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製品安全に関する行政の動きを概観した後、2013年にリリースされた「製品安全に関する流通事業者向けガイド」について、その概
要と活用方法のポイントを示すとともに、このガイドが流通事業者、製造・輸入事業者に与える影響について解説する。

6月末に発行された、意図的な食品汚染防止に関する農林水産省の報告書の内容に沿って、意図的な異物混入に対するフードディ
フェンスの必要性、異物混入が入り込まない職場風土の醸成、フードディフェンスの観点からの脆弱性評価と対策、危機管理体制の
整備等について解説する。

近年、相次いで発生している健康に起因した交通事故について、その背景や関係省庁（国土交通省・警察庁・厚生労働省）における
対応を整理するとともに、企業に求められる対応を「従業員の健康管理」という視点から解説する。

インターリスク総研主催の「組織事故防止セミナー」（2014年7月28日実施）の概要について報告する。昭和女子大学専任講師の本
多･ハワード･素子博士（心理学）が自著でその概念を提唱する「過組織症（メガホリズム）」に関する講演とともに、インターリスク総
研が取り組んでいる組織事故防止のための安全文化評価、ヒューマンファクターサーベイについても紹介する。

農業分野が抱える様々な課題解決をミッションとしたアグリビジネスについて、その実態と関連するリスクをシリーズで紹介する。
第2回は「アグリビジネスにおける産学連携」に焦点をあて、プロジェクト88の髙橋菜里氏に、ビジネス拡大に向けた取り組み事例を
紹介いただくとともに、産学連携上の課題について解説いただいた。

ISO14001:2015年版発行に向けたスケジュール、ISO/DIS 14001の構成と本改正における主な変更点を概説した後、その「経営戦略
ツール」および「環境（経営）リスクマネジメント」を指向した新たな側面に触れながら、ISO/DIS 14001を活用した環境（経営）リス
クへの対応について考察する。

三重県知事の鈴木英敬氏に、南海トラフ地震に対する県の取り組みについてお話をうかがった。東日本大震災が残した教訓と課題
をふまえ、新たな地震・津波対策に取り組むべく策定された「三重県新地震・津波対策行動計画」を中心に、県内各地の災害特性に
応じた対策、さらに災害時要援護者対策や観光客対策等について紹介する。

アセアン各国の自然災害の概況について概説した後、地震リスク、洪水リスク、台風リスクなど各国の自然災害の特徴と実態につい
て解説する。あわせて、シンガポールにおいて東南アジアの工場・倉庫等施設のリスクサーベイ、アンダーライティングサーベイを通
じて把握した対策のポイントについて報告する。

製品安全に関する行政の動向と企業への影響
～「製品安全に関する流通事業者向けガイド」の概要とポイント～
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【お話をうかがった方】
三重県知事
鈴
す ず き

木 英
え い け い

敬 氏

南海トラフ地震に立ち向かう　

〜備える・逃げる『みえの防災』〜 

１.はじめに
南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、東南海に位置す

る各自治体では防災・減災に向けた取り組みを強化しているとこ
ろです。「レジリエンス 〜強くてしなやかな社会をめざして〜」と
題して前号（2014年7月1日発行）から特集を組んでいるシリーズ
第2回目となる本稿では、三重県知事の鈴木英敬氏に、「南海トラ
フ地震に対する『みえの防災』」についてお話をうかがいました。

２.「三重県新地震・津波対策行動計画」の概要

Q．「三重県新地震・津波対策行動計画」（以下「新地震・津
波対策行動計画」）の策定経緯と概要についてお聞かせ
ください。

2011年3月11日発生の東日本大震災から約1か月後に知事に
就任しましたが、どういう知事を目指すかと聞かれて、「防災知
事」・「営業知事」を目指すと申し上げました。当時は、2008年の
リーマンショックから日本経済がまだ立ち直っていない状況にあ
り、県内産業振興の先頭に立つ意味で「営業知事」を掲げ、さら
に大震災の甚大な被害を目の当たりにして、防災にも力を入れて
いくことを誓って「防災知事」という言葉を掲げたものです。2011
年10月には「緊急地震対策行動計画」を全国に先駆けて策定し
ましたが、これは、いつ地震が来るか分からない状況下で、時間
をかけて総合的な計画を作り上げるのではなく、すぐにできるこ
とから整理して緊急の行動計画としてまとめることを目指したも
のです。行動計画にあわせて津波浸水区域のマップを作成し、さ
らに「防災ノート」（次頁図１）や「Myまっぷラン」（次頁図２）な
ど様々な防災対策ツールも作りました。それらを総合的にまとめ

【聞き手】
株式会社インターリスク総研
総合企画部  市場創生チーム
上席コンサルタント　長

は せ が わ

谷川 泰
やすし

特別研究員　　　　　本
ほ ん だ

田 茂
し げ き

樹

て、県以外の機関も含めて役割分担やスケジュール、数値目標な
どを具体的に定めた総合計画として、有識者の皆さんにも議論
いただいて策定したのが「新地震・津波対策行動計画」（次頁図
３）です。

知事就任前に、宮城県の女川、石巻、仙台の荒浜地区を訪問
しました。すさまじい被害状況を目の当たりにし、それを三重県
の1,100kmにもおよぶ海岸線と照らし合わせたとき、全く他人事
とは思えない強い危機感を感じました。そのような危機感をベー
スとして、知事就任後に策定したのが緊急の「行動計画」であ
り、そして今回の総合的な「新地震・津波対策行動計画」の策定
へとつながりました。

Ｑ．県内各地の災害特性と対策についてお聞かせください。

伊勢湾北部の桑名市や木曽岬町には国内最大級の海抜ゼロ
メートル地帯があり、過去、伊勢湾台風などで非常に大きな被
害を受けました。南海トラフ地震が発生し、地盤沈下や破堤が
生じれば、早い段階から長期間にわたって浸水が予想される場
所です。この海抜ゼロメートル地帯の災害対策が重要課題の１
つです。

その南に位置する四日市地区は、まさに三重県の産業集積地
で、石油コンビナート等が集まっています。このコンビナート施設へ
の対策も必要です。また三重県では沿岸部に人口が集中しており、
伊勢・鳥羽・志摩地域の海岸線は東日本大震災で大きな被害を受
けたリアス式海岸に近い形状をしています。そこからさらに南、熊
野灘の方面では、10分前後で10数ｍの津波が到達する可能性が
高いと予想されており、それを前提とした津波対策が必要です。

このように、海抜ゼロメートル地帯の浸水対策に加え、コンビ
ナートの防災対策、リアス式海岸や即座に迫る10メートル超の津
波への対策など、様々な地域特性に合わせた対応が必要になる
のが三重県の特徴です（3頁図４）。
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【図１】「防災ノート」の表紙
小学生（低学年）版、小学生（高学年）版、中学生版、高校生版を作成している

（出典：三重県教育委員会より資料提供）

【図２】「Myまっぷラン」の表面（熊野市の例）
A3版を折りたたみ、A6版のポケットサイズになる。裏面は、地域の図面　　　  （出典：三重県より資料提供）

【図３】「新地震・津波対策行動計画」の表紙と内容構成　　　　　　　　　　　　　　（出典：三重県より資料提供）
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Q．地震の「揺れ」への対策についてお聞かせください。

「揺れ」への対策が重要なのは、地震による「揺れ」そのもの
から命を守ることに加え、津波から「逃げる」ためにも「揺れ」へ
の対策が重要となるからです。

堤防の耐震対策や公共施設や民間施設、住宅の耐震化など、
「揺れ」に対して各種の耐震対策を進めるのはもちろん重要で
すが、とりわけ重点取り組み策の第1番目は各個人による家具の
固定など身近な揺れへの対策です。これが不十分だと避難に至
る前に負傷して逃げられなくなってしまいます。ですから県民の
自助による家具の固定など身の回りの「揺れ」への対策が、「逃
げる」前の段階で最も大事な対策だといえます。

３．「防災の日常化」と県民の自助

Q．県民の「自助」の大切さについて、知事の考えをお聞かせ
ください。

日ごろからよく言っていることですが、家族など自分の大切な
人の命を救いたいと思っても、自分の命がなければ大切な人の
命を救うことはできません。まずは自分の命を守ることが先で
す。そして、いついかなる場面で災害が発生しても自分と家族が、

勤務先や学校などでそれぞれ命を守ることを自覚し、その手段を
しっかり確保し行動することが最も重要であり、そのための訓練
を積み重ねてほしいと思っています。

このように、まずは自分たちで自分の命をしっかり守るという
自覚を持ってほしいわけですが、どうしてもそれができない場
合、たとえば要援護者の方がいる場合には、共助、公助という形
でしっかり取り組んでいくことが大事だと思っています。

東日本大震災から3年が経過し、県民の意識調査において、防
災に対する県民の意識の低下が見られます。年中、毎日、防災に
ついて意識しておくことは難しいとしても、1年に何回かは、しっ
かりと自分、家族、あるいは地域で自主的に、いざ災害が起きた
らどのように行動するかについて確認したり、訓練したりするこ
とを忘れないようにして欲しいと思います。

Q．防災啓発という観点から、県は「訓練」をどのように企画・
実施していますか。

毎回、訓練を実施するたびに、課題が見つかります。被害想
定が違うというのもさることながら、プレーヤーが違う、時間帯
が違うなど、条件が異なる中で新たに生じる課題を一つ一つつ
ぶしていくこと自体が災害への備えになります。ぜひとも訓練
には定期的、継続的に参加して欲しい、と私たちは呼びかけて
います。昨年度に実施しました総合防災訓練では、海上自衛隊
のエル・キャック（ＬＣＡＣ：輸送用エアクッション艇）という艦

【図４】県内各地域の特性に応じた対策のポイント　　　 （出典：三重県ホームページ掲載資料等を基にインターリスク総研にて作成）
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＜石油コンビナート地域＞
石油コンビナート等特別防災区域に指定されている
四日市臨海地区と尾鷲地区の災害防止に関連する基
本的事項を定めるものとして、「三重県石油コンビ
ナート等防災計画」がある。

＜津波到達時間の短い地域＞
熊野灘沿岸地域は、津波到達まで時間が短いため、短
時間で高台までの避難が必要。「Ｍｙまっぷラン」を活用
した地域における津波避難計画策定の取り組みを実施

＜海抜ゼロメートル地帯と液状化危険度の高い地域＞
伊勢湾沿岸部は、熊野灘沿岸部に比べると津波到達ま
での時間がやや長い一方、北部に海抜ゼロメートル地
帯を抱えるとともに、地震発生時の液状化危険度が極
めて高い範囲が広がっている。これら特性を踏まえ、県
民や事業者が必要な避難対策や地盤対策を実施すべく
情報発信する。

三角形 http://www.freemap.jp
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艇を実際に使って、海から救助する方法について知ってもらっ
たり、テレビの生中継で防災訓練の実施状況を放映したりしま
した（図５）。他県の総合防災訓練は、劇場のように訓練を一
方的に住民の方に観てもらうスタイルが多いようですが、三重
県では、より実践型で、参加型の訓練を行っています。住民自身
が訓練に参加し、私も含めて県の職員も要援護者に寄り添って
共に避難したり、地域ごとに医療機関以外の場所で医師会の
方が中心となってトリアージを実演するなどの演習です。さらに
そのような訓練をテレビで放映するなど、積極的に情報発信し
ています。

また、「Myまっぷラン」というツールを用意し、それを活用し
て地域において実践的な避難誘導の計画づくりを展開していま
す。防災意識、自助に対する意識の向上に向けて、「新地震・津
波対策行動計画」のキーワードとしているのが「防災の日常化」
という言葉です。防災が特別な行動ではなく、日々の生活と一体
となった当たり前のものになること、つまり日常生活の中に防災
の活動を取り入れていき、命を守る行動が身につき、災害に備え
ていけると思っています。

Q．日々の生活の中に「防災」を取り込んでいくということは、
具体的にはどのような活動のことをいうのかお聞かせくだ
さい。

まずは訓練に参加してもらうことですが、それ以外に家族防災
会議という言葉をよく使います。お父さんが仕事で会社にいると
き、子どもたちが学校にいるとき、地震がきたらどうするか、家族で
しっかり話し合うことが重要です。あとは「Myまっぷラン」などに
よる避難経路の確認です。「防災ノート」はこれまで小学校の低学
年版と高学年版、中高生版を作成してきましたが、2014年（平成26
年）6月に改訂を行い、中高生版を中学生版と高校生版に分けて、
全部で4種類を作成しています。外国語版も用意しています。家具
の固定化や備蓄品の保管も大切です。備蓄品に関しては「白い小
箱運動」というものを展開しています。これは、備蓄品一日分の箱
で、企業などの協力を得て取り組んでいます。

４．企業・外部機関との連携

Q．被害が広域にわたって同時に発生する南海トラフ地震に対す
る外部からの支援の重要性についてどのようにお考えですか。

在沖縄米軍海兵隊からロバート・エルドリッヂ氏を県幹部の研
修に招いて、海兵隊の活動について紹介してもらいました。実際
の有事の外部支援は自衛隊が中心になりますが、米軍海兵隊と
いうオプションあるいはルートもあるということを県の各部局長
に理解してもらいました。第四管区海上保安本部の海難救助訓
練に私も参加しましたが、救助機関の組織体制、指揮命令系統、
装備品が実際にどのようなものか、じかに見て体感しておくことは
大切だと思って実施しています。また日ごろから顔の見える関係
を作っておくことも大切です。関係各機関と定期的に意見交換会
なども実施しています。有事の際に、連絡網でいきなり電話をか
けたり、初めて会っていきなり名刺交換をしたりということではう
まく連携できないので、「顔が見える関係」を大事にしています。

Q．災害を企業目線で考えたとき、企業との連携における県の
取り組みについてお聞かせください。

2013年度（平成25年度）にコンビナート・アセスを実施しまし
た。それに基づいて一定のシミュレーションもできました。今年
度は、コンビナート防災計画を見直す予定です。企業防災の取
り組みとしては、2010年（平成22年）から「みえ企業等防災ネッ
トワーク」という組織を立ち上げ、県内企業の約230社が会員
になって現在も活動を継続しています。そこでは事業継続計画
（BCP）の策定を中心に議論したり、事業所における防災リー
ダーの育成にも取り組んでいます。

今年度（2014年度）新たに三重大学とともに「みえ防災・減災
センター」を設立した背景には、企業の皆さんの立場から防災に
関して相談する先がないという声が寄せられたことがあります。
今回の「新地震・津波対策行動計画」には、企業のBCP作成や
支援について記載があり、「みえ防災・減災センター」は、BCP

【図５】 海上自衛隊のエル・キャックを使った訓練風景　「平成25年度三重県・熊野市・御浜町・紀宝町総合防災訓練」　　　　　　　　（出典：三重県より資料提供）
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作成を中心として、企業の事情に応じたきめ細かい相談に乗る
窓口の機能も担います。

５．災害弱者への対応

Q．三重県には津市・四日市市など外国人集住都市があり、ま
た外国から多くの観光客も訪れますが、災害時における外
国人への対応についてどのようにお考えですか。

平時からの対応が重要であると考えており、外国人住民の方
にも避難訓練などに参加してもらっています。また有識者の協力
を得て、災害時に使える「避難所情報伝達キット−絵表示・多言
語−『つ・た・わ・るキット』」を作成しています。このキットはポ
ルトガル語、スペイン語、中国語など多言語とピクトグラム（絵文
字）で表示されたもので、それを指さしながら外国人住民の支援
を行うものです（図６）。

さらに2013年、三重県国際交流財団と協定を結び、「みえ災害
時多言語支援センター」を設置することにしました。ここはNPO
団体やボランティアの活動拠点となり、大規模災害時の災害情
報等の提供や問い合わせ・相談対応など様々な形で外国人への
支援活動を行います。

観光客対策は、「新地震・津波対策行動計画」にも掲載してい
ますが、地理に不案内な観光客に災害発生時の避難行動の迷い
や遅れが生じないよう、市町、観光事業者、観光関係団体ととも
に、課題検討や人材育成などを進めています。

三重県には伊勢神宮、熊野古道などの観光地、そしてテーマ
パークなど多くの人が集まる場所がたくさんありますから、三重県

を訪れる観光客のみなさんが、安全に、そして安心して三重を楽し
んでいただけるよう、特に力を入れて対策を進めていきます。

Q．同じく災害弱者と考えられる高齢者についての対策はいか
がでしょうか。

高齢者については、まず災害時に特別な支援が必要な方の名
簿を作成するとともに、それぞれの地域において「Myまっぷラ
ン」の取り組みを活用するなどにより、個別支援計画の策定など
を進めています。またその実効性を高めるために、関係団体や
NPO等と連携して高齢者が防災訓練に参画することを促すこと
も行っています。

また「いざ」という時に高齢者の方が逃げられるように、南伊
勢町、紀北町など普段から健康対策も兼ねて「体操」の取り組み
を行っている地域もあります。高齢者の方々にも、身の安全は自
ら守る「自助」の意識を高めていただくと同時に、自分たちの生
きがいにもつながる取り組みを進めています。

私は東日本大震災後に、「釜石の奇跡」で語られている道を
走ってみましたが、子供はもちろん大人でもたいへんな道です。
走って逃げられる体力が重要であることをあらためて感じていま
すので、「自助」については啓発を続けようと考えています。

６．将来を見据えた「みえの防災」〜人材育成

Q．三重県の防災対策では将来を見据えて女性防災リーダー
の育成にも力を入れているとうかがいましたが、その点に
ついてお聞かせください。

【図６】「避難所情報伝達キット−絵表示・多言語−『つ・た・わ・るキット』」　　　　　　　　　　　　　　　（出典：三重県より資料提供）
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東日本大震災の例をみても、発災時はもちろん、避難してから
でも女性でないとわからない、あるいは女性の感覚を生かした
方がよいという場面はたくさんあります。例えば、避難に要する
時間は体力の観点から男性と女性では違いますし、備蓄品につ
いても男女の差はあるでしょうから、男性防災リーダーばかりで
はなく女性にも活躍してほしいと感じています。

また日中に地震が起こった場合には女性が在宅していること
の方が多く、地域における避難の担い手は女性が中心になりま
すから、女性を防災リーダーとして育成することが急務と考えて
います。そこで昨年度は女性に限定して防災コーディネーターの
育成を行い、53名を認定しました。

2015年度末の段階で、累計230人、3年後には同350人の女性防
災リーダーを育成する目標を立てるなど、県として注力している
対策です。

Q．今年立ち上げられた「みえ防災・減災センター」にも人材
育成という目標があるようですが、それについてお聞かせ
ください。

「みえ防災・減災センター」をつくった背景には、企業の皆さん
からの防災に関する相談先がないという声がありましたが、それ
に加えて育成した人材が十分活躍できていないという県としての
思いもありました。いろいろな形で育成した防災に関する人材が
地域に溶け込み、そして活躍してもらうためには、ネットワークの
核となる組織が必要であろうということで立ち上げたものです。

この「みえ防災・減災センター」は三重大学とともに設立した
ものですが、それには理由があります。防災に関して啓発をはじ
め様々な事業を行うにあたって、その内容について不断のレベル
アップが必要ですが、それには学術面の最新の知見、そして研究
機関等との連携などが求められます。やはり県独自の取り組みだ
けでは難しいこともあり、全国に先駆けて大学という学術機関と

連携して動いています。
地域の総合的な防災・減災対策を企画・実践するシンクタン

ク機能を持った組織という位置付けですが、人材の育成と活用
もその柱となっています。

７．おわりに

Q．防災や減災に取り組んでいる企業にメッセージをお願いし
ます。

企業の皆さんにお願いしたいことは三つあります。
まず経営者の方には、「社員の命を守るために自分がすべてを

やる」と考えないでほしいということです。むしろ、社員が自分の
命を自分で守るために行動するという意識づくり、環境づくりを
目指していただきたいのです。

次に徹底した防災訓練、また地域と連携した防災訓練をお願
いしたいということがあります。そしてその訓練は実践的でリア
リティのあるものが望ましいと考えています。

最後に社員の方には会社の防災を考えることはもちろんです
が、その前に自分と自分の家族をどう守るかを考える機会を持っ
てほしいということです。そのためにはぜひ、家族防災会議を開
いていただきたいと思います。

貴重なお話をおうかがいすることができました。本日はありがと
うございます。

（このインタビューは、2014年7月17日に行われたものです。）

以上

三重県は日本のほぼ中央に位置し、紅葉狩りや登山はもちろんスキーもできる
山岳から、広範囲に続く風光明媚なリアス式海岸まで、豊かな自然に恵まれてい
ます。

観光名所もたくさんあります。その中でも、熊野古道は今年2014年に世界遺産
登録10周年を迎えており、また昨年2013年に式年遷宮のクライマックスを迎えた
伊勢神宮は今年が「おかげ年」にあたり、特におかげを授かるといわれています。

また伊勢海老、鮑（あわび）、牡蠣（かき）、ふぐなど魚介類の宝庫としても知ら
れるほか、高級霜降り和牛で有名な松阪牛の産地でもあります。

三重県では、2013年4月から2016年3月まで「三重県観光キャンペーン〜実はそ
れ、ぜんぶ三重なんです！〜」を展開しています。この機会に、豊かな自然、歴史・
文化、海・山の幸、アミューズメントスポットなどで楽しめる三重県を訪れてくだ
さい。 【図】「三重県観光キャンペーン〜実はそれ、ぜんぶ三重な

んです！〜」ロゴマーク
（出典：三重県観光キャンペーン推進協議会より資料提供）

「三重県ってどんな県？〜観光キャンペーンのご紹介」
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インターリスク・アジア
Managing Director 　　中

な か も と

本 専
あつし

東南アジアにおける自然
災害リスクの特徴と実態
〜 アセアン各国で大きく異なる

自然災害に備えるために 〜 

１.はじめに
シンガポールに駐在して5年目、毎年サーベイで東南アジアの数

多くのお客さまを訪問している。リスクサーベイ、アンダーライティ
ングサーベイを中心に、工場・倉庫等の施設における様々なリスク

（火災、自然災害、労災等）を洗い出して実態を把握し、その対応
状況への改善提案を通じて事故・災害防止を働きかけている。

日本では近年、局所的な集中豪雨や竜巻の多発、地域的な多
雨・日照不足・低温や、大雪や猛暑といった一昔前ではあまり見
られなかった極端な気象現象が増加傾向にあり、「異常気象」と
して喧伝されている。同様にアセアン各国でもスーパー台風の襲
来や集中豪雨の多発による大洪水から少雨・干ばつまで、異常気
象といわれる自然災害が確実に増加しており、進出企業の事業

の継続を脅かしている。
既にアセアンで事業を展開されている企業の皆さま、そして今

後アセアンへの海外展開を検討されている企業の皆さまにとっ
て、本稿が災害の影響を受けにくい体制の構築、さらにはインフ
ラの確保から事業の発展に至るまで、いささかでもお役に立てば
幸いである。

２．アセアン各国の自然災害の概況
図１の10ヶ国から構成されるＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連

合）は東南アジアという同じ地域に属しているとはいえ、政治・
経済から歴史・文化、民族・宗教に至るまで、国によってその様子

【図１】ＡＳＥＡＮ加盟国
（出典：外務省ホームページ「わかる！国際情勢／Vol.64 ＡＳＥＡＮと日本〜アジアの平和と繁栄のために」2010年10月18日
＜http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol64/＞、最終アクセス2014年8月22日）
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は大きく異なる。
各国では自然災害の状況も大きく異なり、災害列島／災害大

国と呼ばれる日本と同じように地震・津波、台風が発生しやす
いフィリピンやインドネシアから自然災害の発生が比較的少な
いとされるシンガポールやマレーシアまで、様々な特徴が見ら
れる。

そこで、アセアン各国における自然災害の危険度を総合的かつ
客観的に把握するため、国連大学が「WorldRiskReport 2013」
の中で公表している世界リスク指標ＷＲＩ（WorldRiskIndex）
を一つの参考指標として引用し、表１にまとめた。

ＷＲＩは自然災害（地震、洪水、台風、干ばつ、海面上昇）
に対し、合計28の指標から構成される4要素（①エクスポー
ジャー（Exposure）、②脆弱性（Susceptibility）、③対処能
力（Coping Capacities；行政による管理能力等社会構造的
側面）、④適応能力（Adaptive Capacities；環境・衛生・教
育・人口構成等の側面））に基づいて算出される。アセアン10ヶ
国中のワースト1位はフィリピンであり世界173ヶ国中で3位、日
本は同15位にランキングされる。ちなみに1位はバヌアツ（Ｗ
ＲＩ：36.43）、2位はトンガ（同28.23）と地震・サイクロンに脅
かされる南太平洋諸国が占め、最も危険度が低い173位にはカ
タールがリストアップされている。表1の備考欄には、4要素の一
つであり自然災害の危険にさらされている程度を示す「エクス
ポージャー」を記載した。エクスポージャーはフィリピン、日本
とも同程度に高いものの、両国の対処能力と適応能力の大きな
差がＷＲＩの数値の差となって反映している。

一般的に、アセアン主要国における自然災害リスクの大小のイ
メージを分かりやすく示すと表２になる。

次章以降、アセアン各国における自然災害について、（1）地
震リスク （2）洪水リスク （3）台風リスクの順に特徴と実態を
掘り下げる。

３．自然災害の特徴と実態
〜（1）地震リスク〜

日本列島を含む環太平洋地域は世界有数の地震・火山帯であ
り、プレート型の大規模な地震が多発している。東南アジアでは
インドネシアとフィリピンがこれに含まれ、次頁図２からもインド
ネシアとフィリピンの色分けが際立って濃い、つまり危険度の高
いエリアに該当するのが見てとれる。図２は各地点で今後50年間
に20％の確率で発生する可能性がある地震の強度を「改正メル
カリ震度階級（ＭＭ）」で示している。ＭＭは主に欧米で用いら
れ、日本の気象庁震度階級と一概に比較はできないが、一つの目
安として凡例中の①ＭＭⅠ〜Ⅴが日本の震度0〜3、②ＭＭⅥが震
度4、③ＭＭⅦが震度4〜5弱、④ＭＭⅧが震度5強、⑤ＭＭⅨ〜Ⅹ
Ⅱが震度6弱〜7に相当する。なお、日本では近畿から東海、関東
地方にかけてと東北・北海道の太平洋側の一部地域が最も危険
度の高い⑤MMⅨ〜ⅩⅡのエリアに該当している。

地震に伴う津波の被害も忘れてはいけない。アセアン各国の海
岸線の多くは津波危険度の高いエリアにも指定されており、特に
プレート境界型の地震発生時には十分警戒が必要となる。

アセアンで最も危険度の高いエリアを有するインドネシア、フィリ
ピン、ミャンマー、その他の国の順に特徴と実態を以下に挙げる。

＜インドネシア＞
・スマトラ島沖はアルプス・ヒマラヤ造山帯の東端部に位置し、ス

ンダ海溝（ジャワ海溝）を震源とする巨大地震が数多く発生す
る。2004年のスマトラ島沖地震（マグニチュード9.1）では津波
被害が拡大し、死者・行方不明者が20万人を超える未曾有の
大災害となった。

・活断層による直下型の地震も見られ、2006年のジャワ島中部
地震（同6.3）は、6,000人近い死者を出し、ジョグジャカルタ近
隣に壊滅的な被害をもたらした。

（出典：国連大学「WorldRiskReport 2013」＜http://www.ehs.unu.edu/
file/get/11644.pdf＞、最終アクセス2014年8月22日）

【表１】ＷＲＩランキング（アセアン10ヶ国プラス日本） 【表２】アセアン主要国の自然災害リスクのイメージ　
（リスク大：◎、中：○、小：△）

（インターリスク総研にて作成）
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・過去、首都ジャカルタが大きな被害を受ける地震は経験してい
ないものの、スンダ海溝のジャカルタ寄りの空白域において巨
大地震が発生した場合、あるいは活断層による直下型地震が
発生した場合、都市構造が脆弱なジャカルタでは周辺地区も
含めて被害が拡大することが予想される。

＜フィリピン＞
・日本同様に海溝型と直下型の地震が頻発する。大地震が毎年

のように各所で発生して大きな被害をもたらしている。
・首都マニラではマニラ海溝に加えて活断層も確認されており、

地震危険度は高い。液状化の危険度が高いエリアも多い。
・活火山も多く、過去に噴火による被害が度々発生した。マニラ

南方には小規模ながらタール山もあり、周辺の丘陵地帯には日
系企業が入居する工業団地が複数立地している。

＜ミャンマー＞
・アルプス・ヒマラヤ造山帯に沿って地震活動が活発な地域であ

る。2011年のミャンマー地震（マグニチュード6.9）を始め、過去
に大地震が数多く発生した。

・数多い活断層の中でも中央部を南北に通るサガイン断層に起
因する地震が多く、周辺地域では過去から周期的に大地震が
発生している。

（その他の国）
＜タイ＞

ミャンマーとの国境沿いに活断層が多数確認され、マグニ

チュード6〜7クラスの地震発生の可能性が指摘されている。首都
バンコクはこれらの断層から離れており、被害は小さいとされて
いるが、地震危険度マップでは比較的リスクの高い地域に指定さ
れており、建物の耐震性における脆弱性も問題視されている。

＜ベトナム＞
北部を流れるホン川（紅河）に沿ったレッドリバー断層が地震

源として注目されており、首都ハノイに被害を与える大地震発生
も示唆されている。

＜シンガポール＞
巨大地震の震源となりうるスンダ海溝に大きな空白域が存在

し、シンガポールからの直線距離が比較的近いことから、巨大地
震発生時に及ぼす影響が懸念される。2013年以降は基準が変更
され、耐震性が建物設計の要件に入ったものの、それ以前は建物
の耐震設計の基準がないため、一定規模以上の地震動により被
害が出る可能性も否定できない。

４．自然災害の特徴と実態
〜（2）洪水リスク〜

アセアンは主に熱帯雨林気候と熱帯モンスーン気候に区分さ
れ、降雨量が多く、治水事業や都市整備が経済発展に追いつか
ないのが実情である。大都市の多くは河川下流域の平野やデル
タで成長・発展しており、想定を超える集中豪雨に見舞われると

【図２】環太平洋地域の地震危険度マップ
（出典：国連人道問題調整事務所＜ＯＣＨＡ＞「Regional Hazard Map」2011年5月1日
＜http://www.unocha.org/roap/maps-graphics/regional-hazard-maps＞、最終アクセス2014年8月22日）
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河川の氾濫あるいは運河等の排水不良による内水氾濫から、洪
水の発生を招いている。

洪水危険度が極めて高い地域（凡例中のExtreme：赤紫色）と
して、メコン川流域（ホーチミン以南、プノンペン）、チャオプラヤ川
流域（バンコク）、ホン川流域（ハノイ）、そしてインドネシア（ジャ
カルタ等）とフィリピン（マニラ等）が該当する（図３）。以下、各国
別に特徴と実態を挙げる。

＜インドネシア＞
・首都ジャカルタは平坦な低地で、特に北部を中心に都内の約

40％は海抜0ｍ地帯といわれる。乱開発による保水能力の低
下、治水事業の停滞、地盤沈下の進行に加え、地球温暖化によ
る海面上昇の影響を受け、雨季（11月〜4月）を中心に集中豪
雨による洪水が頻繁に発生しており、大潮が重なるとさらに被
害が拡大する。

・5〜6年周期で広範囲にわたる大洪水も発生している。2007年
は過去最大級の被害が発生した。都内の約70％が最大4〜5ｍ
浸水し、死者40人以上が出た。また2013年1月にも死者40人以
上に及ぶ大洪水が発生した。

・都内の日系企業の多くは過去の洪水被害の教訓を踏まえ、防
水フェンス、排水ポンプ、地盤・建物のかさ上げ等の対策を実
施した結果、近年大きな被害を受けていない。日系企業が多く
入居するジャカルタから東側の丘陵地帯に広がる工業団地の
リスクは全般に低いとされているが、一部では集中豪雨時の内
水氾濫により被害が発生している。

＜フィリピン＞
・毎年多くの台風が発生しており、ルソン島に上陸して首都マニラ

を直撃すると甚大な被害に至る。2012年8月の台風9号「Saola」
では首都の約50％が最大3ｍ、2009年9月の台風16号「Ondoy」
では約80％が最大6ｍ浸水して、首都機能が完全に麻痺した。

・マニラはもともと海抜の低い湿地帯で水はけが悪く、集中豪雨
により道路のいたるところで水没することが多い。旧市街は下
水道の普及率も低く、排水路は雨季になるとすぐに溢れ返る状
態である。

・日系企業が多く入居する工業団地はマニラの南方と北方地域
に立地する。南方側は高原に向かって丘陵地帯が続くため洪水
リスクは比較的低いが、北方側は平坦で河川の氾濫地域も多
く、全般的に洪水リスクが高い。

＜タイ＞
・記憶に新しい2011年の大洪水では、日系企業が多数を占める工

業団地を中心に甚大な被害が発生し、自動車・電機産業を始め
世界のサプライチェーンを揺るがす事態に陥った。ＪＥＴＲＯに
よると、7箇所の工業団地が浸水（入居全804社のうち日系企
業449社）、1箇所が一部浸水し（同83社のうち20社）、5箇所が
警戒を要する工業団地に指定された。全国での死者・行方不
明者は752人、浸水被害面積も関東平野を上回る18,000㎢以上
となった（参考資料1）。

・チャオプラヤ川の勾配は非常に緩やかで、被害の大きかったア
ユタヤからバンコクまで（距離約100km）の高低差が数メート
ルしかないことに加え、雨季（6〜10月）の大雨、乱開発による

【図３】環太平洋地域の洪水危険度マップ
（出典：国連人道問題調整事務所＜ＯＣＨＡ＞「Regional Hazard Map」2011年5月1日
＜http://www.unocha.org/roap/maps-graphics/regional-hazard-maps?page=1＞、最終アクセス2014年8月22日）
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保水能力低下、地盤沈下の進行、ダム放水のタイミング、治水
事業の停滞、堤防を巡る政府と住民との抗争等の要因が数々
重なって被害が拡大した。

・浸水した全工業団地では既に外周堤防の新設・増強を実施済み
である。入居企業では団地内への氾濫水流入を想定した独自の
対策を実施した例もみられる（例えば、防水フェンス、排水ポンプ、
設備のかさ上げ、生産ラインのポータブル化等）。一方で、当時の
政府による洪水対策は軍事クーデターで見直しを迫られている。

＜ベトナム＞
・首都ハノイ（漢字で「河内」と表記）はホン川デルタ、経済の中

心都市ホーチミンはメコン川下流域近隣に発展している。日
系企業が入居する主要工業団地もホン川デルタに立地するた
め、堤防、地盤のかさ上げ、排水系統の整備等の洪水対策が実
施されている。

・台風に伴う集中豪雨で毎年のように洪水被害が発生するもの
の、今のところ日系企業が大きな被害を受ける事態には至って
いない。

＜マレーシア＞
・洪水危険度は高いとされていないものの、洪水被害は毎年随

所で発生している。特に2013年は12月初旬より半島東部・南部
の州を中心に、雨季（11〜3月）の豪雨で過去最大級の洪水被
害が発生した。中でも半島東部の州都クアンタンでは広範囲
に浸水被害が発生した。数千棟の家屋が1ｍ程度浸水し、2万人
以上が避難した。しかし日系企業が入居する工業団地では大

きな被害はなかった。
・一方で、2014年に入り大雨から一変して異常気象といわれる渇

水に転じ、首都圏を含めた大規模な給水制限が4月まで続いて
いた。

＜シンガポール＞
・マレーシア同様に洪水危険度は高いとはされていないものの、

2010年は過去30年間で最悪の被害が発生した。目抜き通りの
オーチャードロードを始め、都心部が冠水し、商業ビル店舗や
地下駐車場の浸水被害が相次いだ。

・政府主導で治水事業を強力に推し進める一方、洪水危険の
高い地区をホームページ上に公表した。水道局（ＰＵＢ＜
National Water Agency＞）のホームページ「Flood Prone 
Areas and Hotspots」＜http://www.pub.gov.sg/
managingflashfloods/fpa/Pages/default.aspx＞で確
認が可能である。

・マレーシア同様に2014年に入って少雨となり、3月中旬までほと
んど雨が降らない状態が続き、145年ぶりに雨が降らない渇水
記録を塗り替えた。

５．自然災害の特徴と実態
〜（3）台風リスク〜

熱帯低気圧は発生海域で呼び名が異なり、「北西太平洋で発
生する台風」と「インド洋・南太平洋で発生するサイクロン」が東

【図４】環太平洋地域の熱帯低気圧危険度マップ
（出典：国連人道問題調整事務所＜ＯＣＨＡ＞「Regional Hazard Map」2011年5月1日
＜http://www.unocha.org/roap/maps-graphics/regional-hazard-maps?page=1＞、最終アクセス2014年8月22日）
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参考資料

1）日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）ホームページ「特集：タイ
洪水復興に関する情報」
＜http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/flood/
archive/＞（最終アクセス2014年8月22日）

2）アジア防災センター（ＡＤＲＣ）ホームページ「メンバー国
防災情報　ベトナム」
＜http://www.adrc.asia/nationinformation_j.ph
p?NationCode=704&Lang=jp&Mode=country＞
（最終アクセス2014年8月22日）

南アジアに被害を及ぼす。
前頁図４からも、台風リスクに最もさらされている国がフィリ

ピン、次にベトナムであり、サイクロンリスクはミャンマーであるこ
とが読み取れる。図中では台風の規模が「シンプソン・スケール」
で表され、フィリピンとミャンマーが面している最も濃いゾーンが
カテゴリー5（最大風速が秒速70ｍ以上、スーパー台風と呼ばれ
る）、ベトナムが面している2番目に濃いゾーンがカテゴリー4（同
59〜69ｍ）、以下カテゴリー3（同49〜58ｍ）、カテゴリー2（同43
〜48ｍ）、カテゴリー1（同33〜42ｍ）の順であり、それぞれ各地
点で今後10年間に10％の確率で発生する可能性がある台風の規
模を表している。

アセアンで最も危険度の高いエリアを有するフィリピン、ベトナ
ム、ミャンマーの順に特徴と実態を以下に挙げる。

＜フィリピン＞
・フィリピン海から西太平洋が世界で最も熱帯低気圧が発生す

るエリアで、台風のタマゴが毎年20〜30個発生し、一部がフィ
リピンに上陸する。発生場所に近いだけに国土接近までの日
数が短く、進路を予想しにくいという難点がある。

・2013年11月にフィリピン中部（サマール島からレイテ島、セブ
島）を襲ったスーパー台風「Haiyan」は観測史上最大級で、最
大風速：秒速87.5ｍ、最大瞬間風速：秒速105ｍを記録し、上
陸直前の中心気圧は895hPaまで発達した。6,000人を超える死
者と2,000人を超える行方不明者をもたらし、今なおその爪痕は
深く残っている。

・Haiyanでは強風・大雨被害に加え、フィリピンで過去あまり経
験がなかった高潮による甚大な被害が発生した。中心気圧が
低いほど海面が持ち上げられ（吸い上げ効果）、強風に引っ張
られた海水が陸地で行き止まり（吹き寄せ効果）、さらにはレ
イテ島タクロバンを始めとした沿岸部の湾地形が被害を拡大
した。

・2014年7月に首都マニラを直撃した台風9号「Rammasun」（カ
テゴリー3、ルソン島南部を横断）の記憶が新しい中、万一
Haiyanクラスのスーパー台風がマニラを直撃した場合、想像を
絶する人的・物的な被害をもたらすことが予想される。

＜ベトナム＞
・台風シーズンは5〜12月、特にフィリピン沖で発生した台風が勢

力を保ったまま中部・北部（ハイフォン、ハノイ）に上陸した場
合に被害が拡大する。Haiyanはフィリピンを通過後、北部に
上陸して、多数の死者を出したほかベトナムにも大きな被害を
もたらした。

・過去には1997年11月に南部を襲った台風「Linda」（死者3,111
人、被災者100万人以上、倒壊家屋約77,000棟、被害総額
47万米ドル）、2008年8月に北部を襲った熱帯低気圧カムリ
「Kammuri」（死者133人、行方不明者34人、倒壊家屋990棟、
被害総額115百万米ドル）による被害が記録されている（参考
資料2）。

＜ミャンマー＞
・ベンガル湾で発達するサイクロンは雨季直前の5月と雨季直後

の10〜11月に多く発生し、ミャンマーに向かって進路を取る傾
向が強い。

・2008年5月のサイクロン「Nargis」（カテゴリー4）は南部横断
後に中心都市の旧首都ヤンゴンを直撃した。沿岸部では高潮
被害をもたらし、防災インフラ整備途上の大都市ヤンゴンで猛
威を奮った。当時の軍事政権の対応の遅れも重なって10万人以
上といわれる死者・行方不明者を出したほか、過去最大の被害
をもたらした。

6．おわりに
従来から自然災害に脆弱な東南アジアでは、近年の地球規模

の異常気象と相まって、今後さらなる自然災害の発生頻度の増
加、災害規模の拡大が懸念される。自然災害は火災や労災、交通
事故といった事故や災害とは異なり、地球の自然的なエネルギー
発散のメカニズムであり、発生自体を防ぐことはできない。自然の
営みの中でわれわれ人間ができることは、災害が発生することを
前提に日ごろからの備えを怠らないことにより、災害発生時の被
害を防止、軽減させることである。そのためには、まずは当該国・
地域における自然災害リスクの特徴と実態をしっかり把握した上
で、想定される事態に備えることが必要となる。経営者から管理
者、現場の従業員に至るまで、それぞれの役割に応じた意識・感
性を持ち続け、ソフト・ハードの両面から対策・取り組みを継続し
発展させることがポイントである。

　
インターリスク・アジアでは、既にアセアンで事業を展開され

ている皆さま、そして今後アセアンへの海外展開を検討されてい
る皆さまに対し、最新の情報・サービスを提供している。加えて、
本稿が皆さまの安全の確保、事業の発展にいささかでもお役に
立てば幸いである。

以上
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製品安全に関する行政の動向と
企業への影響

製品安 全

株式会社インターリスク総研
事業リスクマネジメント部
ＣＳＲ・法務グループ
主任コンサルタント　　　　佐

さ と う

藤 崇
たかし

１	はじめに
2009年以降、経済産業省は一般消費生活用製品の安全実現に

向けて、企業の自主的な取り組みを推進している。今回、製品安
全に関する行政の動きを概観するとともに、2013年7月にリリース
された「製品安全に関する流通事業者向けガイド」について、その
概要と活用方法のポイントを示す。また、このガイドが、流通事業
者、製造・輸入事業者に与える影響について解説する。

２	製品安全に関する行政の動向
⑴企業を取り巻く環境の変化と自主的取り組みを

推進するハンドブックなどの策定状況

近年、市場のグローバル化の進展、インターネットを介した通

信販売に代表される製品の流通・販売形態の多様化に伴い、あ
らゆる製品が国境を越えて世界中に流通している。一方、1950年
代後半以降、日本国内の製造・輸入事業者においては、製品安全
四法に基づく義務を履行することで製品の安全性を担保してき
たが、経済環境が刻 と々変化する中で、守るべき最低限のルール
を定めた法律の規制だけでは、製品の安全確保が困難になって
きた。
このような流れの中で、製品安全を実現するためには、企業に

おいて以下のことが求められている。
①社会環境の変化のスピードに対応するための企業の自主的取
り組み

②製造・輸入事業者だけではなく、流通、卸、販売、設置といっ
たサプライチェーンを構成する企業全体による取り組み

そこで、経済産業省では、企業の自主的取り組みを促すため、
以下の図１のとおり各種ハンドブックなどをリリースしている。　
なお、「製品安全に関する事業者ハンドブック」と「製品安全に

関する流通事業者向けガイド」は、2013年4月に発行された製品
安全に関する国際規格であるISO10377（消費者製品安全−供給

〜「製品安全に関する流通事業者向けガイド」の
概要とポイント〜

【図１】経済産業省より近年公表された製品安全に関するハンドブックなど
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製品安全

者のためのガイドライン）とISO10393（消費者製品リコール−供
給者のためのガイドライン）に準拠した内容になっている1)。

⑵製品安全実現に向けて重要な役割を担う流通事
業者

サプライチェーンの中でも、消費者と近く、接点も多く、また、
製造・輸入事業者とも密接な関係を持つ流通事業者は、製品安
全実現に向けて、重要な役割を担うことが期待されている2）。
さらに最近は、プライベートブランド（以下、「ＰＢ」）の取り扱い

が拡大傾向にあることから、流通事業者において、製品安全実現
のために主体的な関与が必要な場面も増えてきている。
こういった背景をもとに、流通事業者に期待される具体的な取

り組みをまとめた「製品安全に関する流通事業者向けガイド」が
策定・公表された。

　3 「製品安全に関する流通事業者向け
ガイド」の概要とポイント

⑴対象

本ガイドが対象とする製品、事業者は以下の表１のとおりである。

本ガイドの各編は、要点を示した「主文」と主文の補足説明で
ある「基本的な考え方」で構成されており、これに加えて、ガイド
の実務的な「解説」と事業者における実際の好取り組みを「取組
事例」として掲載した「ガイドの解説」からなる（図２参照）。
　　　　　　　　　　         　

⑵ガイドの体系

本ガイドは次頁図３のとおり、「安全原則」「共通指針」「個別
指針」から構成されている。

⑶安全原則

「安全原則」では、流通事業者の社会的責任の観点から、製品
安全実現に向けた「基本方針」とこの方針を実現するための「行
動原則」を示している。安全原則の中で、ポイントとなるのが、
「製品安全管理態勢の整備・維持・改善」である。製品安全管理

態勢とは「事業者が製品安全に関する方針・目標、組織体制、し
くみ・ルール・基準などを定め、適切な取組・運用管理・啓発など
が実施され、製品安全確保が実現可能な状態」（「製品安全に関
する流通事業者向けガイド」より引用）をいう。「安全原則」は、
経営者がリーダーシップを発揮して製品安全管理態勢を整備・維
持し、様々なステークホルダーの期待に配慮しつつ、PDCAサイク
ルの運用により継続的な改善を図り、製品安全文化を醸成してい
くことを事業者に求めている。

⑷共通指針

「共通指針」では、供給者・取扱製品の選定〜仕入〜販売〜ア
フターサービスという業務フローのプロセスごとに、製品安全実
現に向けて取り組むべき事項と製品事故・不具合発生時の対応に
ついて、具体的な取り組みを示している。その際、ナショナルブラ
ンド製品とＰＢ製品では、流通事業者と供給者との間の製品安全
に関する責任の範囲が異なることから、それぞれの製品において
取り組むべき内容の違いを明らかにし、ＰＢ製品に関しては製品
安全実現に向けた流通事業者の主体的な関与のあり方について
解説している。
「共通指針」でのポイントとしては、消費者と多くの接点を有し

ている流通事業者の特性を生かして、販売時における製品安全
情報の消費者への提供やリコール実施時における供給者との連
携について多くの役割が期待されていることである。さらに、流

【図２】「製品安全に関する流通事業者向けガイドの解説」のイメージ
（出典：経済産業省『製品安全に関する流通事業者向けガイド』2013年7月）

対象製品 消費生活用製品の新規完成品

対象事業者 小売事業者（ただし、卸売事業者においても参
考にできる）

対象事業者の規模 大規模〜中小事業者

【表１】「製品安全に関する流通事業者向けガイド」の対象

製
品

安
全
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通事業者において製品安全を実現する上で、安全性の確保された
製品をいかに選定するかが重要であることが指摘されており、供
給者の選定、安全性の確保された製品の見極め方などについて充
実した解説がなされている。

⑸個別指針

多種多様な流通事業者の存在を考慮すれば、期待される取り
組みは、販売形態、取扱製品の種類、事業規模などによって異

なっている。本ガイドを参考にしつつ、それぞれの特色を踏まえ
て、業界別ないし各事業者において自主的に策定されることが期
待されているものが「個別指針」である。中小家電販売事業者、
通信販売事業者、ホームセンター事業者においては、当該事業者
団体が主導し、2014年4月に各個別指針が公表されている（図４
参照）。

【図４】業界別の個別指針

【図３】製品安全に関する流通事業者向けガイドの体系
（出典：経済産業省『製品安全に関する流通事業者向けガイド』2013年7月）
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注）

１）市場に流通している製品のリスクを低減するために、安全性の確
保された製品の供給をバリューチェーン全体で実現することを目
的にISO10377（消費者製品安全−供給者のためのガイドライン）
が、また、供給者が製品リコールプログラムを策定し、実行し、改
善することを支援する目的で、ISO10393（消費者製品リコール−
供給者のためのガイドライン）が2013年にそれぞれ発行された。い
ずれの規格もISO9001（品質マネジメントシステム）のような第三
者認証を必要とするものではなく、製品のバリューチェーン全体に
よる自主的な取り組みを推奨している

２）産業構造審議会流通部会報告書（平成24年9月12日）において、流
通事業者が製品安全に果たす役割の重要性について次のとおり
示された。「従来、製品安全は製造事業者や輸入事業者の責任で
あるとされてきた。しかし、消費者の安全・安心に対する要望の高
まりとともに、流通事業者は、製造事業者や輸入事業者の責任を
前提としつつも、直接消費者に対して、商品に関する情報を提供
する立場にあり、また製造・輸入事業者と消費者を繋ぐ重要な位
置にいることから、製品安全に果たす役割が重要視されつつある
ところである」

４	活用方法
本ガイドは、自社の製品安全管理態勢の現状評価および従業

員教育に活用可能である。
自社の製品安全管理態勢の現状評価を行う手法としては、本

ガイドのポイントをまとめたチェックリスト（本ガイドの巻末）を
活用し、現状を◎○△×による4段階で評価し、要改善事項に関
する取り組み計画を検討することが考えられる。その際、経営層、
管理職層、実務担当者それぞれ複数名を選定し、別々に評価した
結果を集計分析し、特に評価にバラツキがあった項目については
回答者にヒアリングをした上で、意見交換会などを開催し、今後
の取り組み課題の抽出と優先順位付けを行うと効果的な取り組
みにつながるであろう。
実際に、ある大手の流通事業者では、小売りを行っているすべ

てのグループ会社に対して、本チェックリストをもとに現状につい
て回答してもらい、各社における強み・弱みを把握した上で、グ
ループ全体で優先的に取り組むべき事項を選定している。
従業員教育については、自社内での製品安全に関する考え方の

共有のために本ガイドを活用することはもちろん、バイヤーの人材
育成の教材として活用することも考えられる。また、自社内にとど
まらず、取引先も含めた勉強会を開いて、製品安全実現に向けた
方針の共有や役割・責任分担を確認することも効果的であるとい
える。

５	企業への影響
ＰＢ製品を多く取り扱う事業者が増加してきたこと、消費者か

らの製品安全実現への関与に対する期待が大きくなってきたこと
より、本ガイドがリリースされる前から一部の流通事業者におい
ては、製品安全を重視した取り組みが行われてきていた。
また、製品安全に力を入れ、しかるべき取り組みを実施し、より

安全な製品を消費者に提供すること、また、製品事故などが発生
した際に、供給者と連携して迅速な対応を行うことが他社差別化
にもつながる、という認識が規模の大小に関係なく多くの流通事
業者の中で共有されてきている。
したがって、今回のガイドリリースを受けて、多くの流通事業者

で、製品安全を重要視した取り組みが進められていくものと推察
される。実際に、上記でも言及したように、中小家電販売事業者、
通信販売事業者、ホームセンター事業者においては、業界の特徴
に照らした個別指針も策定されており、いくつかの他の業界にお
いても策定作業が進められている。
このような流れの中では、製品安全への取り組み姿勢や状況が

企業の競争力に影響を与えることが予想される。流通事業者にお
いては、本ガイドなどを参考に、製品安全実現に向けた自主的な

取り組みを推進していくことが望まれる。
他方、流通事業者の取引先となる製造・輸入事業者において

は、すでにしかるべき製品安全の取り組みが行われていると思わ
れるが、今後は、製品安全に対する体制や、より安全な製品の供
給の実現について、流通事業者の要求がこれまでより高くなるこ
とが予想される。製造・輸入事業者においては、本ガイドや業界
別の個別指針の内容を理解した上で、取引相手である流通事業者
との間で製品安全に関する考え方を共有しながら、その実現に向
けた各種取り組みを行っていくことが期待される。

６	おわりに
製品安全実現に向けて企業に求められる取り組みは関係法令

の遵守にとどまらず、自主的な取り組みによる製品安全の実現
が企業の社会的責任の観点から望まれている。一方、リコール
実施中に重大製品事故が発生するなど、製品安全に関して多く
の課題がある中で、経済産業省や消費者庁は、今後も様々な施
策などを実施していくことが予想される。企業にあっては行政の
動向を注視するとともに、他の企業の好取り組み事例を参考に
しつつ、製品安全に関する取り組みを継続的に改善していくこと
が望まれる。

以上

製品安全
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意図的な食品汚染に
どう備えるか

フードディフェンス

株式会社インターリスク総研
事業リスクマネジメント部
ＣＳＲ・法務グループ
上席テクニカルアドバイザー　笹

さ さ が わ

川 秋
あ き ひ こ

彦

１	はじめに
2013年12月末に群馬県の冷凍食品工場で発生した意図的な農

薬混入事案を受け、農林水産省は「食品への意図的な毒物等の混
入の未然防止等に関する検討会」を2014年4月に設置した。当該
事案に対する第三者検証委員会の中間報告・最終報告を参考と
し、食品製造業のみならず、セントラルキッチン方式の外食産業や
店舗内製造の中食等を含め、広くフードチェーンの関係者が共有
できるように検討が進められ、6月27日に報告書が発行された1）。
検討会では食品事業者においてフードディフェンスのための対

策導入が不可欠とし、以下の提言を行っている。
①従業員等による意図的な異物混入も発生しうると考えたフー
ドディフェンスの必要性を意識する

②コミュニケーション等を通じて意図的な異物混入をしたいと
思わせない職場風土をつくる

③脆弱性評価やその対策等、意図的な異物混入を実行し難い
環境をつくる

④事案の発生は完全には防げないため、併せて危機管理体制
を整備しておく

ここでは、上記の①〜④について概説しつつ、具体的な取り組
み方法を紹介する。

２	フードディフェンスの必要性
2008年に発生した中国産冷凍食品への農薬混入事案の後、日

本の食品製造工場でも製造過程で意図的な異物混入により約15
万パックの食品の自主回収を余儀なくされた事案が発生した。最
近では、スーパー・コンビニ等の店頭陳列品に針等が混入される
事案が発生している。また、海外に目を向ければ、サラダバーに細
菌が意図的に混入された10カ所中9件のレストランが廃業に追い
込まれた事案や、元スーパー店員がひき肉に殺虫剤を混入等の事

案も発生している。これらは犯罪的行為であり、企業にとって予見
は難しいとの見方もあろうが、複数の食品への意図的な異物混入
事件の発生を踏まえれば、食品事業者にとって、もはや「想定外」
として片づけられないリスクであることを認識する必要がある。そ
の上で、調達先での食材の安全性確保から生産・出荷・販売まで
From Farm to Tableと呼ばれるフードチェーン全体を視野に入
れたフードディフェンスが求められている。

　3 職場風土の醸成

意図的な異物混入の動機としては、個人的事情（金銭トラブル
等）や会社または上司・同僚・部下への怨恨・不満、モチベーショ
ン低下など様々な要因が考えられる。意図的な異物混入をしたい
と思わせない職場風土の醸成のためには、不正を助長する温床を
絶ち、十分な内部牽制を確立することが望まれる。そこで、フード
ディフェンスの必要性を踏まえた上で、組織・職場マネジメントの
見直し、職場内でのコミュニケーション機会の創出、内部通報制
度のあり方等の再検討が望まれる。

４	脆弱性評価と対策
フードディフェンスの観点から脆弱性評価を行う場合、自社の

施設、工程等を踏まえた上で行う必要がある。その際、過失によ
る異物混入の防止対策であるＨＡＣＣＰ2）の考え方や管理手法が
参考となる。ＨＡＣＣＰでは過失による食品汚染に対する脆弱箇
所を重要管理点（ＣＣＰ）として特定し管理する。
一方、意図的な異物混入は、次頁図1に示したように、脅威とな

る対象が脆弱箇所に近づき攻撃することで被害が発生するため、
ＨＡＣＣＰで実施した過失による食品汚染に対する脆弱性評価に
加えて、意図的な異物混入に関する脆弱性（＝脅威と脆弱箇所が

〜農林水産省の報告書が示唆するフード
ディフェンスの重要性〜



RMFOCUS Vol.51　18

リスクシナリオ 対策
優先
度

対策案
悪意ある
第三者

脆弱性
レベル

悪意ある
業者

脆弱性
レベル ・・・

悪意ある
従業員

脆弱性
レベル 施設面 運営面

場

所

正門 ２ ３ ・・・ ３ 高 来場者入退
場記録を… …

廃棄物置場 ２ ２ ・・・ ３ 中 来場者入退
場記録を… …

・・・ ・・・ … ・・・ … ・・・ ・・・ … … ・・・ ・・・ …

原料倉庫 侵入不可 ― ３ ・・・ 死角があり… ３ 中 ・・・ …

除去工程１ ― ― 死角があり… ３ ・・・ 死角があり… ３ 高 …

・・・ … ・・・ … ・・・ ・・・ … … ・・・ ・・・ …

レベル３（咄嗟にできる）
レベル２（アクションを加えればできる）
レベル１（実行するには計画が必要）

その他

業者に成りすまし…

対策の検討脆弱性レベルの
評価 優先順位付け

・・・

業者に成りすまし…

食材を直接納品し…

場所ごとに
リスクシナリオ
検討

シフト外に出勤…

シフト外に出勤…

事務所に断りなく…

事務所に断りなく…

監視カメラを…

監視カメラを…

監視カメラを…

フードディフェンス

結びつき、危害に発展する可能性のある箇所はどこか）の観点か
ら、自社の施設や工程を評価する必要がある。
報告書では「食品事業所ごとに健康被害に対する脅威や脆弱と

考えられる工程を分析し、食品防御に計画的に取り組むことが重
要である」と記載されている。そこで、脅威となる対象を特定し、
外構や施設・設備を含めた製造工程のどこに、どの程度の脆弱箇
所があるのかを洗い出し、しかるべき対策を講じることが望まれ
る。以下に施設・設備面の取り組み例を示す。
なお、報告書においては、ＨＡＣＣＰベースの脆弱性評価を行う

べきとの指摘はあるが、具体的なプロセスや手法等については記
載されていない。下記は、インターリスク総研の過去のフードディ
フェンスに関するコンサルティング経験や調査事例等を踏まえ、
効果的と考えられるプロセス・手法を紹介するものである。

【図２】脅威の対象者別ディフェンスゾーニングの考え方

【図１】脅威と脆弱箇所との関係イメージ

⑴脅威となりえる対象者と区画化（ディフェンスゾー
ニング）の整理

意図的な異物混入を行う、悪意ある第三者・業者・従業員等を
特定し、敷地・建物、施設等に誰がどこまで侵入でき、脅威となる
対象者をどこで止めるのかを整理する。基本的な考え方を図2に
示す。

⑵脆弱性評価とその対策立案

侵入した各脅威の対象者による施設への侵入の容易性や製造
ラインへの攻撃の容易性に対して、施設図や工程図（フローダイ
アグラム）等を基に、リスクシナリオを想定し、脆弱性を数値化す
る。次いで、脆弱性の高い部分（重要管理点）に対して優先順位
付けを行い、しかるべき対策（監視カメラ、アクセス制限等）を検
討する。脆弱性評価とその対策立案表を図3に示す。

⑶必要な対策の見える化と検証

ヒトやモノの動線も考慮して、見取り図・施設図を用いて総合
的にフードディフェンス対策を見える化しながら検討する。その
後、現場検証を行い、管理方法等を決定する。図化した立案例を
次頁図4に示す。

⑷運用

食品事業者に期待されるフードディフェンス対策は常に変化し
ている。このため、ISO22000など食品安全マネジメントシステム
と同様、フードディフェンスについてもPDCA（Plan〔計画〕-Do
〔実行〕-Check〔運用チェック〕-Action〔改善取り組み〕）の
サイクル確立が期待される。食品事業者においては、いったん自

【図3】脆弱性評価とその対策立案表
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６	おわりに
自社におけるフードディフェンスを考える上では、上記のプロセ

スでの検討に加え、他社における対策事例等を参考にすることも
有効である。筆者も共著の一人であるが、日本規格協会から書籍
『フードディフェンス対策と食品企業の取組み事例』が発刊され
ている3）。当該協会とインターリスク総研とが事務局となり、フー
ドディフェンスに取り組んでいる食品メーカーや、マネジメントシ
ステム等の第三者認証機関、小売業等による情報交換会を開き、
それぞれの立場からフードディフェンスへの対応ポイントをつづっ
ている。フードディフェンスを検討する上で参考としていただけれ
ば幸いである。

以上

社で導入したフードディフェンス対策の運用状況を定期的に確認
し、適時適切に対策の見直し等を行っていく必要がある。

５	危機管理体制の整備
フードディフェンス対策は、未然予防の観点からリスクを軽減

化することは可能であっても、リスクが皆無になることはない。
万一、意図的な異物混入事件が発生した場合には、様々なステー
クホルダーへの対応が必要になり、企業経営に影響を及ぼすこと
は確実である。フードディフェンスをすり抜けた場合のワーストシ
ナリオを想定し、危機管理態勢を整備しておくことが強く求めら
れる。
インターリスク総研の危機管理に関するコンサルティング経験

から、食品事業者では、事故対応マニュアル等の危機管理関連の
文書が策定されているものの、食中毒や一般的な異物混入だけ
を想定していたり、単純な連絡網や、回収の手順書に終始してい
る場合が少なくない。
そこで、事前に想定シナリオに基づく緊急時対応計画（時系列・

対象別の実施事項リスト）を作成し、迅速かつ適切な判断や行動
ができるよう準備をしておくことが必要である。さらに平時から緊
急時対応の模擬訓練（シミュレーショントレーニング）を行って実
効性を確保しておくことも重要である。
なお、このような危機管理の観点からのシミュレーションや訓

練の実施については、前述の報告書においても推奨されている。

注）

１）農林水産省「食品への意図的な毒物等の混入の未然防止等に
関する検討会報告書」平成26年6月27日＜http://www.maff.
go.jp/j/press/syouan/seisaku/pdf/140627-01.pdf＞

２）HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point／危害
分析・重要管理点）：原料受け入れから最終製品までのすべての工
程において微生物汚染や異物混入などの危害分析を行い、その危
害を防止するための重要管理点（CCP：Critical Control Point）
を特定した上で、継続的に監視・記録する製造管理システム

３）フードディフェンス対策委員会編『フードディフェンス対策と食品
企業の取組み事例』日本規格協会、2013年

フードディフェンス

【図4】フードディフェンス対策を上書きした見取り図・施設図
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【表1】健康状態に起因した最近の事故事例 【表2】事業用自動車における業態別の運転者の平均年齢（歳）

国土交通省「自動車運送事業に係る交通事故要因分析
報告書」（平成21〜24年度）、厚生労働省「平成20〜23年
賃金構造基本統計調査」より

健康状態・過労に起因した
事故を防止するために

交通事故防止

株式会社インターリスク総研
交通リスクマネジメント部
交通リスク第一グループ
マネジャー・上席コンサルタント　　寺

て ら に し

西 朗
あきら

１ はじめに
〜相次ぐ健康状態に起因する事故〜

近年、健康状態や過労に起因する交通事故が相次ぎ、大きな問題と
なっている。これは業種・業態にかかわらず、自動車を使用する事業者の
方 に々とって共通の問題である。

本稿では、事故が相次いでいる背景と、関連する各省庁の対応、そして
企業に求められている対応を整理した。自動車を使用する事業者の皆さ
まに、本稿を取り組みを進めていくにあたって参考としていただければと
考える。

２	背景
健康状態や過労に起因する事故自体は過去から相次いで発生していた。
2014年3月には北陸自動車道のサービスエリアで高速乗合バスの運

転者と乗客の2名が死亡する事故が発生したが、この運転者は居眠りで
はなく何らかの疾病により意識を無くしていたものとみられている。
また、2014年4月には、名神高速道路で回送中のバスが中央分離帯を

越えて反対車線に入り200ｍ逆走、8台の自動車に次 と々衝突し13名が負
傷するという事故があった。こちらの場合は、運転者がインフルエンザに
罹患していたことが公判で明らかになっている。

これまで、健康状態や過労に起因した重大な事故の発生に応じて、法
制度が改正されたり新たなルールが設けられたりしてきている。しかし、
なかなかこの種の事故が無くなっていない（表１）。

その背景には、一つは生活習慣病の顕在化がある。これまでは居眠り
や脇見、漫然運転によるものとされていた事故には、実は疾病に起因して
いるものがかなりあったのではないか。例えば、先の北陸自動車道の事例
の場合、発生直後には居眠りが疑われていたように、以前であれば当事
者が死亡しているためそのまま居眠りによる事故として分類されていた
可能性がある。
さらに、自動車運送事業者の場合は、運転者の高齢化が著しい（表２）。

これは加齢による影響のほか、脳疾患、心臓疾患、糖尿病などのいわゆる
生活習慣病の顕在化につながるものである。
また、最近の事例では、糖尿病による低血糖症で意識障害を引き起こ

したことによる事故も相次いでいる。
 

３	関係する各省庁の対応
⑴国土交通省

自動車運送事業者を所管する国土交通省では、2012年4月の関越自
動車道で発生した高速ツアーバスの事故を踏まえ、様々な対策を講じて

自動車 死傷者 概要
2011年 クレーン車 6名死亡 大型クレーン車の運転者が意識を失い、集団登校の児童の列に衝突
2012年 バス 7名死亡 居眠り運転の高速ツアーバスが高速道路の側壁に衝突

2012年 営業車 8名死亡
11名重軽傷 運転者が病気で意識を失い、暴走

2012年 乗用車
3名死亡

（他に胎児1名死亡）
11名重軽傷

無免許運転の未成年者が夜間暴走を続け、居眠り運転で集団登校中
の児童の列に衝突

2014年 バス 2名死亡
26名重軽傷

運転者が意識を失い、高速道路のサービスエリアで大型トラックに
衝突

2014年 バス 10名重軽傷 回送中のバスが中央分離帯を越えて反対車線を逆走

2014年 乗用車 3名重軽傷 運転者が意識障害を起こし、交差点付近で乗用車やトラック、自転車
に衝突

2014年 乗用車 1名軽傷 運転者が意識障害を起こし、追突（前段の事故の4日後）

バス タクシー トラック 全産業
（参考）

H.23 47.4 56.9 46.1 41.5

H.22 46.5 56.6 43.5 41.3

H.21 47.8 56.1 43.6 41.2

H.20 45.9 56.7 43.0 40.9

交
通

事
故

防
止
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きている。まず、過労運転防止のための基準（厚生労働省「自動車運転者
の労働時間改善告示」）に加えて、交替運転者の配置基準を見直した。
さらに2013年秋以降には、以下の対策が順次打ち出されている。

①監査方針の見直しおよび厳格化
従来の監査の区分を見直し、原則として無通告で監査を実施すること

とした。

②行政処分の厳格化
悪質・重大な法令違反に対する行政処分を厳格化し、直ちに事業停

止処分が適用できるようにした。

③行政処分量定の引き上げ
事業停止後も引き続き法令違反の改善がない場合は許可取り消しと

なるほか、記録類の改ざん、交替運転者の配置違反、日雇い運転者の選
任等に対する処分量定を引き上げた。

④健康管理マニュアルの改訂
2014年4月には、4年前に策定した健康管理マニュアルを改訂した。
このマニュアルでは、次の3点を柱にしている。
◦平時からの健康増進、健康診断のフォローアップの徹底、主要疾病

の検査受診の促進
まず、疾病や過労を防止するために職場ぐるみ、家族を巻き込ん

だ健康増進を進めていくことが打ち出されている。そして、健康診断
での異常所見のフォローアップや早期発見・治療を進める社内の環
境の整備とともに、主要な疾病について自覚症状の有無にかかわら
ず、広範な検査受診を促すことを挙げている。

◦働く人それぞれの疲労度や体調に応じた、きめ細やかな労務管理の
徹底

次に、疲労度や症状を踏まえ、かつ医師の判断・意見を尊重し、業
務の負担の軽減や配置転換など、運転者に応じたきめ細やかな就
業上の措置・運行管理の徹底を推進することを求めている。

◦点呼時や運行中の予兆把握と適切な対処
最後に、疾病の予兆を判断する目安を明示したうえで、点呼時の

体調などによる乗務可否のチェック・判断の徹底をうたっている。

⑤先進的な取り組みの支援
さらに、過労運転等防止のための先進的な取り組みに対する支援として、
◦ＩＴを活用した遠隔地における点呼機器
◦運転中における運転者の疲労状態を測定する機器
◦休息期間における運転者の睡眠状態を測定する機器
◦運行中の運行管理機器

について、選定された機器導入に対する助成を大幅に強化した。
 

⑵警察庁

2014年6月に施行された改正道路交通法では、運転に影響のある病気
の症状があるにもかかわらず、虚偽の申告をして免許の取得・更新をした
場合の罰則が新たに定められている。
また、従来、刑法の中にあった危険運転致死傷罪と自動車運転過失致

死傷罪を新法（自動車運転死傷行為等処罰法）に移行させるとともに、危
険運転の範囲を拡大し、危険運転致死傷の対象となる事故の中に、「正
常な運転に支障を及ぼす恐れのある病気の影響により正常な運転が困
難になった状態での事故」が含まれることになった。
さらに、この数年、警察白書でも「事故の背景にある管理責任を問う」と

しており、過積載などとともに、過労や疾病で運転に支障が出る恐れがあ
るにもかかわらず運転を下命・容認した場合の管理者の責任を問う事例
が増えている。
この管理者には、自動車運送事業者における「運行管理者」だけではな

く、一般の事業者における「安全運転管理者」や実際に管理しているいわ
ゆる「上司」も含まれる。

⑶厚生労働省

厚生労働省では、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
を策定しているほか、ホームページに「こころの耳」という「働く人のメンタ
ルヘルス・ポータルサイト」を設けている。その中に、関連する様 な々チェッ
クリストを用意しており、「職業性ストレス簡易調査票」などと並んで、「家
族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」などが取り出せるように
なっている。

 

４	企業に求められる対応
⑴従業員に正しい知識を

 
健康管理の問題は、まず、本人が正しい知識を持ち、自らの健康に日常

から注意することが何より重要である。
しかし、一般的には、身体の不調について大きな実感がなければ、あま

り気にしていないのが実際のところであろう。病気などは、実感として自ら
からは遠いところにあるのではないだろうか。また、ちょっとした異常に気
付いたとしても、「大したことはない」と自己判断してしまったり、「忙しいか
ら少し落ち着いたら医者に行けばよい」と先延ばしにしてしまうことも少
なくない。
しかし、実際には、誰もが病気になる可能性を持っているのであり、

ちょっとした兆し、異変の兆候にいかに早く気付くことができ、対応するこ
とができるかが重要なポイントになる。そのためには、①従業員が健康に
関する正しい知識を持つ、②従業員が自らの状態について関心を持つ、
③家族を巻き込む、の3点が重要になる。
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①正しい知識を持つ
まず、何より重要なのは従業員が正しい知識を持つことである。そのた

めには、日常から従業員に正しい情報を伝えていく必要がある。折に触
れ、健康問題に関する情報を提供していくことが大切である。
さらに、健康状態に起因する事故がニュースなどで伝えられた場合に

は、それを踏まえて、あるいは題材として従業員に注意喚起することも効
果的である。
また、社内の同僚の健康問題は身近な問題であり、自らの注意喚起に

も大いにつながる。個人情報保護の観点から、話題として安易に触れるこ
とはできないが、例えば、同僚が疾病で倒れたり休んだりした場合には、
病気の経過ではなくとも、健康管理に関する話題を提供し注意喚起をす
ると効果的である。当事者の許可を取ったうえで、具体的な話題として注
意喚起するのもよい。
また、健康診断の結果をフィードバックする際に、その結果の見方につ

いて専門家（例えば保健師など）による説明会を開催するのもよい。ある
事業者では、月例の安全会議に保健師に来てもらい、健康診断結果を本
人に返したうえで、結果の見方の説明をしてもらっている。そうすると、質
問が次 と々出てくるのである。実は気になっているものの、専門家に細かく
聞く機会が少ないため、はっきり「要精密検査」とか、「要治療」などとなっ
ているのでなければ、そのまま放置されてしまっていることも多く、この取
り組みによりそれを防ぐことができる。

②自らの状態に関心を持つ
自分の身体の異常や疾病の兆しに気付くためには、正しい知識ととも

に、「普通」の状態（異常のない状態）について知っておかねばならない。日
ごろから自分の状態に注意を払い観察することが、ちょっとした異常に気
付くことにつながる。例えば、血圧や体温を毎日同じタイミングで測定す
るのもその一つである。そのうえで、ちょっと気になった時には直ちに測定
し、おかしいと思ったら、すぐに医者にかかる。医者にかかるのが早いほど
治療も効果的であり、何よりも疾病による不調の発現を未然に防止でき
ることも多い。

国土交通省がまとめたマニュアルには、自覚症状についての事例が列
挙されている。これはわかりやすくまとめられているので、従業員によく周
知をし、該当する場合は直ちに医療機関にかかるよう意識付けをしていく
とよい。

③家族を巻き込む
さらに、健康管理の問題への取り組みは、家族を巻き込んで実施する

ことが重要である。
食生活はもちろん、睡眠や食事の管理などは、本人だけでは十分では

ないことが多い。特に睡眠の問題は、当事者には自覚症状がなく家族が
先に気付くことが少なくない。また、本人は仕事を優先させ検査を先延ば
しにすることがあるが、それを「一喝」して医療機関に行かせるのも家族の
大きな役割といえる。
なお、健康診断については、要精密検査や再検査、あるいは要治療と

なった場合には必ず検査や治療を受けさせることが必要である。放置は
本人の命を縮めることになる。
また、たとえ健康診断の結果では異常を指摘されていない場合でも

安心は禁物である。人の健康状態は日々変わるし、食事や睡眠の管理は
日々注意し続ける必要がある。

⑵管理者の対応

自動車を運転する従業員の健康状態が、安全に運転できる状態かど
うかを判断し、運転の可否を決定するのは管理者の重要な役割である。
これは、自動車運送事業者だけでなく、一般の事業者においても同じこと
が求められている。
まず、管理者が従業員の状態から、異変・前兆に気付くことが必要で

ある。
そのためには、本人同様に管理者も従業員の日常の様子をよく見て、

「普通」の状態を知っておく必要がある。それを知っているからこそ、異変
に早く気付くことができる。

そして、管理者がささやかな異変に気付き水を向けた時には、従業員
が正しく申告してくれなければならない。

だが、体調不良を申告することは、従業員、管理者のいずれからもネガ
ティブにとらえられがちである。従業員は、「体調管理ができていない！」と
叱られるかもしれない、と考えて無理をする、あるいは、「迷惑をかけるかも
しれない」と考えて無理を押して運転をするケースもある。

しかし、無理をした結果、運転中に疾病により倒れてしまうこともあり得
るのである。疾病に倒れるだけでなく、重大な事故を招くことになってしま
う。かえって大きな問題となってしまうことがあることを理解し、誤った責
任感を排除して、安全のために正しく判断し申告してもらうことのできる
関係を作っていくのも管理者の大きな役割である。
そのためには、日常からのコミュニケーションを豊かにし、正しく申告し

てくれる信頼関係を築くことが求められる。
また、体調の不良を申告したときに会社は対応してくれる、ということを

示しておくことも必要である。交替する運転者が誰もいないということは、
申告をためらわせることにつながる。

管理者は、点呼や朝礼など会話の際には、従業員の顔色や目の力を見
て状態を確認する。睡眠時間や体調などに関する質問をする際には、時
には質問の仕方を変えて、ごまかしができないようにする。また、身だしな
みや立ち居振る舞いの様子に注意し、「いつも」と違う、「普通」と違う、とい
うことに気が付くことが求められる。そのためには、相手への関心を持つこ
とが必要である。人間への興味・愛情を持つことが必要なのである。

このように管理者に求められることは非常に大きい。やらなければなら
ないことは非常に多く、また、いわゆる中間管理職として従業員と経営者
との間で板挟みとなることも多いであろう。さらに、従業員の体調不良の
場合、管理者がハンドルを握ることもよくある。管理者にかかる精神的・
肉体的なストレスには相当なものがあり、大きな負担となろう。管理者自
身の心と体の健康維持も大きな問題であり、忘れないで目を向けていた
だきたいものである。

⑶一歩踏み出した対応

体調不良に起因した事故が起こった場合の報道を見ると、「健康診断
の結果では異常はなかった」「点呼の時には異常はなかった」「労働時間
には違反はなかった」「法令で定められた基準には違反していなかった」
といった口調のものをよく目にする。

このような記事には、「必要最小限のことはしているが、それ以上のこと
はしていない」というニュアンスを読み取ることができる。いや、読み手は、
そのように受け取るのではないか。つまり、企業の安全に対する姿勢その
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ものが疑われる事態につながってしまうのである。
企業の安全に対する姿勢が問われることの多い今の時代、これは致命

的な問題となる。
そのため、国土交通省のマニュアルで義務となっている事項は、当然き

ちんと実施する。さらに、推奨されている事項についても、当然実施をする
ことが望ましい。

◦従業員にとっては、自らの健康を維持する、命に係わる病気を早く発
見する

◦事業者にとっては、事故の防止、社内の安全文化を構築する
◦企業にとっては、企業が存続し発展していく
そのために、一歩踏み出した対応をすることが必要なのではないか。
昨今は事故防止に関する様々なツールが開発・実用化されており、こ

れらをうまく活用し安全な管理体制を整えておくことをお勧めする。
例えば、体調の異常の発現をキーとするならば、それをその予兆の段

階、発現する前に事前に検知する予防的ツールと、発現してしまってから
それを事故に至らせない、あるいは事故になってしまってもその損失を極
力小さくするツールを、うまく組み合わせていくことである。

一般的な予防安全（アクティブセーフティ）と受動安全（パッシブセーフ
ティ）とは分岐する位置が少し異なるが、体調異常の発現を分岐点とする
と、表３のようになると考える。

これらのものを組み合わせて実行していく。
例えば、ＳＡＳ（睡眠時無呼吸症候群）を対象とするならば、図1のよう

な組み合わせの取り組みが考えられる。

れている。そういった器具を利用すれば、随時、チェックすることが可能で
ある。
②精密検査を受けさせる
スクリーニング検査の結果、要再検査、要精密検査、要治療などとなっ

た場合は、必ず検査や治療を受診させる。指示するだけでは不十分で、受
診している経過をきちんとフォローする。
③運転中の疲労状態を計測・検知する装置を車両に装着
この場合、運転中の疲労状態を計測・検知する装置の設置は全員を対

象にするのが望ましいが、まずはＳＡＳ治療中の従業員や要経過観察の
従業員を対象に設置するなど、状況に合わせて導入することが考えられ
る。すべてを行うのは難しい場合でも、ポイントを押さえて強化を進めるこ
とで、比較的無理なく進めることができる。
④休息期間の睡眠管理

休息期間を自宅ではなく遠隔地で過ごす場合をまず優先させて、睡眠
の状態を管理する機器を導入する。自宅とは異なりゆっくり過ごせない
状況もありうるため、優先的に睡眠を管理していく。もちろん、余裕があれ
ば、自宅で過ごす場合も管理の対象とする。
⑤継続的な正しい知識の提供と意識の高揚

正しい知識を継続的に提供していくことで、健康管理に関して正しい
判断を促すとともに意識の高揚を図る。

５	おわりに　〜会社を守る取り組みを〜
企業の取り組みとしては、法令の遵守にとどまらず、「どうあるべきか」を

考えた一歩先を行く取り組みが求められているのではないか。一歩先を
行く積極的な取り組みが、

◦従業員の健康を守り
◦従業員と家族の生活を守り
◦事故の発生を予防する
そして、万一事故が発生した場合には
◦被害を軽減し
◦会社への信頼を守り
◦顧客の損失を軽減する

ことになる。結果として企業を守ることにつながる。
法令で定められたことを守る、ということにとどまらず、一歩進んだより

安全な状態を実現させる取り組みをする。従業員を守り会社を守る取り
組みというのは、つまるところ「コンプライアンスの徹底」でよし、とするので
はなく、もう一歩進んで「企業の社会的責任を果たす」という視点で、取り
組みを考えていくことに他ならない。
つまり、ＣＳＲの視点での取り組みを進める、といえるだろう。
本来ＣＳＲの取り組みは、社会に対するＰＲを狙ったものではないが、

「安全ということに対する企業の基本的な姿勢が反映されたもの」であ
るが故に、結果的に社会からの「企業の評価」につながるものといえる。

安全に対する企業の姿勢が問われている現在、法令の遵守にとどまら
ず、もう一歩踏み出した取り組みを進めていくことで、より高い安全を実現
し、企業としての永続的な発展を進めていただければと考える。

以上

【表3】予防安全と受動安全

交通事故防止

予防安全（アクティブセーフティ）
体調異常を発現させない
事前に検知

受動安全（パッシブセーフティ）
体調異常が発現したら早期に検知
事故による損失を軽減

ＳＡＳ検査（機器）
睡眠状態計測機器
健康管理マニュアル
運行中の疲労状態計測機器

衝突被害軽減ブレーキ
車線逸脱警報機器
体調異常検知機器

【図1】活用法の例

＜解説＞

①ＳＡＳのスクリーニング検査
検査を実施している機関を利用するのも良いし、寝具の上に敷いてそ

の上で睡眠し結果を医師がチェックすることで診断できる機器も販売さ
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過組織症に起因する
組織事故の実態と考察

組織事故防止

株式会社インターリスク総研
災害リスクマネジメント部
安全文化グループ
上席コンサルタント　　小

こ や ま

山 和
か ず ひ ろ

博

１	はじめに
2014年7月28日、インターリスク総研は「組織事故防止セミナー」

を開催した。
近年発生する組織不祥事や事件・事故の原因として、組織の安

全文化の欠落を指摘される事例が増えている。安全文化とは「安全
の問題には、その重要性にふさわしい注意が最優先で払われなけ
ればならないとする組織や個人の特性と姿勢の総体」をいう。
では、その安全文化の欠落はどのようにして起こるのか。報道など

では、当該組織や個人にその責任を求めることが多い。しかし、近年
の産業・組織心理学の研究は、「安全文化の欠落は、実は私たちの心
のありようそのものから生まれてくる」とする図式を導き出している。

この考え方は、我々のような企業の安全文化構築に携わるもの
にも参考となる。そこで、本セミナーは、事故に至るまでの組織と従
業員の関係を心理学の面からひもとくとともに、組織が今どのよう
な状態にあるのかを診断する方法、解決策などを紹介する目的で
開催した。本稿では、その要旨を以下のとおり報告する。

開催日 ：2014年7月28日（月）
開催場所：株式会社インターリスク総研　本社会議室
主催：株式会社インターリスク総研
プログラム：表１参照

〜「組織事故防止セミナー」〜

２ 過組織症に起因する組織事故の実態と考察
（第一部）

過組織症とは、本
ホ ン ダ

多･ハワード･素
モ ト コ

子先生が佐
サ ト ウ

藤眞
シ ン イ チ

一大阪大教
授との共著である「過組織症（メガホリズム）」（阪急コミュニケー
ションズ、2010年）の中で作られた造語である。本多先生は、過組
織症という用語の説明から講演を開始された。講演の内容は大要
以下のとおりである。

２-１．過組織症とは

過組織症とは、特定の個人の認知の中で、所属する組織の存在
感が肥大した状態を指す用語であり、そのような個人を大勢抱えて
いる組織を指す用語でもある。当該個人の心の中におこる具体的
な現象をチェックリスト（表２）に示す。

このチェックリストは、チェックの数が多ければ多いほど、組織
に対するコミットメントが健全な状態ではないことを示す。

特殊な人間と特殊な組織との間でのみ、このような状態が発生
すると考えるのは、正確な理解ではない。それよりも集団への帰属
という人間の基本的な欲求がもたらすものと考える方が正しい。

人間は、職場で仕事をする中で、職場文化や、周囲の人々の思惑
の読み方に関して学習能力を発揮する。ある組織のメンバーとなっ
た直後は、「この組織の考え方はちょっとおかしいな」と考えていて

14:00 開会のご挨拶
株式会社インターリスク総研
災害リスクマネジメント部安全文化グループ長　高尾 和俊

14:10 （第一部）過組織症に起因する組織事故の実態と考察
講師：昭和女子大学専任講師・博士（心理学）　本多･ハワード･素子

15:30 （第二部）組織事故防止のための安全文化醸成の必要性とヒューマ
ンファクターサーベイ
講師：株式会社インターリスク総研　上席コンサルタント　工藤 信介

16:20 質疑応答
16:30 閉会

【表１】組織事故防止セミナーのプログラム

□今の組織しか自分の生きる場所はない

□今の組織で生きていくために必死だ

□今の組織の人たちから嫌われたらどうしようと、常にびくびくしている

□今の組織の仲間以外、自分には付き合いがない

□今の組織での自分を演じていたら、本当の自分が分からなくなった

【表２】過組織症に該当するかどうかのセルフチェックリスト

（出典：本多･ハワード･素子氏講演資料を基にインターリスク総研にて作成）
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も、業務に習熟する過程で、知らず知らずに自分の考え方も侵食さ
れる。組織の側も、入社式や入庁式といったセレモニー、金銭や昇
進などの外発的報酬といった仕掛けを通じて、メンバーを内部に取
り込む仕組みを用意する。このようなメンバーと集団との相互作用
により過組織症は発生するものであり、どんな組織でも発生しうる
と理解することが重要である。

２-２．日本社会の風土が助長している側面も

日本社会にもこれらの相互作用を助長する風土がある。
まず、多くの日本企業が採用するメンバーシップ型契約に基づく

雇用契約である。この契約の下では、一旦成員となった従業員は簡
単に解雇されない一方で、異動など会社の人事裁量権が非常に広
く認められる。このような組織では、従業員はその組織でしか通用
しないような人的資産への投資を進めることが多いとされている。
このような環境は過組織症が生じやすい土壌となる。
加えて、日本社会では、個々の能力よりも全人格的評価を重視す

る傾向があり、公式な称賛などの「表」（オモテ）の承認よりも、憎ま
れたり嫌われたり警戒されたりしないという「裏」（ウラ）の承認が
重視されがちになる。これらも過組織症を生じやすい土壌になる。

２-3．過組織症は組織的違反の発生を助長

英国のＪ.リーズンによれば、不安全行動には、四つの類型がある
とされる。スリップ、ラプス、ミステイク、そして違反である（図１）。
特に、近年の企業不祥事や事故では、意図的に違反行為を行った

ことにより発生している事例が散見されている。これらの背景に
は、過組織症が潜んでいると考えられる。

２-4．個人の特性

人間の判断はもともと一貫しない性質を持っている。朝三暮四と
いう言葉のように、選択肢を提示された状況や順序によって、人間
の判断が変わってしまう先行逆転現象はその一例である。

また、損と得に関する認知のゆがみもある。人間は保有している
利得が大きくなるほど、リスク回避的な判断を好むようになり、逆
に損失が大きくなるほどリスク志向的な判断を好むようになる。こ
れは、利得が大きければ「十分にあるから」という思いが働き、損
失が大きければ「取り返さないと」という思いが働くことによる。

この現象は、集団の中での役割分担でも見られる。人々を従業員
役と経営者役に分け、業績の見込みが好調な時と不調な時で、ビジ
ネスでの倫理意識にどのような影響が出るかを確認した調査によ
れば、従業員役は、業績の動向にかかわらずビジネス倫理にはあま
り影響がなかった一方、経営者役は、業績が不調だと有意に倫理
意識が低下する。「自分は経営者であり、なんとしてもこの組織を
守らなければ」という思いが働くことがこの現象の背景にあると考
えられる。

このような個人の認知のゆがみを基盤として、組織の中では違反
が常態化するプロセスが働きがちである（次頁図２）。あらゆる組
織に組織的違反の素地は存在し、放置しておけば自然に醸成され
ていくと考えるべきである。

【図１】基本的なエラータイプと違反の関係
（出典：J.Reason, Human Error, 1990、日本語の図を[申紅仙「安全と労働の質」（2006年）、古川久敬（編）「産業・組織心理学」朝倉
書店、pp.150-172]から引用.（本多・ハワード・素子氏講演資料による））
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２-5．集団の特性

1964年のある日の夜、ニューヨークのクイーンズという住宅街
で、女性が男性に襲われた。襲われた女性は悲鳴をあげた。加害
者はいったんその場を立ち去ったが、誰も出てくる様子がなかった
ため、再度戻り暴行を加えた。このようなことが30分ほどの間に何
度か繰り返された結果、被害者は殺害されてしまった。後日の調査
の結果、38人がこの悲鳴を聞いたが、誰も通報しなかったことが分
かっている。

このような状況においては、救助しうる人が多ければ多いほど、
人間は具体的な救助行動に踏み切らなくなる傾向がある。これは、
責任が分散化するからではないかとされている。この現象を傍観者
効果という。これは人間の集団特性の一つである。

社会的アイデンティティについても興味深い調査が行われている。
同じ大学のメンバーがごまかし行動を始めた場合、見ている他のメン
バーもごまかし行動を始める傾向がある。一方、違う大学のメンバー
がごまかし行動を始めた場合は、見ている他のメンバーはごまかし行
動を始めない。ごまかし行動を始めたのが仲間（同じ大学）なのか、仲
間以外（違う大学）なのかによって、観察される行動が異なるのであ
る。このように、ある集団の一部であること（集団成員性）は、アイデン
ティティの一部として取り込まれ、人の行動に影響を及ぼす。

２-6．過組織症を防ぐには

これまで紹介してきた事柄を踏まえ、組織事故を防ぐためにはど
のようにすればよいか、ポイントをいくつか紹介する。

① グループシンクの回避
グループシンクとは、「高い凝集性の集団に深く関与した人々

が、行動に関連する選択肢を現実的に評価しようとして、満場一
致に至るように努めて人々がとる、安易で素早い思考の様式」をい
い、日本語では、集団思考、集団愚考、集団浅慮などと訳される。
この現象は、集団にまとまりがあり、自らの優秀さを自覚し、“我々”
という意識をもつ集団が、危機的な状況に置かれることで、生じや
すくなる。

対策としては、重要事項の決定を大人数で行わず、活発な議論を
引き起こすこと、リーダーが議長になるのではなく、持ち回りでファ
シリテーター（進行役・促進役、世話人）をおくこと、ファシリテー
ターは自分の意見開示を控えること、話し合いの目的が全員一致
ではないことを明確にすることなどがあげられる。

　
②リーダーシップの見直し
従来のリーダー観では、明確で強固な価値観に基づき、善悪を

判断し、状況から逃げず、直ちに大胆な対策を立てて実行する姿勢
がよいとされてきた。しかし、近年、倫理的な判断に関わるリーダー
シップ、たとえば静かなリーダーシップが注目されている（表３）。

組織事故防止

【図２】違反の常態化プロセス
（出典：Ashforth,B.E. & Anand, V. The normalization of corruption in organizations,  Research in organizational 
behavior,Vol.25, pp.1-52 （本田・ハワード・素子氏講演資料による））

リーダーシップ行動 具体例

現実を理解する 自分の中の多様な価値観を意識する。相手の性
格を知り、あえて波風を立てない。

時間を使う 手を代え、品を代えチャレンジする。様子をうか
がう。繰り返し一貫して同じ主張をする。論拠を
探す。

規則を曲げる 規則に縛られない、表に出ず裏で操る。

妥協点を探す 利害関係者への根回しをする。名より実をとる。

【表３】静かなリーダーシップ（倫理的意思決定・現実的問題解決）

（出典：本多･ハワード･素子氏講演資料より）
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３ 組織事故防止のための安全文化醸成の必要
性とヒューマンファクターサーベイ（第二部）

本多先生の講義の後、インターリスク総研 安全文化グループ 上
席コンサルタントの工藤信介が、組織事故防止のために現在取り
組んでいる安全文化評価とヒューマンファクターサーベイについて
解説した。

労働災害防止のための本質的安全化等、ハード面での事故対策
は相当レベルまで行われているにもかかわらず、労災事故が減少し
ない。このことの背景には組織事故がある。ここでいう組織事故と
は、組織の階層が多数関与して生じる事故をいう。個人の故意や過
失による事故に比べて被害が巨大になりがちである。

多くの企業では、事故が発生して初めて自社の安全基盤や組織・
風土の課題に取り組むことになる。事故が発生する前に対策に取
り組むための方法として、インターリスク総研では組織の安全文化
そのものをターゲットとした調査である安全文化評価とヒューマン
ファクターサーベイのサービスを提供している。

安全文化評価とは、安全文化に関する8軸（表４）に基づく設問
により、従業員にアンケート調査を行い、その結果を解析すること
により、当該組織の安全文化の動向を評価する手法である。また、
ヒューマンファクターサーベイとは、特定の事業所を訪問し、インタ
ビューや現地調査といった質的調査を通じて得られた情報に基づ
いて、事故防止活動の妨げとなっている本質的な課題を抽出し、解
決策を模索する手法である。

組織事故防止

軸 概要

組織統率
Governance

組織内で、安全優先の価値観を共有し、これを尊重して組織管理をおこなうこと。コンプライアンス、安全施策に
おける積極的なリーダーシップの発揮を含む

責任関与
Commitment

組織の経営層および管理層から従業員まで、また規制機関、協力会社職員までが各々の立場で職務遂行に関わる
安全確保に責任を持ち、関与すること

相互理解
Communication

組織内および組織間（規制機関、同業他社、協力会社）における上下、左右の意思疎通、情報共有、総合理解を促
進すること

危険認知
Awareness

個々人が各々の職務と職責における潜在的リスクを意識し、これを発見する努力を継続することにより、危険認知
能力を高め、行動に反映すること

学習伝承
Learning

安全重視を実践する組織として必要な知識（失敗経験の知識化等）、そして背景情報を理解し、実践する能力を獲
得し、これを伝承していくために、自発的に適切なマネジメントに基づく組織学習を継続すること。また、そのため
の教育訓練を含む

作業管理
Work management

文書管理、技術管理、作業標準、安全管理、品質管理など作業を適切に進めるための実効的な施策が整備され、
個々人が自主的に尊重すること

資源管理
Resource management

安全確保に関する人的、物的、至近的資源の管理と配分が一過性ではなく適切なマネジメントに基づき行われてい
ること

動機づけ
Motivation

組織としてふさわしいモチベーションの要因（やる気）を与え、あるいは、自ら獲得することにより、安全向上に向
けた取り組みが促進されるとともに、職場満足度を高めること

４	おわりに
本セミナーは、これまであまり知られてこなかった組織事故防

止のための心理学的見地からの最新情報と対策の在り方を示し
たものである。参加者からも「このような取り組みが行われている
こと自体が新鮮だった」「事故防止のための手法として検討して
みたい」といった意見が寄せられた。今後もこのようなセミナーを
企画していきたい。

最後に、講演いただいた本多・ハワード・素子先生には大変感
謝している。この場を借りてお礼申し上げたい。

以上

【表４】安全文化の8軸
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２ アグリビジネス拡大に向けた
大学の取り組み

⑴食の安全・安心

現代では、食品偽装、残留農薬への懸念などから、食の安全・
安心の声が高まるなか、大学という研究機関に対する消費者の信
頼は厚い。「大学」というブランドを掲げる以上、「安全・安心」は
基本事項となっている。特に農学部・栄養学部など、食が専門の
学部では、食品衛生向上や食中毒防止の観点から、発酵と腐敗の
違い、微生物の働きなど、食に関連するリスクの教育に力を入れて
いるところも多い。
以下では安全な食品の提供という観点から、フグ毒の除去の研

究を行っている大学の事例を紹介する。

事例①
フグの無菌化・無毒化を実現するための加工技術の開発---------
フグには臓器に猛毒箇所があり、調理の際には専門の免許が

必要であり、細心の注意を払う必要がある。そこで、水産大学校で
は、機械を使い、フグを無菌・無毒状態の魚肉にさばける技術を
開発した。これにより、大量のフグでも安全に加工することがで
きるようになった。また、安全に調理できるため、缶詰やカレーと
いった加工品等の応用もできる。

⑵健康の維持・増進

糖尿病、高血圧といった生活習慣病の増加を背景に、日本だけ
ではなく世界的にみても、健康志向に対する意識は向上している。
なかでも食品のもつ機能性に特化した研究開発に注目が集まって
いる。
以下では低カリウム野菜（次頁図1）などに代表される機能性野

菜の栽培について、秋田県立大学の事例を紹介する。

続・いま、注目されるアグリビジネス
農の問題に取り組む

〈連載全4回〉アグリビジネス

NPO法人 プロジェクト88
理事長　　　髙

た か は し

橋 菜
な り

里 氏

１ はじめに
〜アグリビジネス拡大における課題〜

2008年の農商工等連携促進法、2011年の六次産業化法をきっ
かけにアグリビジネスが注目を集めている。もっとも農業従事者
の減少、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉への参加、耕作放
棄地の増加など、アグリビジネスをめぐる環境は厳しい状況が続
いている。
これからアグリビジネスが拡大するためには、（1）食の安全・安

心、（2）健康の維持・増進、（3）低価格・高品質、（4）生物多様性の四
つが大きな課題であると考える。
（1）食の安全・安心については、残留農薬、食品偽装などへの懸

念から、「生産現場の見える食」に注目が集まっている。（2）健康の
維持・増進については、健康志向などから機能性野菜などへの注
目が高まっている。（3）低価格・高品質については、安いものがい
いという考え方から、安くてしかもおいしいものへ、消費者ニーズ
の拡大がうかがえる。（4）生物多様性については、様々な地球環境
の変化に対する、生態系や食物連鎖の維持が世界規模で求められ
ている。
もっとも、これら課題の解決は1企業のみ、また1大学のみでは難

しい。大学の研究開発力、創意工夫に加え、企業の資金力、ＰＲ力
などを生かした産学連携こそ、今後のアグリビジネスの発展に大き
く寄与していくものと考える。

以下では産学連携を行う大学に焦点を当てて、（1）〜（4）の課
題に対する大学の取り組み事例を紹介したい。

〜 第2回	  アグリビジネス、産学連携の最前線〜
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事例②
低カリウム野菜の開発---------------------------------------------
秋田県立大学では、腎臓病患者のために低カリウム野菜を開
発している。カリウムは生野菜や果物に多いのだが、透析患者、
慢性腎臓病患者はカリウムを摂取しすぎると心臓発作を起こして
しまう。
カリウムは水溶性であるため、野菜をゆでこぼしてしまえばカ
リウムは洗い流されるが、一方で野菜本来のもつみずみずしさや
食感は損なわれてしまう。低カリウム野菜はこれらのデメリット
を解消するためのものである。この結果、食事制限をする必要も
なくなる。

現在ではメロン、イチゴなど、果物の開発にも着手している。果
物はゆでこぼすことができないため、病院が提供する食事では重
宝されている。

⑶低価格・高品質

食の多様化などにより、「おいしくなくても安ければ我慢する」
から、「安くてしかも高品質なもの」へと消費者の要求が高まり、
生産者の経営は年々厳しくなっている。この両者のニーズを満たす
ものが近畿大学のマグロ（図2）の養殖である。

事例③
世界初のクロマグロの完全養殖の成功 ---------------------------
近畿大学では、世界で初のクロマグロの完全養殖に成功し、大
阪と銀座に構えた研究所直営店は連日長蛇の列ができるほど、大
人気となっている（図3）。
しかし、その成功の裏には、様々な苦労があった。研究は1970
年、当時、生態が解明されていなかったマグロを"網いけす"で人工
飼育することから始まった。完全養殖の達成は2002年、実に32年
もの長い歳月をかけた研究となった。
研究開始当初、日本での養殖魚の評価は、与えたエサの臭い
が気になったり、病気対策のために薬を与えたことが不安視され
るなど評価は厳しかった。さらには薬による生育の安定が必要で
もあり、収支も厳しい状態であった。
そうした課題を一つ一つクリアしてできたのが、今や有名となっ
た近大マグロである。この研究が近畿大学の知名度を上げる結果
につながり、同大学の受験者数も増えることとなった。

【図１】秋田県立大学低カリウムレタス（プロジェクト88提供）

【図3】近畿大学マグロ丼（プロジェクト88提供）

【図2】近大マグロ釣り上げ（近畿大学提供）
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⑷生物多様性

地球温暖化、乱獲などにより、世界の生物多様性は損なわれつ
つある。生態系を維持することも食の多様性を守って行く上で、重
要である。
食物連鎖の頂点の生物を養殖するために下位の生物を海か

ら獲ってくると、食物連鎖が崩れる恐れもある。この状況を危惧
し、底辺部分に着眼して研究を行っているところが東京大学で
ある。

事例④
食物連鎖の底辺の育成--------------------------------------------
東京大学では、微細藻類をカキ（二枚貝）が食べ、窒素やリンを

出し、それをエサにしてまた大型海藻類が成長する、という生物の
循環を研究している。
この過程で食物連鎖の底辺である微細藻類の育成に力を入れて

いる。食物連鎖の底辺部分からスタートする次世代養殖が重要で
あるという考えがベースとなっている。
　

３	産学連携上の課題
大学が研究を継続していくうえでの課題は、（1）研究の維持、

（2）販路拡大、（3）利益追求の3点である。

（1）研究の維持とは、①研究者の維持、②学生の維持、③研究費
の維持、の主に三つを指す。活動を継続していく上で、必要な課題
である。（2）販路拡大とは、産学連携により生まれた商品を、自分
の大学ブランドとしてＰＲしていくことであり、研究の循環を生み
出す上で必要な課題である。（3）利益追求とは、大学にとっても企
業にとっても、お互いにWinWinな取り組みとなるように進めてい
くことである。産学連携の取り組みを長い意味でブランド化してい
くために必要な課題といえる。

⑴研究の維持

①「研究者」の維持
大学での研究を継続した取り組みにしていくためには、研究者

の育成が必要となってくる。大学では、教授やカリキュラムは引き
継がれていくが、「研究」が引き継がれるのは難しい。研究と平行
して、研究を継続してくれる「人材」を育てなければ、教授一世代の
話で終わってしまう。そうなると、どんなに良い研究をしていても、
後世に引き継がれることがないため、研究が継続することも発展し
ていくことも望めない。

②「学生」の維持
大学生が主体的に商品開発等を行い、実学を学べる大学にお

いては、活動にあたる学生の確保はもちろんのこと、活動に対す
る意識や伝統の継承、モチベーションを保つことなどが課題に
なってくる。
学生は4年で入れ替わってしまう。もっといえば、学年が変わるご

とに学生が入れ替わるところもある。そうすると、毎年新しい商品
開発を行うことになったり、「先輩が作った商品」をそのまま扱う
ところも出てくる。
その度に学生を一から育てなければならなくなり、活動の一貫

性や発展性を積み重ねていくのが難しいという現状がある。

③「研究費」の維持
大学の研究というのは、何度も試行錯誤を重ねて結論を見い

だす作業になるため、それなりにまとまった資金が必要になる。
しかし、公的機関からの補助金や科研費はどんどん削減されて
きており、いい技術や設備、構想を持っていても、費用面がネック
となり、研究の阻害要因となっている。このため産学連携のよう
に、企業と協力関係を築くことで研究費を工面する大学も増えて
いる。

⑵販路拡大、生産量の維持

大学での取り組みを社会にわかりやすく知ってもらうために、
各大学では様々な産学連携による商品開発を行っている。研究を
世に広めるためには、連携をさらに推し進めると同時に、大学自
らも販路拡大やプロモーション活動を行っていかなければなら
ない。
大学で作った産学連携商品は、大学内の生協等で販売された

り、連携先の企業での取り扱いにとどまっており、積極的なプロ
モーションはほとんど行われていない。従って、研究成果が埋もれ
たままになっているケースも多い。
また販路を確立している場合でも、多くは大学内の設備で作っ

ているところが多く、生産量を増やすことができず、ビジネスとし
て軌道に乗せることが課題になっている。

⑶利益の追求

産学連携を長く成長させ続けるためには、利益の確保も考えな
くてはならない。しかし、この部分に大学と企業の間で価値観の
相違がみられることも多い。
大学にとって、商品開発は研究の一環であり、コストパフォーマ

ンスを考えて作っているわけではない。しかし企業にとっては利益
の確保が優先課題である。
ここに大学と企業の間でミスマッチが生じている。このバラン
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【図4】「大学は美味しい！！」会場の様子（プロジェクト88提供）

スをうまく保つことが産学連携を軌道にのせるためのポイントと
なる。

４	おわりに		〜大学は美味しい！！〜
政府の発表した「成長戦略」には、民間企業や個人が実力を

発揮しやすい環境をつくるために、規制緩和等を行い、日本経済
を成長させる政策が述べられている。その内容には、新事業の促
進、人材育成、新たな市場創出、世界経済への進出などがある。こ
の成長戦略と一致しているのが「大学」の活動であり、「大学」本
来の姿である。
最先端の技術を駆使し、次世代を担う若者たちを育成し、常に

新しい発見を求め、海外とも積極的に共同研究や留学を図る。日
本経済が発展していくための重要な役割を「大学」が担っていくも
のと考えている。　
日本の行政、自治体、民間企業などを巻き込んで、ともに発展し

ていくためには、大学の「ブランド力」を高める必要がある。ここ
でいう「ブランド力」とは、大学の名前を聞けば、何をやっている
のかがわかり、そこに賛同する人が集まる、大学そのものが持つ魅
力を指す。「近大マグロ」などはその典型的な例である。しかし、
大学の研究は世間一般にはなじみが薄く、専門的な印象を与える
ことが多い。いくら最先端の研究や画期的なアイデアも、社会に対
してＰＲする場がなければ、埋もれてしまう。
プロジェクト88が進めている「大学は美味しい!!」（図4）は、大

学の研究成果を論文ではなく製品という形で、一般消費者にわか
りやすく伝えるためのプロジェクトである。雑誌の連載企画として
全国各地の大学ブランド商品を取り上げていくうちに、読者から
「実際に食べてみたい！」という声が強まり、イベントや講演会、シ

ンポジウム、そして現在の「大学は美味しい！！」に発展してきたも
のである。先に紹介した近大マグロは、このプロジェクトから生ま
れてきたものである。
「大学は美味しい!!」を通じて、大学と行政や自治体、企業等を

結びつけ、自らの大学を積極的にＰＲできる場を作る。そのなか
で、大学の研究が消費者の目に触れることにより、値段やパッケー
ジ、研究の質といった様々な角度から精査され、産学連携による六
次産業化の促進につながるものと考える。

以上
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ISO14001：2015年版
改正情報（第２報）

ISO14001

株式会社インターリスク総研
事業リスクマネジメント部
環境グループ
シニアマネジャー・上席コンサルタント　　猪

い か り

刈 正
ま さ と し

利

１	はじめに
2014年6月27日に公開されたISO14001:2015年版のDIS1）（国際規

格案、以下“ISO/DIS 14001”と表記）冒頭の「序文」は、次のような文
章から始まっている。

将来の世代の人々が自らのニーズを満たす能力を損なうこ
となく、現在の世代のニーズを満たすために地球規模のシス
テムの中で環境的、社会的及び経済的なサブシステム間のバ
ランスを達成することが不可欠であると考えられている。この
持続可能性の“三本柱”の概念は、持続可能な発展の目標であ
る。・・・（以下省略）

『持続可能な発展』とは、「環境と開発に関する世界委員会」
（委員長：ブルントラント・ノルウェー首相（当時））が1987年に公
表した報告書「Our Common Future」の中心的な考え方として
取り上げた概念で、その後の環境CSRの発展において基盤となる
重要な概念である。

本稿では、ISO14001:2015年版発行に向けたスケジュール、ISO/
DIS 14001の構成と主な変更点を概説したのち、ISO/DIS 14001を
活用した環境（経営）リスクへの対応について考察する。なおDIS
（国際規格案）発行前までのISO14001：2015年版に関する経緯な
どについては、2014年4月発行のRMFOCUS vol.49の筆者報告2）

をご参照いただきたい。

２ ISO14001:2015年版発行に向けた
スケジュール3）

2014年6月27日に公開されたISO/DIS 14001は、2014年8月28日
から3カ月間の投票およびコメント照会期間が開始された。次回の
会議は2015年2月に東京で予定されており、DIS投票において提出

〜ISO14001:2015年版を活用した
環境（経営）リスクへの対応〜

されたコメントをレビューし、テキストを改訂してFDIS（最終国際
規格案）を作成する予定である。IS（国際規格）の発行は、2015年
の第3四半期を予定している。

なお、IAF（International Accreditation Forum, Inc. 国際
認定機関フォーラム）によると、前回のISO14001：2004年改正は
「Minor Change」のため移行期間は1.5年間であったが、今回の
改正は「Major Change」と認識されており、その移行期間はIS発
行後3年間とされている。このことからも今回のISO14001改正は、
1996年発行後、初めての抜本的な大改正であることがわかる。

 

３ ISO/DIS	14001の全体像と本改正に
おける主な変更点3）

ISO/DIS 14001の構成を次頁表1に示す。また本改正における主
な変更点に関して、ISO14001を所管するISO/TC 207/SC1のウェブ
サイトには次頁表2に示すような記述がある。

４ ISO/DIS	14001を活用した環境（経営）
リスクへの対応

次頁表2の「戦略的な環境管理」では、「組織の戦略的計画プロ
セスにおける環境管理の重要性が増している。（中略）有害なリス
クの緩和又は有益な機会の探求のための活動を、環境マネジメント
システムの運用計画に統合することとなる。」とある。このためISO/
DIS 14001には、従来の規格には無かった全く新しい概念である
「6.1.4 脅威及び機会に関連するリスク」（34頁表3参照）という、環
境（経営）リスクマネジメントに関する要求事項が導入されている。

以下、企業の重要なリスク情報が盛り込まれている有価証券報告
書の「事業等のリスク」を分析したのち、ISO/DIS 14001を活用した
環境（経営）リスクへの対応について考察する。

ISO
14001
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【表1】ISO/DIS 14001環境マネジメントシステムの構成

戦略的な環境管理 組織の戦略的計画プロセスにおける環境管理の重要性が増している。組織及び環境の双方への便益のため、機会を特定
し活用するために、組織の状況の理解に関する新しい要求事項が取り入れられている。特に、利害関係者のニーズ及び期待
（規制上の要求事項を含む。）、組織に影響を与える又は組織からの影響を受ける地方・地域・グローバル規模の環境状況
に関連する課題又は変化する状況に、焦点が当てられている。優先事項と特定された場合には、有害なリスクの緩和又は有
益な機会の探求のための活動を、環境マネジメントシステムの運用計画に統合することとなる。

リーダーシップ システムの成功を確実にするために、リーダーシップの役割をもつ者に対して組織内の環境管理を促進することについての特
定の責任を割り当てる箇条が新たに追加された。

環境保護 組織に対する期待は、組織の状況に応じて害及び劣化から環境を保護するための事前対応的（proactive）なイニシアチブ
にコミットすることにまで拡大した。改正版のテキストには、“環境の保護”は定義されていないが、環境の保護が、汚染の予
防、持続可能な資源の利用、気候変動の緩和及び気候変動への適応、生物多様性及び生態系の保護等を含み得るという注
記が入っている。

環境パフォーマンス 継続的改善に関して、マネジメントシステムの改善から環境パフォーマンスの改善に重点が移っている。組織の方針のコミット
メントに従って、組織は、該当する場合には、組織が設定したレベルにまで、排出、排水及び廃棄を低減させることとなる。

ライフサイクル思考 調達された物品及びサービスに関連する環境側面の管理に関する現在の要求事項に加えて、組織は、組織が管理する及
び影響を及ぼす範囲を、製品の使用及び使用後の処理又は廃棄に関連する環境影響にまで拡張する必要がでてくる。ただ
し、このことは、ライフサイクル評価を行うことの要求事項を意味してはいない。

コミュニケーション コミュニケーション戦略の策定が、外部及び内部コミュニケーションの双方に同等の比重で追加された。これには、矛盾がな
く一貫し，信頼のおける情報についてのコミュニケーションに関する要求事項、及び、組織の管理下で働く人々が環境マネジ
メントシステムの改善提案を行う仕組みを確立することに関する要求事項が含まれている。外部にコミュニケーションを行う
か否かは組織によって決定されるが、その決定を行うに当たっては、規制当局及び他の利害関係者の期待によって求められ
る情報の報告を考慮に入れる必要がある。

文書類 マネジメントシステムの運営のためのコンピューター及びクラウド型システムの進化を反映して、改正版では、“文書”及び
“記録”に代わって、“文書化した情報”という用語を導入している。ISO 9001 とも整合して、組織は、有効なプロセス管理
を確実にするために、どういう時に“手順”が必要かを決定する自由がある。

【表2】ISO/TC 207/SC1が解説するISO/DIS 14001の主な変更点3）

黒字：
ISOマネジメントシステム
規格共通要素
青字下線：
ISO14001固有要求事項
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⑴有価証券報告書でのリスク情報開示4）

1999年3月に企業情報の開示制度に関する内閣府令が改正さ
れ、2000年4月以降の有価証券報告書において、非財務情報を追加
記載することが義務付けられた。これにより、経営者が感じている

「事業等のリスク」を投資家に知らしめるという投資家重視の姿勢
が打ち出されることになった。

⑵有価証券報告書における環境リスクに関連する
「事業等のリスク」事例

表4に、国内大手製造業の有価証券報告書に記載されている環
境リスクに関連する「事業等のリスク」事例を任意にとりまとめた
が、環境リスクは企業にとって重要な経営リスクの一つであるの
は明らかである。なお「6.1.4 脅威及び機会に関連するリスク」には、
「外部の環境状況が組織に影響を与える可能性」とあるが、これは
例えば表4の「異常気象や天候不順等が、当社グループの財政状態
及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性」が該当する。

●海外での事業活動において、予期し得ない経済的・政治的・社会的な突発事態の発生、テロ・戦争・内乱の勃発、新型インフルエンザ等伝
染病の流行による社会的・経済的混乱、異常気象や天候不順等が、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性
があります。

●当社グループは、●●法をはじめとする法規制や、品質に関する基準、環境に関する基準、会計基準や税法等、事業展開している国内外
のさまざまな法規制等の適用を受けております。当社グループはコンプライアンス(法令遵守)とCSRに基づく倫理的行動に万全を期して
おりますが、今後、これらの法規制等が変更された場合、また予測できない法規制等が新たに設けられた場合には、当社グループの事業
活動が制限され、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

●国内及び海外における環境に関する法的規制等の変化や災害等による重大な環境問題等が発生した場合には、罰金や補償金及び問題
解決のための対策コストが必要となり、業績に悪影響をもたらす可能性があります。

●各種の化学物質の社外流出を防止するべく万全の対策をとっておりますが、万一流出した場合や環境に関する規制が一層強化された場
合には、事業活動が制限されたり、補償・対策費用の支出、あるいは新たに設備投資に多額の費用が発生することがあり、結果として当
社グループの業績に悪影響を与える可能性がございます。

【表4】国内大手製造業の有価証券報告書に記載されている環境リスクに関連する「事業等のリスク」事例

6.1.4 脅威及び機会に関連するリスク
組織は、次の事項のために取り組む必要のある、脅威及び機会

に関連するリスクを決定しなければならない。
− 環境マネジメントシステムが、その意図した成果を達成できる

という確信を与える。
− 外部の環境状況が組織に影響を与える可能性を含め、望まし

くない影響を防止又は低減する。
（以下省略）

【表3】ISO/DIS 14001 「6.1.4 脅威及び機会に関連するリスク」1）

（インターリスク総研にて作成）

⑶日経２２5企業の「事業等のリスク」開示状況の分析5）

2013年3月期の有価証券報告書に記載された「事業等のリス
ク」について、次頁表5はリスク分類ごとの開示数に関する過去5
年間の年度推移を示している。この中で「環境問題」は前期に比
べ16件増加し91件となったが、「社会・経済（253件）」、「政治（104
件）」、「自然現象（98件）」に続く第4位のリスクである。（注：「自然
現象」の中には「異常気象・気候変動」等も含まれているため、それ
らを含めれば「環境問題」は実質第3位のリスクになるものと考え
られる。）そして「環境問題」に関して、次頁表6に示すように分析し
ている。以上の分析によれば、環境（経営）リスクはますます重要と
なっており、また前頁表2の「ライフサイクル思考」（サプライチェー
ン／バリューチェーンへの影響力の行使）も顕著な傾向にあるこ
とがわかる。

　

⑷ISO/DIS １400１を活用した環境（経営）リスクへ
の対応

ISO/DIS 14001「4 組織の状況」および「6 計画」の要求事項を
フローで表すと次頁図1のとおりになると考察する。まず、「4.1 組
織及びその状況の理解（外部及び内部の課題）」および「4.2利害
関係者のニーズ及び期待の理解」を踏まえ、「4.3 環境マネジメン
トシステムの適用範囲の決定」に展開するフローが、今回、新たに
設けられた。その後、環境側面を洗い出し、環境影響評価を行い、
著しい環境側面を特定して環境目的および計画策定につなげてい
くフローは従来どおりの実務的（ボトムアップ）フローである。一
方、「4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定」から「6.1.4 
脅威及び機会に関連するリスク」に展開するフローは、従来の
ISO14001には無かった経営戦略的（トップダウン）フローである。

なお、「4.2利害関係者のニーズ及び期待の理解」から「6.1.3 順守
義務」へのフローがあるのは、4.2に「それらのニーズ及び期待のう
ち、順守義務となるもの」という要求事項があるからである。

注：ISO/DIS 14001での「リスク」の定義
目的に対する不確かさの影響。

注記１ 影響とは期待されていることから、好ましい方向又は好ましくない方向にかい
（乖）することをいう。（以下省略）

ISO
14001



35　RMFOCUS Vol.51

(開示数)
2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3

取引および法的問題 79 82 83 108 76
社会・経済 227 235 250 255 253
自然現象 79 76 101 100 98
政治 85 90 93 117 104
技術 42 42 46 38 35
経営および内部統制 68 70 76 86 85
財務 31 35 37 39 22
製品・サービス 42 42 46 60 52
雇用 17 17 20 17 19
情報セキュリティ 49 49 51 61 75
環境問題 41 47 55 75 91
労働安全衛生 17 20 22 29 26
施設・設備 26 27 35 34 35
合計 803 832 915 1,019 971

集計対象社数 61 62 66 66 65

「環境問題」の内容は、前年度はエネルギー問
題への対応が中心だったが、今年度は環境汚染
や環境規制への対応に関する記載が多く、特に
取引先や顧客なども対象にした環境マネジメン
トの取り組みの必要性について記載する企業が
多かった。

【表5】有価証券報告書の「事業等のリスク」開示状況の年度推移5）

【図1】ISO/DIS 14001「4 組織の状況」および「6 計画」のフロー

【表6】「環境問題」に関する分析5）

●

●

●

●
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表7に、「4.1 組織及びその状況の理解（外部及び内部の課題）」、
「4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解」および「6.1.4 脅威及
び機会に関連するリスク」に関する（例）を示す。なおこの表は、以
上述べてきたISO/DIS 14001の特徴を踏まえ、34頁表4国内大手
製造業の有価証券報告書に記載されている「事業等のリスク」事例
ほかも参照して（例）としてとりまとめたものである。「事業等のリス
ク」のほかにも、有価証券報告書の構成（目次）は企業によって多少
異なるが、例えば「対処すべき課題」は「4.1組織及びその状況の理
解（外部及び内部の課題を決定）」の参考になり、また「研究開発活
動」は社会的課題を解決するような最先端の環境関連技術の開発
事例が記載されていれば、「6.1.4 脅威及び機会に関連するリスク」の
「機会」の参考となる。

５	おわりに
以上のとおり、ISO/DIS 14001は従来のISO14001とは異なり、『経

営戦略ツール』および『環境（経営）リスクマネジメント』を指向した新
たな概念が盛り込まれている。もちろん環境コンプライアンスや環境
側面を洗い出して著しい環境側面を特定する実務的（ボトムアップ）
フローも残っているが、新たな経営戦略的（トップダウン）フローを活
用して、環境マネジメント（環境経営）のみならず企業経営にどのよう
に生かしていくことができるのか、この点が最も重要であると考える。
そのためには本稿で紹介したように、企業の環境CSR部門は、自社
の重要な経営情報である有価証券報告書の「事業等のリスク」ほか
について改めてレビューし、今後の環境マネジメントシステムの継続

的改善につなげていくことを推奨したい。
今回のISO14001の大改正を契機として、企業の環境CSR部門

は、より経営的な視点に立ち、経営企画部やリスクマネジメント部
門などとの連携も深め、自社の企業価値向上と環境・社会の『持続
可能な発展』に寄与していくことを期待したい。

以上

【表7】「4.1 組織及びその状況の理解（外部及び内部の課題）」、「4.2利害関係者のニーズ及び期待の理解」および「6.1.4 脅威及び
機会に関連するリスク」（例）

（インターリスク総研にて作成）

ISO
14001
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Disasters  & Accidents information

災害・事故情報
本情報はマスコミでの報道等をベースに編集しています。

地震・噴火・津波

●中国雲南省で地震、死者・不明者700人以上
中国雲南省北東部の昭通市魯甸（ろでん）県で8月3日午後4時半（現地
時間）ごろ、M6.5の地震が起きた。震源の深さは約12km。8日午後3時の
中国民政省の発表によると、魯甸県などで617人が死亡、112人が不明と
なり、3,143人が負傷した。被災地を流れる川に土砂が流れ込んで形成さ
れた「土砂崩れダム」（せき止め湖）の水位が高まり、決壊の危険性も高
まった。
中国南西部の雲南省と、その北に隣接する四川省は「南北地震帯」と
呼ばれる地震の多発地帯で、M5〜7級の地震が頻発している。この地震
帯の地下では、地球規模のプレート（板状の岩盤）運動で、ユーラシア大
陸の巨大なプレートに南からインドのプレートが衝突して強い圧力がか
かっており、多数の活断層がある。今回地震が起きた昭通市周辺は、この
「地震の巣」の東端に位置する。昭通市近郊では、1974年の地震（M7.1）
で約1,500人が死亡、2012年の地震（M5.7）でも約80人が亡くなった。四
川省では2008年に約7万人が死亡する大地震（M8.0）が発生している。

風水雪災・豪雨・竜巻

●広島で豪雨、土砂災害、死者・不明者74人
広島市で8月20日未明、局地的に猛烈な雨が降り、安佐北区可部、安
佐南区八木・山本・緑井などの住宅地後背の山が崩れ、同時多発的に大
規模な土砂崩れや土石流が発生した。多数の住宅がのみ込まれて住民が
生き埋めになった。この土砂災害により、9月11日朝時点で73人が死亡、1
人が行方不明、8人が重傷となった。広島県は9月5日、市内107箇所で土
石流、59箇所でがけ崩れが起きていたとの最終調査結果を発表した。
被災地では8月に入ってから災害発生の直前まで、平年を100mm以上
上回る降雨があり、地盤の緩みが進行していた。さらに災害発生当時、広
島市北西部では中国山地西部を通過した秋雨前線に向かって南方から
暖かく湿った空気が流入し、上空で強い上昇気流となり、バックビルディ
ング現象により、多くの積乱雲が細長く連なる線状降水帯が形成され
た。その結果、安佐北区三入では20日午後4時40分までの24時間降水量
が257mmを記録し、観測史上1位の降雨量となった。
広島県は、花こう岩が風化してできた水分を含みにくい「まさ土」の表
層地盤が約5割の面積で広がる。降り続いた雨により水分が土壌に蓄積
され重くなっているところへ、隙間に入り込んだ水の力で表層地盤が浮
き上がり、斜面上部で表層崩壊が発生した。災害後の調査で、まさ土の
地盤だけではなく、堆積岩など比較的固い地盤の流出も確認された。

自動車・鉄道・船舶・航空機等事故

●ウクライナ東部でマレーシア機撃墜、298人死亡
7月17日夕（現地時間）、ウクライナ上空の高度1万mを飛行していたマ
レーシアの航空会社の旅客機がウクライナ東部のドネツク州内に墜落し
た。乗客283人と乗員15人の全員が死亡した。日本人は乗っていなかっ
た。墜落した航空機はオランダのアムステルダムからマレーシアのクアラ
ルンプールに向かう途中だった。死者298人のうち、オランダ人が193人、マ

レーシア人43人、オーストラリア人27人と多い。親ロシア派武装勢力がウ
クライナ政府軍との戦闘を続ける同国東部の事故現場では、ウクライナ
軍の輸送機などが撃ち落とされる事件が相次いでいた。
原因調査を主導するオランダ安全委員会は9月9日、中間報告書を公表
した。墜落の原因について「外部から多数の高エネルギー物体が機体を
貫通した」と指摘。撃墜はミサイルによるものだと示唆したが、原因特定
には至らなかった。原因を巡って、米欧やウクライナ政府は、親ロシア派
武装集団が旧ソ連製地対空ミサイル「ブク（ＢＵＫ）」で撃墜したと非難し
てきたが、武装集団やロシアは否定している。

疾病関連

●エボラ出血熱、西アフリカで死者2,000人超
世界保健機関（ＷＨＯ）は9月5日、西アフリカで拡大するエボラ出血熱
の感染による死者数が、同日時点で2,000人を突破したと発表した。ギニ
ア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリアの4カ国での死者は2,105人。西
アフリカでの感染者は3,967人にのぼっている。
今回の流行は、2月にギニアで初の死者が確認され、3月下旬には、同
国首都のコナクリに感染が拡大。人口密集地における初の感染となり、
これまで最も多かった1976年の死者280人を超える大量感染となった。
エボラ出血熱は、エボラウイルスという病原体が原因の感染症で、感
染すると高熱、悪寒、筋肉痛、下痢などの症状が表れ、口や鼻、腸など全
身から出血する。致死率は50〜90%程度と高い。熱帯雨林にいるコウモ
リが自然宿主とされ、かまれたサルや家畜から人間に伝染する。唾液や
血液など体液に触れると感染するが、空気感染はしないとされる。くしゃ
みやせきの飛沫などで感染するインフルエンザに比べて感染力は弱い。
患者の隔離など適切な管理で封じ込めはできる。有効な治療薬はまだ見
つかっていない。現段階では日本国内に波及する可能性は小さい。

●デング熱、初の国内感染、感染者97人に
厚生労働省は8月27日、埼玉県内に住む10代の女性が、続く28日には東
京都の20代男性と埼玉県の20代女性がデング熱に感染したと発表した。
3人とも海外への渡航歴がなく、国内で感染した。東南アジアなどを旅
行中に感染し帰国後に発症するケースは増えているが、国内での感染は
1945年に確認されて以来、報告がなく、69年ぶりとなる。3人は同じ都内
の学校の学生で、ダンスの練習のため東京・代々木公園（渋谷区）を訪れ
た際、ウイルスを保有する蚊に刺されて発症した。都は28日夕、感染場所
とみられる代々木公園で蚊の駆除を行った。同省は海外でデング熱に感
染した人を刺してウイルスを持った蚊が、公園内で3人を刺したことによっ
て感染した可能性があるとみている。以降、確認された感染者の数は増
え、9月10日時点で15都道府県の97人となった。このうち、代々木公園周
辺以外での感染は6人である。
東京都は9月4日、代々木公園内で採集した蚊からデングウイルスが検
出されたことを受け、同日午後2時から公園の大半を閉鎖した。また7日
からは東京・新宿御苑（新宿区）も当面、閉鎖されることになった。デン
グ熱は、東南アジアや中南米など亜熱帯から熱帯地方で流行している感
染症。2014年はこれまでにマレーシアで約5万3千人、フィリピンで約3万5
千人の患者が確認されている。デング熱の症状は、3〜7日の潜伏期間の
後に突然38〜40度の高熱が出て激しい頭痛や筋肉痛、関節痛などを伴



RMFOCUS Vol.51　38

最近、様々な気象災害が発生するたびに、「地球温暖化などの
影響を受けて激甚化する気象災害」というフレーズをマスメディア
などで目にすることが増えました。辞書を引くと激甚とは「非常に
激しいさま」とあります（現代国語例解辞典第四版）。使っている
人としては、気象災害の被害は年々増加していると示唆したつも
りなのだと思います。
去る7月10日、三井住友海上・インターリスク総研共催の「気象災
害セミナー2014」にて基調講演をいただいた静岡大学防災総合セ
ンター教授の牛

ウ シ ヤ マ

山素
モ ト ユ キ

行先生は、「1時間降水量が80mm以上になる
回数は1980年代と2000年以降で比較すると1.35倍、1日あたり降水
量が200mm以上になる回数は1.36倍になっており、降水量が増え
る傾向はある。一方、この間に、被災家屋数は0.38倍、平均死者・
行方不明者は0.49倍、水害被害額は0.7倍といずれも減少する傾向
である」と指摘され、少なくとも雨災害に関しては激甚化の傾向は
ないことを丁寧に示されました。
筆者自身もこれまで特に根拠もなく「昨今、雨災害の被害はま

すます激しくなっている」と思い込んでいましたが、1980年代と
2000年以降を比較する限り、事実とは異なるようです。
思い込みは人間の大脳の働きから生じます。人間は、外界から
得た情報を素早く適切に処理するために、過去の経験をもとに一
般化・構造化された物の見方を頭の中に作り上げています。これを
スキーマといいます。このスキーマに基づく判断は、素早い対応に
資するものですが、エラーを生じることもあります。
そして、自分のエラーに気付くことはなかなか難しいものです。
「気象災害はますます激しくなっている」というスキーマを持つ
と、そのスキーマに基づいてありとあらゆる事象を解釈してしまう
からです。
そのために、労働安全衛生の世界では、事実に基づいて判断す
ることを助けるために、指差呼称、復唱、確認会話といった方策を
とることを勧めています。
改めて、何事も事実をしっかりと確認することの重要性を実感さ
せられた講演でした。　　　　　　　　　　　　　　（Ｋ．Ｋ．）

column  「思い込みからの脱却」
コ・ラ・ム

う。特効薬はなく、解熱剤や点滴による対症療法が中心で5〜7日で回復
する。適切な治療を受ければ、命に別状はないという。

製品安全

●エアバッグ不具合、世界で950万台リコール
日本の大手自動車部品メーカーＡ社が2001年前後に製造したエアバッ
グの不具合によるリコール（回収・無償修理）が、世界で延べ950万台に拡
大した。エアバッグを膨らませるガス発生剤の製造工程に問題があり、エ
アバッグが作動した際にガス発生剤の金属容器が壊れ、最悪の場合、破
片がエアバッグの外に飛び出したり出火したりする恐れがある。破片が体
に当たるなどして、米国で日本車の死亡事故が数件起きているという。
Ａ社の米国工場で粉末の原料を固めてガス発生剤をつくる際、成形す
るための圧力が足りないと不具合につながる。製造装置には、圧力が不
十分なガス発生剤を取り除く機能が備わっていたが、この機能が切られ
ていた恐れがある時期が見つかり、車各社は2013年春に約370万台のリ
コールを届け出ていた。ところが排除機能のオン・オフの記録が手書き
で信頼性に欠けるうえ、機能を作動させて製造・出荷したはずのガス発
生剤を使ったエアバッグで不具合が起きた。そのため、2014年6月には排
除機能を「オン（作動）」にした記録がある時期につくったガス発生剤に
ついても、リコール対象に加えることになり、約520万台のリコールが追
加発生した。さらに2014年9月にかけて、ドイツの自動車メーカーなどで
数十万台の同様のリコールが発生した。

●中国産加工食品に期限切れ鶏肉混入
中国・上海にある米食品加工大手の子会社Ａ食品が、品質保持期限を
過ぎた肉製品を出荷していたことが発覚した。この会社から鶏肉製品を
輸入していた日本の大手ハンバーガーチェーンＢ社と大手コンビニエンス
ストアＣ社が、7月22日、一部商品の販売中止に追い込まれた。工場では
返品され変色した商品をミンチにして再利用していた。また冷凍保存が
必要な鶏肉は常温の倉庫に置かれていた。厚生労働省はＡ食品からの輸
入を差し止めたが、過去1年間に輸入された鶏肉製品は6,000tに上る。
期限切れの鶏肉が含まれている恐れがあるとして、Ｂ社で販売が中止

されたＡ食品から調達のチキンナゲット供給量は、Ｂ社で販売するチキ
ンナゲット全体の約2割に上り、およそ4,300tと日本への総輸入量の大部
分を占めている。7月23日までに他の仕入れ先商品へ切り替え、販売を再
開した。25日には、中国製鶏肉加工製品すべての販売を中止し、タイ製に
切り替えた。期限切れの鶏肉使用問題の発覚を受けて、Ｂ社の売上高は7
月に前年同月比17%強の減少、8月は25%強の減少に至った。この減少幅
は2001年の上場以来、過去最大となった。Ｃ社も該当する2製品の販売を
中止した。2製品は2014年7月1日以降に販売を開始したものであり、Ｃ社
ではレシート持参者への返金対応を行った。

情報関連

●教育事業大手社から顧客情報流出3,500万件
児童教育・出版事業大手のＡ社グループは7月9日、通信教育講座など
の顧客情報760万件が社外に漏洩したと発表した。漏洩した情報は通信
教育プログラムを受講する子供や保護者の名前や住所、電話番号など。
子供向けや幼児向けの通信教育の利用者や雑誌の購読者などを登録し
たデータベースから情報が流出した。Ａ社からの被害相談を受け、警視
庁は9日までに不正競争防止法違反容疑で捜査を始めた。
警視庁は7月17日、Ａ社の顧客情報をコピーし持ち出したとして、不正競
争防止法違反（営業秘密の複製）容疑でＡ社グループ企業がデータ管理
業務を委託していた会社で働いていた派遣社員のシステムエンジニアの
男を逮捕した。男は「Ａ社から持ち出したデータを名簿業者3社に売却し
た」と供述。警視庁によると、2013年7月〜2014年6月、20回にわたり延べ
2億300万件の顧客データを売却し、計400万円の利益を得た。顧客デー
タを業務用パソコンにダウンロードし、私物のスマートフォンをUSBケーブ
ルでつなぎ、内蔵のSDカードにコピーして持ち出したという。データは名
簿業者などが転売を繰り返し、ソフト開発・販売業Ｂ社や英会話学校大
手Ｃ社を含む数百社に渡ったとみられる。
A社グループは9月10日、記者会見で、漏洩での被害が約3,500万件にの
ぼったことを明らかにし、今後は顧客データ管理で外部委託を全面的に
中止、社内で管理するなどの対策も発表した。また漏洩の被害にあった
顧客に対し1件あたり500円相当の金券を送付するという。
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編集後記

【近年の事故・問題からみる「企業は人なり」】

企業は人なり̶
言わずと知れた経営の神様の松下幸之助氏が、折にふれ語ったとされ

る言葉です。非常に有名な言葉であり、多くの経営者・管理者が、この言葉
またはこれに類することを意識し、”企業は人で決まる。だから人を育てよ”と
の理念の下、組織運営を行っていると耳にします。しかしながら、このような
意図に反して、「人」による事故・問題が相次いで発生しています。食品へ
の異物混入・ずさんな取り扱い、メニュー・ラベル表示内容の偽装や、飲酒
運転や病気の既往歴を偽ったことに起因する交通事故等の事件は、組織
への信頼を揺るがす重大な事態として、大きく報道されました。これら問題
は、企業に大きな損害を与え、最悪の場合、事業からの撤退につながる可
能性もあります。
このような事態に発展する前の未然防止策として、人の行動変容を促

す「教育・指導の徹底」が挙げられますが、この社員教育・人材育成に十分
な投資ができないと考える経営者・管理者が少なくないようです。しかし、
「人」への教育・育成を怠ると、徐々にモラルの低下を招き、組織における安
全文化の形成に大きな支障をきたします。「人」はその意識次第で、自身の
行動を顧みて、倫理観を持って永続的に組織に貢献することができます。
組織の長期的な発展において、社員教育・人材育成への投資が、極めて
重要な要素だと思います。
企業は人なり̶　様々な事故・問題による企業のイメージダウン・信用

失墜が叫ばれている昨今において、今一度念頭におきたい言葉です。
（Ｓ．Ｍ．）

〈本号でお話をうかがった方（敬称略）〉

RMFOCUS（第51号）／2014年10月1日発行

【照会先】TEL ： 03-5296-8911（代表）／FAX ： 03-5296-8940 
http://www.irric.co.jp/

（無断転載はお断りいたします）
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2008年 2月 自由民主党三重県第二選挙区支部長
2011年 4月 三重県知事

内閣府 少子化危機突破タスクフォース 構成員
全国高速道路建設協議会 副会長
地方分権改革推進本部 農地制度のあり方に関するプロジェクトチーム
座長
全国石油コンビナート立地道府県協議会 副会長
全国海女文化保存・振興会議設立総会 会長
世界経済フォーラム ヤング・グローバル・リーダーズ メンバー

〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉

髙橋 菜里（たかはし なり）

・ＮＰＯ法人プロジェクト88（はちじゅうはち／はちはち） 理事長
・管理栄養士
1990年12月　 東京都生まれ
2011年12月　フードアクションニッポンアワード2011
　 　 プロダクト部門 優秀賞受賞

東日本大震災での支援活動をきっかけに、小麦・乳・卵を使用していない
アレルギー対応のスイーツを開発。さらに米粉シュークレープ、米粉クッ
キー、大豆を使わないおみそ風調味料などの数々の商品を開発

2012年 4月　ＮＰＯ法人プロジェクト88 理事長就任
2012年 5月　第5回 「大学は美味しい！！フェア」実行委員長
2012年10月　「大学は美味しい！！フェアｉｎ新潟」主催
2013年 3月　東京家政大学 家政学部 栄養学科
　 　 管理栄養士専攻 卒業

再生可能エネルギーセミナー「多様化する再生可能エネルギーとそのリスク」を開催

2012年に固定価格買い取り制度が開始されて以降、再生可能エ
ネルギーの導入量は急拡大してきました。中でも太陽光発電はその
手軽さにより他業種からの参入が相次ぎましたが、買い取り価格は
年々下落しており、今年度末には買い取り制度の大幅な見直しも検
討されるなど、取り巻く状況は徐々に変化しつつあります。
このような背景を踏まえ、本セミナーでは太陽光発電だけでなく、
風力発電や中小水力発電などを含めた再生可能エネルギーのリス
クについてご説明します。

セミナー・書籍・その他
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福祉施設向け「地震・水害BCP作成ツール」を開発

6月5日から福祉施設向けに共同開発した「地震・水害BCP（事業継続計画）作成支援ツール」の無償提供を開始していま
す。作成支援ツールは、解説編とひな形編で構成されており、解説編を参考に必要な項目を検討し、ひな形編に入力していく
ことで、BCPに最低限必要な項目を網羅できるようになっています。福祉施設事業者から寄せられた、「BCPを簡単に作成す
るための資料やひな形が欲しい」とのご要望にお応えし、開発したものです。

Information

「地震ＢＣＰ初動訓練の無料体験セット」を開発

震災を経て、地震ＢＣＰの構築に取り組む企業は増加しており、構
築したＢＣＰの実効性検証を目的とする訓練のニーズも高まってい
ます。一方、「やり方がわからない」といった悩みを抱え、訓練を実施
できていない企業も少なくありません。今般開発した「地震BCP初
動訓練体験セット」は、そんな悩みをお持ちの企業担当者にBCP訓
練（災害発生当日に直面する事象への対応）を無料体験していただ
き、さらに訓練準備に必要なノウハウを凝縮したDVDを提供します。
企業の総務担当者のニーズをとらえた今イチオシのメニューです。

お問い合わせ

＜役割ごとの行動を解説＞　 ＜ＢＣＰ訓練のイメージ＞

＜収録ツールの詳細＞ ＜組織実態や立地に合わせたアレンジも可能＞

インターリスク総研　事業リスクマネジメント部
事業継続マネジメントグループ
TEL：03-5296-8918

お問い合わせ インターリスク総研　事業リスクマネジメント部　環境グループ　セミナー事務局　寺田、寺崎
TEL：03-5296-8913

海外進出先におけるリスクは一層複雑化しており、事件・事故が発生してからの対応だけでなく、あらかじめ
海外のリスクの洗い出し・評価を行い、対策を検討していくことが必要です。また、腐敗防止対策、海外競争法違
反対策など、日本国内ではあまり想定されないリスクへの対処に関するニーズも急速に高まっています。
こうしたニーズにお応えして、7月1日付で、既存の海外危機管理関連メニューを拡充し、海外におけるリスク
に総合的に対応する「海外RSマスター」を開発しました。

「風力発電設備 事故リスク評価ハンドブック」を発刊

6月26日に風力発電設備のリスクを適切に評価するための情報提供を目的として「風力発電設備 事故リスク評価のための
ハンドブック」を発行しました。風力発電設備は設計が複雑であり、他の再生可能エネルギーと比較して自然災害によるトラ
ブルが発生しやすい傾向にあるなどリスク評価が難しいという特徴があります。風力発電設備の「保険会社グループのリスク
評価」に対し新規事業参入者や金融機関等の関心が高いことから、お客さまのニーズにお応えし、作成したものです。

お問い合わせ インターリスク総研　事業リスクマネジメント部　環境グループ
TEL：03-5296-8913

お問い合わせ インターリスク総研　事業リスクマネジメント部　事業継続マネジメントグループ　
TEL：03-5296-8918

日　　時 11月28日（金）午後（予定）
会　　場 三井住友海上 駿河台ビル（本店）1階大ホール
 （住所：東京都千代田区神田駿河台3-9）
主　　催 三井住友海上火災保険　インターリスク総研
定　　員 100名
参 加 費 無料
申込方法 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

海外リスク管理総合コンサルティングサービス「海外RSマスター」を開発

お問い合わせ インターリスク総研　事業リスクマネジメント部　CSR・法務グループ　
TEL：03-5296-8912
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【近年の事故・問題からみる「企業は人なり」】
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南海トラフ地震に立ち向かう
～備える・逃げる『みえの防災』～ 

東南アジアにおける自然災害リスクの特徴と実態
～アセアン各国で大きく異なる自然災害に備えるために～ 

年間シリーズ ～強くてしなやかな社会をめざして～
レジリエンス 深めるリスクソリューション

年間シリーズ ～海外で羽ばたくためのインフラを求めて～
グローバル 広がるリスクソリューション

■製品安全に関する行政の動向と企業への影響
～「製品安全に関する流通事業者向けガイド」の概要とポイント～

■意図的な食品汚染にどう備えるか
～農林水産省の報告書が示唆するフードディフェンスの重要性～

■健康状態・過労に起因した事故を防止するために
■過組織症に起因する組織事故の実態と考察
～「組織事故防止セミナー」～

■続・いま、注目されるアグリビジネス
農の問題に取り組む　～第2回  アグリビジネス、産学連携の最前線～

■ISO14001：2015年版改正情報（第２報）
～ISO14001:2015年版を活用した環境（経営）リスクへの対応～
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