることを希望する企業は、すべて
の要求事項を満たす必要があること、必要
な部分だけを活用する際は、前述のとおり
細心の注意が必要であることに留意してい
ただきたい。
ISO 22301を指針としてBCMSを構築・
運用する際、一般的に用いられるステップ
を以下に示す。

ISO 22301をはじめとした国際規格に

必要に応じて、ステップ３で定めた範

は、国際市場で通用する共通言語として

囲を調整する

の強みがある一方で、共 通言語としての

ステップ６：

汎用性を求めるがゆえのジレンマも抱え

構築したBCMSを運用し、継続的に

ている。

改善する

ISO 22301を利用する際は、上記を十
分 理 解した上で、活用することが 期待さ

ジメントシステムを構築していれば、BCMS
との統合的な構築・運用の指針として、ISO

4．まとめ

⑵マネジメントシステムを評価す
る指針として活用する

れる。
以上

この活用方法の対象となるのは、自ら、
もしくは取引先など外部ステークホルダー
からの要求により、
•第 一 者 監 査（ 内 部 監 査 ）：自 社 の
BCMSについての評価
•第二者監査：取引先など外部ステーク
ホルダーのBCMSについての評価
•第三者監査：顧客など外部ステークホ
ルダーの依頼により、直接には利害関
係のない企業のBCMSについての評価
（これを専業で行っているのが審査登
録機関）
を必要とする企業である。いずれの監査形
態においても、BCMSの構築・運用の場合
と同様、必要に応じてISO 22301の規定内

■参考文献・資料等
1）ISOがすすめるマネジメントシステム規
格の統合的な利用、編著ISO、日本規格
協会、2009
2）ISO 9000 2000年版 要求事項及び用語
の解説、監修ISO/TC 176国内対策委員
会、日本規格協会、2002

容のすべて、もしくは一部を監査基準とし
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対象期間：2012年9月〜11月

株式会社インターリスク総研

本情報はマスコミ等での報道をベースに編集しています。

火災・爆発

死者は２人となった。消防庁によると2日夕時

だった。貨物船の運航会社によると風雨の影

点で180人が重軽傷を負った、内閣府、国土

響でレーダーが利きにくく視界が悪かった。波

●姫路で化学工場爆発、１人死亡、36人重

交通省によると全国で約28万戸が停電し、約

も高く、近づくまで漁船の姿が見えなかった

軽傷

9,800戸以上で断水した。沖縄県大保川や三重

という。

9月29日午後2時40分ごろ、兵庫県姫路市の

県天白川が氾濫して床上浸水の被害が出た。

化学メーカー製造所でタンクが爆発し、炎上

そのほか西日本を中心に床下、田畑等の浸水

した。消火活動のため出動した姫路市消防局

被害が出た。空の便は西日本の発着便を中心

の消防隊員１人が爆発に巻き込まれ死亡した。

に500便超が欠航。東北･山形・秋田や上越、

9月25日午前0時ごろ、神奈川県横須賀市の

そのほか５人が重傷、31人が軽傷を負った。

長野各新幹線は運休が相次ぎ、東海道新幹線

私有鉄道Ａ社線路上に堆積した土砂を見つけ

も断続的に一部区間で運転を見合わせた。

た下り特急電車の運転士が急ブレーキをかけ

同社によると、アクリル酸の中間貯蔵タンク
の温度が上昇し、爆発した。同日午後1時ごろ
に従業員がタンク付近から白煙が上がってい

●私鉄脱線、崩れた土砂に特急衝突、53人重
軽傷

たが、土砂に乗り上げて先頭から１〜３両目が
●ハリケーン「サンディ」、米東部直撃、170

脱線した。乗客乗員のうち９人が重傷、44人が

ることを確認、1時20分ごろから自主的にホー

人超死亡

軽傷を負った。A社では25日始発から、事故現

スで放水し、2時10分ごろには正門前に消防車

10月22日（現地日時、以下同じ）に熱帯低気

場を含む駅間の上下線で運休し、代行バスを

が到着。消防車も放水しようと準備していたと

圧としてカリブ海南部で発生した「サンディ」

走らせた。現場はトンネルの手前で、のり面は

ころ、爆発した。原因は調査中であるが、タン

は、その後ハリケーンに発達し米東部の大西

土台部分をコンクリートで固め、落石防止の金

クの温度管理の監視体制が不十分だった、タ

洋上を北上。29日夜、強い温帯性低気圧に変

属性フェンスを設置していたが、土砂がフェン

ンクの冷却装置や消火設備が機能しなかった

わった直後、ニュージャージー州南部に上陸

スを破って線路に流れこんだ。脱線車両がトン

可能性がある。

した。暴風雨が米国経済活動の中枢を直撃し

ネルの中に突っ込んで止まったため作業場所

製造所は敷地面積約90万㎡の主力工場で、

た。11月4日時点で、米国で100人以上、通過し

が確保できず、車両の損傷も激しかったことか

紙おむつ向けの高級水性樹脂（ＳＡＰ）と、そ

たカリブ海諸国も含めて合計170人以上が死亡

ら、復旧作業が難航し、全線で運転を再開し

の原料となるアクリル酸を製造していた。生産

した。

たのは、事故から55時間後の27日となった。

が止まったＳＡＰは同社が世界シェア３割と圧

ニューヨークでは一時、50万世帯が停電し、

A社は、事故前日の23日に降った大雨で水を

倒的に高いシェアを持っており、アクリル酸も

米東部全体では800万世帯を超えた。ニュー

含んだ斜面の地盤が、24日の局地的豪雨でさ

世界シェア1割を握る。代替供給も難しく、事

ヨーク証券取引所やナスダック市場は、29日

らに緩み崩れたとの見方を示した。

故1か月後の10月29日時点でＳＡＰとアクリル

と30日の2日間休場に追い込まれた。

酸などの需給逼迫が続いている。

金融センターがあるニューヨーク・マンハッ
タン島では地下鉄や地下施設が浸水し、島と
外部を河川の下で結ぶ７本のトンネルも冠水

施設・設備安全、業務遂行上のミス

風水災・豪雨

した。マンハッタン島を含むニューヨーク都市
圏では電力や交通網の復旧が遅れ、ガソリン

死亡

●台風17号列島縦断、２人死亡、180人重軽傷

の供給不足も重なって市民生活や企業活動へ

10月31日午後2時50分ごろ、石川県金沢市の

●金沢のホテル、エレベーターに挟まれ女性

フィリピンの東海上で9月21日に発生した台

の影響が拡大した。被害総額は800億ドル（約

ホテルの4階で、従業員用エレベーターに乗ろ

風第17号は、大型で非常に強い勢力を保った

６兆5,000億円）に達する可能性があり、2005

うとした63歳の女性パート従業員Ｂさんが、

まま9月28日から29日にかけて沖縄・奄美を通

年の「カトリーナ」に次いで米史上2番目にな

扉が開いたまま上昇したかごの床と扉上部の

過した。台風はその後30日には四国の南へ進

ることが確実となった。

枠の間に挟まれた。消防のレスキュー隊が約

み和歌山県潮岬付近を通過して、同日19時頃

40分後に救出したが、Ｂさんは搬送先の病院

愛知県東部に上陸し、関東甲信地方、東北地

で間もなく死亡した。Ｂさんはホテルが委託し

方を通って、10月1日昼ごろには北海道東方海
上に達した。台風の上陸は今年２回目。この台
風により、非常に激しい雨が降り猛烈な風が
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自動車・鉄道・船舶・航空機等事故

ている清掃会社の従業員で、業務を終え、同

●漁船沈没13人不明、貨物船と衝突、宮城

めにエレベーターに乗り込もうとした際、急に

僚と地下１階の従業員用ロッカーへ降りるた

吹いた。また、海上は猛烈なしけとなり、沿岸

沖900km

かごが上がり始めたため段差につまずいて倒

では高潮が発生した。各地で強風によるけが

9月24日午前2時半ごろ、宮城県石巻市の金

れ、床と枠の間に胴を挟まれた。

人が相次ぎ、電力、水道などのライフラインが

華山から東約900km沖合で、三重県紀北町の

エレベーターはＣ社製で、最大定員17人、

乱れ、交通網が混乱した。

カツオ一本釣り漁船とパナマ船籍の貨物船が

最大積載量1,150kg。1998年1月に設置され、

30日、沖縄県読谷町の岩場で釣りの男性が

衝突した。漁船は沈没し、漁船乗組員22人の

Ｃ社が業務委託した金沢市の業者が月に１度

台風後の高波にさらわれ、死亡した。また三

うち、日本人船員12人とインドネシア人実習生

点検していたほか、Ｃ社も年に１度点検してい

重県鈴鹿市の鈴鹿川付近で30日、妻が運転す

１人の計13人が行方不明になった。9人は近く

た。10月15〜16日に業者が点検した際には異

る車が流され、救助に向かい行方不明になっ

にいた別の漁船に救助された。現場の天候

常は確認されなかったという。

た男性が1日、遺体で発見された。台風による

は雨で、約15mの風が吹き波の高さは約２m
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エレベーターのブレーキや制御盤、巻き上

げ機は、2006年6月に東京で高校生の死亡事

日の登山が可能と判断した。

スに感染させたり、犯罪予告の書き込み動作

故を起こしたＣ社製エレベーターと同型だっ

今回のツアーは中国人添乗員を中心に3月

を行う掲示板に誘導してクリックさせたりする

た。国土交通省の調査報告書は、ブレーキパッ

ごろから現地の旅行会社の情報提供を受けて

ことにより、ＰＣを遠隔操作する仕組みになっ

ドの磨耗でブレーキが利かなくなったのが06

企画し、このルートでは初のツアーだったが、

ていた。真犯人ＥはＴｏｒという仕組みを利用

年の死亡事故の主な原因と指摘している。2つ

Ｄ社としての下見は行っておらず、現地の状況

して複数の海外サーバーを経由して掲示板に

の事故は扉が開いたままエレベーターのかご

の把握が不十分だった。携帯電話の電波が通

アクセスし、自分のネット上の住 所とされる

が上昇するなど状況に類似性があり、県警は

じない場所があることを知りながら、衛星電

ＩＰアドレスを隠蔽していた。

関連などを詳しく調べる。国土交通省は11月

話を持たせるなどの対策を取っていなかった。

このうち７件の襲撃・殺害予告について、書

13日、Ｃ社製エレベーターの緊急点検を実施

Ｄ社は参加者に、雪山の装備は求めていな

き込み時のログに残ったＩＰアドレスに基づ

するよう自治体に通知した。扉が開いたまま

かった。

き、愛知県の男性を除く男性４人が7月から9

かごが動く「戸開走行」につながる可能性があ

2009年にＤ社が主催し８人が死亡した北

月にかけて逮捕された。しかし、三重県の男

る20項目を提示し、速やかに安全性を確認す

海道・大雪山系トムラウシ山遭難事故でも、

性のＰＣがウイルスに感染し遠隔操作で書き

るよう求めた。

Ｄ社は天候悪化でもツアーを決行する判断を

込みができるようになっていたことが判明し、

現場任せにし、会社と現場の連絡体制に不

逮捕後に勾留されていた三重県の男性は釈放

備があったと指摘された。今回降雪の予報に

された。これを受けた再調査で大阪府の男性

人死亡

もかかわらず続行したのも現場だけの判断で

のＰＣ、福岡県の男性のＰＣにも同様のウイル

旅行業者Ｄ社が企画した中国河北省張家口

あった。

ス感染が認められた。

●万里の長城で遭難、登山で大雪、日本人３

市郊外の万里の長城へのツアーで、11月3日、

10月9日､10日に真犯人Ｅから弁護士とラジ

登山に来ていた日本人観光客４人と中国人添

オ局に自分が真犯人とするメールが届いた。

乗員１人の計５人が大雪に見舞われ遭難した。
その後、日本人４人のうち68歳の女性、62歳
の女性、76歳の男性の3人が遺体で発見され

情報関連

メールには、報道されていない6件の予告につ

●他人のＰＣを遠隔操作、13件の襲撃・殺害

ついても公開されていない犯罪予告の文言な

いて記載されていたことや、報道された7件に

た。59歳の女性と25歳の中国人添乗員は救出

予告

どが一字一句同じであるなど犯人でなければ

された。

6月29日から9月10日にかけて、何者か（以

知り得ない事実があったため（秘密の暴露）、

この５人に同行した、Ｄ社が現地の旅行会

下、真犯人Ｅ）がインターネット掲示板（以下、

真犯人Ｅからのメールと判断された。これらの

社から紹介を受けたフリーランスの男性ガイド

掲示板）を介して東京都、大阪府、愛知県、福

経緯より三重県の男性、福岡県の男性は嫌疑

（47歳）が、単独で下山して救助を要請。地元

岡県、三重県の５人のパソコン（ＰＣ）に指示

なしの不起訴処分、起訴された大阪府の男性

の警察と消防のほか、軍も出動して救助活動

を与え、遠隔操作によってインターネットで計

は起訴取り消し、未成年の東京都男性は保護

にあたったが、現場周辺は約１mの積雪があり

13件の襲撃・殺害の予告を行った。自治体の

観察取り消し処分となった。10月以降、警察は

通信状況も悪く、捜索は難航したという。Ｄ社

ホームページ（ＨＰ）に小学校や商業地での無

誤って逮捕した4人に謝罪するとともに、真犯

によると、中国人添乗員と現地男性ガイドが

差別殺人を予告し、企業のＨＰや掲示板に航

人Ｅについて脅迫罪、威力業務妨害罪などの

遭難前日の2日夜、現地の天気予報で「午後か

空機や企業本社の爆破を予告するなどした。

適用を視野に捜査を進めている。

ら雪になるが、大雪にはならない」と聞いて、3

犯行の手口は、掲示板からコンピュータウイル

COLUMN

冬の雷

日本における雷の発生頻度は増加傾向にあるといわれている。
2012年においては、筆者が居住する関西圏でも落雷が多発し、気象

リスク調査でヒアリングをすると、同じ設備が繰り返し被害を受け
ていることも少なくない。

庁の観測点「大阪」では年間雷日数の記録を更新した。8月に大阪

企業における雷害対策は、火災や地震などの他の災害と同様

市で開催された野外イベントでは、参加者が落雷で死亡する痛まし

に、ハードおよびソフトの両面からの総合的な対策を講じること

い事故が発生した。筆者もこの夏に、山岳地のある野外イベントに

が望まれる。ハード面においては、避雷針で建物を防護するととも

参加したのだが、突然の豪雨に見舞われ、雷がしばらく鳴りやまず、

に、SPD（避雷器）や耐雷トランスなどの保護機器による内部避雷

人混みの中避難する場所もなく、これまでにない恐怖を感じた。

措置を充実させていくことが重要となる。

雷は夏にだけ発生すると認識されているかもしれないが、そうで

ソフト面としては、タイムリーに雷情報を入手することが有効で

はない。夏の雷は活発な積乱雲によって大雨とともにもたらされ、

ある。気象庁では、雷の気象状況をリアルタイムに知らせる「雷

全国の広範囲で観測される。一方、冬の雷は東北地方から山陰地

ナウキャスト」を提供しており、パソコンや携帯電話などの端末で

方などの日本海沿岸域を中心に多く発生している。これはシベリア

刻々と変化する雷の活動レベルを視覚的に確認することができる。

からの寒気が対馬海流（暖流）の上空に入って生じる上昇気流に起

雷によって損傷しやすい機器をあらかじめ確認・把握しておくとと

因する。なお、冬の雷は一回あたりの電気量が多く、物的な被害が

もに、雷が活発になった際には重要データのバックアップをこまめ

大きくなりやすい。

にとることや、可能であればデータを別媒体に取り出す、作業を一

雷害の形態には、直接落雷して施設を損壊させる「直撃雷」のほ
か、
「誘導雷」によってもたらされるものがある。誘導雷は地表面

時的に中断して電源線や通信線を機器から切り離す（雷サージの
侵入経路を遮断する）などの措置も効果的といえる。

などに落雷して生じた雷サージが、電源線や通信線、接地線などか

気象庁の統計データなどを確認し、冬に雷が多発するエリアに

ら敷地や建物に侵入し、電子機器類に被害を与える。したがって、

所在する事業所においては、一度自社の雷害対策を見直されるこ

雷サージの侵入経路が多い機器（情報・通信機器や防災設備な

とをお勧めする。

ど）ほど被害発生の危険が高くなる。また、工場や事業所における

（T.N.）
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インターリスク総研
からの

お知らせ

第7回レピュテーショナル・リスクセミナー
20 0 8年度より継続して開催している「レピュテー
ショナル・リスクを考える」セミナーの第７弾「復興
に向けた社会の中で企業が果たすべき役割」を開
催します。

今回は、出光興産・前会長の天坊様にご登壇いた
だき、出光興産および石油連盟における東日本大
震災の際の対応について、お話しいただくとともに、
2013 年のソーシャル・イシューの発表を行います。

＜セミナーの開催概要＞
（金）
13：00〜16：30
（受付開始：12：30）
●日 時 ：1月28日

（東京都千代田区神田淡路町 2-9）
●場 所：損保会館 ２Ｆ大会議室

●定 員：200名
●参加費：無料

●主 催：レピュテーショナル・リスク研究会
株式会社インターリスク総研
（事務局）

後 援：三井住友海上火災保険株式会社

協 力：The World Intellectual Capital Initiative Japan

セミナー、
申し込み方法の詳細についてはインターリスク総研ＨＰに掲載する予定です。 http://www.irric.co.jp

オープンセミナー「南海トラフ 地震・津波に備える」
2012年8月、内閣府より「南海トラフの巨大地震に
関する津波高、浸水域、被害想定」が公表され、以

前にも増して地震・津波への備えに関心が高まっ
ています。本セミナーでは、巨大地震に対する備
え・津波リスクの計量化・自社での震災対応力の向
上に関する有益な情報をご案内します。

●日

時：2月15日 金曜日 13:30〜16:00

●定

員：150名

●場 所：三井住友海上駿河台新館 ３Ｆホール

プログラム
【基調講演】

「過去の震災に学び南海トラフ巨大地震に備える」

名古屋大学減災連携研究センター長 福和伸夫 教授

【第１部】

「津波リスクをどう評価するか」

株式会社インターリスク総研 研究開発部 堀江啓

【第 2 部】

「自社でできる地震対策

〜対策優先度の検討と建物継続使用の判定〜」

株式会社インターリスク総研 コンサルティング第三部 鶴田庸介

●参加費：無料

●主 催：三井住友海上火災保険株式会社
株式会社インターリスク総研

下記ＵＲＬよりお申し込みください。
http://www.irric.co.jp/41-130215

※セミナー内容詳細についてはインターリスク総研ＨＰをご覧ください。
http://www.irric.co.jp

オープンセミナー「農業ビジネス 成功の条件とリスクマネジメント」
2012年7月に政府が公表した「日本再生戦略」のな
かで、農林漁業が重点3分野のひとつとして選定さ
れたこともあり、農業ビジネスは様々な業種から注

目されています。本セミナーでは農業ビジネスに関
する有益な情報をご案内します。

プログラム
【第 1 部】

「農業ビジネス成功の条件」

株式会社都築経営研究所 代表取締役 都築冨士男氏

【第 2 部】

「農業ビジネスのリスクマネジメント < 総論 >」

●日 時：2月22日 金曜日 13:30〜16:30
●場 所：三井住友海上駿河台新館 ３Ｆホール
●定 員：150名
●参加費：無料
●主 催：三井住友海上火災保険株式会社
株式会社インターリスク総研
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株式会社インターリスク総研 研究開発部 上野弘一

「農業に必要なマーケティング戦略」

ストラテジー＆タクティクス 代表取締役社長 佐藤義典氏

下記ＵＲＬよりお申し込みください。
http://www.irric.co.jp/71-130222

※セミナー内容詳細についてはインターリスク総研ＨＰをご覧ください。
http://www.irric.co.jp

『大震災後に考えるリスク管理とディスクロージャー』
（同文館出版）
東日本大震災後、日本ディスクロージャー研究学会
に所属する先 生を中心に「震 災とディスクロー
ジャーを考える会」を立ち上げ、ディスクロージャー
（情報開示）とリスク管理の重要性を１年間にわ
たって議論してきました。その成果として、同文館出
版より『大震災後に考えるリスク管理とディスク
ロージャー（仮）』を出版することになりました。
河田惠昭・関西大学教授より、
「国難候補の巨大地
震と企業の事業継続計画」というタイトルでの特別
寄稿も掲載します。２月上旬の発売予定です。

目次
第 1 部 理論的提言
「リスクのディスクロージャーに関する研究の必要性」
（責任編集、
柴健次・関西大学教授）
第 2 部 制度的提言
「被災中小企業の対応と復興および支援の実態分析とその必要性」
（責任編集、
太田三郎・千葉商科大学教授）
第 3 部 実践的提言
「想定外リスクの見極めと 2 次的災害を防ぐ実践的対応」
（責任編集、
本間基照・インターリスク総研）

『震災を風化させないプロジェクト』
セミナー
当社の「R3.11」震災を風化させないプロジェクト
と、震災とディスクロージャーを考える会による『大

震災後に考えるリスク管理とディスクロージャー』
出版披露を兼ねたセミナーを開催します。講師に
は、河田惠昭・関西大学教授をお招きします。

●日 時：2月22日（金）午後
●場 所：損保会館 2F 大会議室
（東京都千代田区神田淡路町 2-9）
●参加費：無料
●テーマ：一部 新被害想定と企業のＢＣＰ
（インターリスク総研）
二部 国難となる大震災に関する最新情報
（河田惠昭・関西大学教授）

セミナー、
申し込み方法の詳細についてはインターリスク総研ＨＰに掲載する予定です。 http://www.irric.co.jp

〈本号で寄稿していただいた方
（敬称略）〉

編集後記

中林一樹
（なかばやし いつき）
福井県生まれ
1975年東京都立大学工学研究科博士課程単位取得退学
1975〜2011年 東京都立大学・首都大学東京にて研究教育
2011年明治大学特任教授、
首都大学東京名誉教授
内閣府・首都直下地震対策検討グループ委員、文部科学省地震調
査研究推進本部政策委員会委員。東京都防災会議専門委員として、
被害想定の取りまとめに参加。東京都震災復興検討会議議長、東京
都火災予防審議会地震部会長など。

1994年12月28日、三陸はるか沖でＭ7.5の地震が発生しました。“平成6
年三陸はるか沖地震”です。宮古で55㎝の津波を観測しましたが幸いにも
津波被害はなく、八戸市などで地震の揺れによる建物の被害が多く発生し
ました。
当時、損害保険鑑定人だった私は年明けの1月4日から13日まで八戸市
を中心とした地域で被害調査にあたりました。雪国では凍った路面で何度も
転んだり、建物基礎の被害確認に雪かきをしたりしながらの調査となりまし
た。
その後、14日から16日まではいったん、当時住んでいた大阪に戻り、17日
から八戸での調査を続けることになりました。
八戸に戻る1月17日の早朝、強い揺れで目が覚めました。
これが“兵庫県
南部地震（阪神･淡路大震災）”でした。テレビ画面に映る光景はとても現
実のこととは思えなかったことを覚えています。
その後、被害調査に赴くこと
になりましたが、調査すべき先が一面焼け野原だったこと、途中の誇線橋が
崩落していて進めなかったことなど、実際の被災地はテレビ画面以上の衝
撃でした。
あの震災から16年、2011年3月11日、私たちは“東日本大震災”を経験しま
した。今年8月29日には“南海トラフ巨大地震による津波高・浸水域等
（第二
次報告）
および被害想定
（第一次報告）
について”が発表されました。
「震災を風化させない。」今まさに大切なことだと思います。
（Y.H）
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