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厚生労働省が2018年の通常国会に食品衛生法の改正法案を提出することを目指し、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰの制
度化について検討を進めている中、ＨＡＣＣＰ制度化の背景と、制度化により食品関連事業者に求められる衛生管理態勢の取り組み
の概要について解説する。

企業間の取引では売買代金を後日に決済・回収する「信用取引（掛取引）」が多く用いられている。その代金が回収不能になるリスク
等をコントロールする「与信管理」について、実践のポイントを解説するとともに、海外企業との取引にあたって留意すべきポイントを
解説する。

米国フィラデルフィアで開催されたリスクマネジメント協会（ＲＩＭＳ）の2017年次総会について、基調講演や各種セミナーの内容、会
場や展示会の様子のほか、サイバー、先端技術、環境に起因するエマージングリスク、評判リスク等、世界のリスクマネジメントに関す
る最新動向、知見について報告する。

熊本市長 大西 一史氏に、「平成28年熊本地震」発災後約1年間における熊本市の対応や取り組み、現在の復旧・復興状況等につい
て紹介いただくとともに、安全・安心な熊本の再生と創造を目指して発災約半年後の2016年10月に策定された「熊本市震災復興計
画」について紹介いただく。

安全・安心な熊本の再生と創造を目指して
～市民・地域・行政が一体となって進める復興まちづくり～

08
「平成28年熊本地震」発生から現在に至るまでの企業の稼動停止・復旧に関する状況や、インターリスク総研がＢＣＰに関するコンサ
ルティングを実施する中で個別に企業から得た情報等から、「熊本地震が企業等に与えた教訓」について整理する。熊本地震が企業等に与えた教訓

12
2017年5月30日に施行された改正個人情報保護法について、個人情報保護委員会事務局等において施行令改正等を担当された日置
巴美弁護士に、改正の概要と、個人情報取扱事業者または匿名加工情報取扱事業者が、個人情報または匿名加工情報の取扱いに当
たって法令を遵守した適切な取扱いを行うためのポイントを解説いただく。改正個人情報保護法施行後の個人情報取扱いとリスク管理
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指導監督指針の改正により、貨物運送業者に求められる安全運転教育
～輸送の安全確保のために荷主側も留意すべき運送業の安全運転教育～

23 準中型運転免許の創設に伴い2017年3月12日に施行された、改正「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」について、その改正内容を紹介するとともに、事業者に求められる安全運転教育について解説する。

28
洋上風力発電設備は欧米を中心に着実に増えてきている。一方、日本では陸上風力発電が中心で、洋上風力発電についてはコスト高
や洋上という特殊条件のため普及が比較的遅れていた。今後日本でも導入拡大が期待される洋上風力発電設備について、基本構造
に触れた上で、主なリスクとその対策について解説する。
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１．はじめに
平成28年熊本地震（以下、「熊本地震」）の発災から1年2カ月

が経過しました。震度７クラスの地震に2度も見舞われた被災
地・熊本では、いまだ応急仮設住宅等での暮らしを余儀なくさ
れている被災者も多く、現在も復旧・復興に向けた長い道のり
の途上にあります。

このような中、熊本市では、これまで、国内外より多くのご支
援をいただきながら、被災された方々の生活再建を最優先とし
て、復旧・復興への歩みを進めてきました。

本稿では、熊本市が2016年10月に策定した「熊本市震災復
興計画」の概要を中心に、発災以降の熊本市の取り組みや現在
の復旧・復興状況について説明します。

２．熊本地震の概要 

⑴被災状況

2016年4月に発生した熊本地震は、14日の前震および16日の
本震、さらにそれ以降も長期にわたって続いた余震により、熊
本市民の生活を一変させました。多くの尊い命や生活の基盤と
なる家・財産が失われ、熊本のシンボルである熊本城にも甚大
な被害が発生しました。

特に、住家の被害は、次頁表1の「Ｉ 被災状況」の「2 住家の
り災証明の交付件数」に示しているとおり、12万７千世帯を超え
ており、被害は市域の広範囲に及んでいます。また、液状化やよ
う壁の崩壊など宅地被害も各地で発生しており、これらは、熊
本地震の被害の大きな特徴と言えます。

加えて、商業や農水産業、観光産業をはじめとする地域産業

熊本市長
大
お お に し

西 一
か ず ふ み

史 氏

～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス年間シリーズ

の多くも大きな被害を受けました。これらの地域産業は、施設や
設備等の直接的な被害だけでなく、文化遺産等が被災したこと
による観光客の減少など、間接的な被害にも直面しています。

⑵発災直後の対応

本震が発生したのは、前震の対応に一段落ついたと思われた
16日の未明のことでした。避難者は一気に11万人を超え、熊本
市でも、避難所の開設・運営や、被災状況に関する情報の収集・
発信など、あらゆる対応に全力を挙げて取り組みましたが、避難
所のキャパシティを超える避難者への対応や、備蓄物資の不足、
ライフラインの断絶、未確認情報の拡散等により、避難所は大
変混乱したほか、市職員も多くが被災したことにより、大量の支
援物資の仕分けや搬送、避難所運営などに必要なマンパワーが
圧倒的に不足するなど、初動対応には多くの課題が残りました。

また、そうした初動対応に全力を挙げるとともに、市民生活
の早期復旧に向けては、被災した道路・橋梁（きょうりょう）等
のインフラの復旧や、住まいを失った市民に対する市営住宅の
提供、応急仮設住宅の建設・供与などに取り組むことと合わせ
て、復旧・復興の基本指針となる「熊本市震災復興計画」の策
定にも取りかかりました。

現在、熊本市では、市民や市議会、有識者などの意見を踏ま
え、発災後半年となる2016年10月に策定したこの震災復興計
画に基づき、迅速かつ着実な復旧・復興を推進しているところ
ですが、201７年5月31日現在で、いまだ1万世帯以上の方が応急
仮設住宅等に入居されているほか、被災家屋の解体・撤去につ
いては、同日現在で受付件数10,496件中、着手件数が5,286件
であるなど、今なお多くの市民が震災前の暮らしを取り戻せず
にいる状況にあり、引き続き、被災者の生活再建に向けた取り
組みが急務となっています（次頁表1）。

安全・安心な熊本の再生と
創造を目指して
〜市民・地域・行政が一体となって進める復興まちづくり〜
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⑴既存計画（総合計画）との関係

熊本市では、2016年3月に、すべての市政運営の基本となる
「熊本市第７次総合計画」（計画期間：2016年度〜2023年度）
を策定しておりましたが、2016年4月に発生した熊本地震によ
り、市政運営の前提が大きく変わり、総力をあげて、復旧・復
興に注力する必要が生じたため、第７次総合計画に復旧・復
興の視点を取り入れる計画として、震災復興計画（計画期間： 
2016年度〜2019年度）を策定することとしました。

３．震災復興計画の策定
震災復興計画は、熊本市の復旧・復興に向けた基本的な考

え方と主要な施策等を体系化したもので、策定にあたっては、
地域や各種団体の代表者を対象とした震災復興座談会や、
幅広い世代の市民に参加いただいたワークショップ、市ホーム
ページ上でのアンケート調査などを実施し、その中でいただい
た意見や要望を基に、とりまとめを行いました（図１）。

【表1】熊本市の被災状況および被災者支援の状況

【図1】熊本市震災復興計画の策定経過
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そして、この震災復興計画を、図2に示すように、第７次総合計
画の前期基本計画（計画期間：2016年度〜2019年度）における
中核と位置付け、熊本地震からの復旧・復興に重点的に取り組
んでいく中で、総合計画の基本構想に掲げる熊本市のめざすま
ちの姿「上質な生活都市」の実現を目指すこととしています。

⑵震災復興計画の概要

震災復興計画では、基本方針として、「市民力・地域力・行政
力を結集し、安全・安心な熊本の再生と創造」を掲げています。
熊本市では、震災前から、行政が積極的に地域に飛び込み、市
民と一緒になって地域の課題等の解決に取り組んでいく「地域
主義」を市政運営の基本理念として掲げていましたが、震災を

経験して、改めて「人と人との支えあい」や「地域のつながり」の
重要性を実感したことから、震災復興計画の基本方針において
も、「市民力・地域力・行政力を結集し」という言葉を掲げ、被災
した市民が一日も早く「安全・安心」な暮らしを取り戻すことを
最優先に、市民・地域・行政が互いに力を出し合い、対話を重ね
ながら、復旧・復興を推進していくこととしています。

また、この基本方針を踏まえ、熊本市では、復旧・復興に向けた
五つの目標に関する「目標別施策」を設定し、この目標別施策の
中でも、特に緊急かつ重要で、熊本市の復興をけん引する重点的
な五つの施策を「復興重点プロジェクト」として位置付けました。

震災復興計画の全体の概要は、図3に示すとおりですが、第3
章の復興重点プロジェクトには、「一人ひとりの暮らしを支える
プロジェクト」、「市民の命を守る『熊本市民病院』再生プロジェ
クト」、「くまもとのシンボル『熊本城』復旧プロジェクト」、「新た
な熊本の経済成長をけん引するプロジェクト」、「震災の記憶
を次世代へつなぐプロジェクト」を掲げており、第4章の目標別
施策として、「被災者の生活再建に向けたトータルケアの推進」、

「『おたがいさま』で支え合う協働によるまちづくり」、「防災・減
災のまちづくり」、「『くまもとの元気・活力』を創り出す」、「都市
圏全体の復興をけん引する取組の推進」を掲げています。

熊本市では、現在、この震災復興計画を基に、様々な施策に
取り組んでいるところですが、本稿においては、これらの施策の
中から特に、「安全・安心な熊本の再生と創造」と「政令指定都
市としての役割」に関する具体的な取り組みについて、いくつか
紹介したいと思います。

【図3】熊本市震災復興計画〔概要版〕

【図2】第７次総合計画と震災復興計画の関係図
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４．安全・安心な熊本の再生と創造に向けて
まず、基本方針にも掲げている「安全・安心な熊本の再生と

創造」に向けて、「被災者の『安全・安心』な暮らしの再建」と「災
害時にも地域で支え合える『安全・安心』なまちづくり」の二つ
の観点から、熊本市が市民・地域・行政一体となって進めてい
る取り組みについて紹介します。

⑴被災者の「安全・安心」な暮らしの再建

震災復興計画においては、「被災者の生活再建を最優先に」
という考えから、目標別施策の冒頭に「被災者の生活再建に向
けたトータルケアの推進」を掲げています。

熊本市では、今なお、1万世帯以上の市民が応急仮設住宅等
に入居されていますが、この施策では、被災者が一日も早く安
心で自立的な暮らしを取り戻すことができるよう、義援金や生
活再建支援金などの被災者支援制度の申請受付を行うことは
もちろんのこと、被災者お一人おひとりの声に丁寧に耳を傾け、
その声を必要な支援につなげていくことで、住まいの確保支援
や心のケアなど、生活再建に向けた総合的な自立支援に取り
組むこととしています。

①応急仮設住宅等入居者の見守り
応急仮設住宅等入居者への支援にあたっては、まず、入居す

るすべての世帯に対して戸別訪問調査を行いました。避難所か
ら応急仮設住宅等への移行がある程度進んだ７月初旬に開始
したこの調査は、世帯ごとに必要な支援を的確に把握し、個別
支援プランを策定することを目的としたものです。熊本市では、
この個別支援プランを基に、定期的な訪問や見守りのほか、生
活面や健康面に関する相談対応などを行っています。

また、2016年11月からは、図4に示すように、各区役所の福祉
課に「地域支え合いセンター」を設置し、各区における見守り体
制を整備するとともに、庁内に「区仮設住宅入居者個別支援会
議」、「区仮設住宅入居者くらし再建連絡調整会議」、「熊本市
仮設住宅入居者くらし再建会議」の三つの会議体を設け、戸別
訪問により得られた情報を基に必要な支援につなげるための
情報共有や連携を行っています。

具体的には、「区仮設住宅入居者個別支援会議」で生活再建
支援や住まいの再建支援が必要な世帯の支援方針等の検討
を行い、「区仮設住宅入居者くらし再建連絡調整会議」で区内
の課題の調整や事業の企画、さらに「熊本市仮設住宅入居者く
らし再建会議」で市全体の課題の調整等を行います。

この他にも、プレハブ仮設住宅には、社会福祉法人熊本市社
会福祉協議会の生活支援相談員が常駐し、入居者の様々な相
談を受け付けているほか、201７年1月と4月には筆者を含む市
の幹部職員による仮設住宅訪問を行ったり、201７年度からは
みなし仮設住宅入居者を対象とした定期的な交流会の開催を 

予定するなど、様々な形で、被災者と行政あるいは被災者同士
の対話の場を設けることで、被災者が抱える課題の把握や心理
面のケアに取り組んでいます。

②恒久的な住まいへの移行支援
あわせて、住宅再建のめどがたっていない世帯に対しては、

恒久的な住まいへの移行に向けた支援も行っています。
応急仮設住宅等の入居期間は、災害救助法の規定で原則2

年間と定められており、最も早い世帯では2018年4月14日で適
用期間が終了することから、熊本市では、様々な取り組みを通
じて、可能な限り早期に恒久的な住まいへ移行できるよう支援
を行う必要があると考えています。

具体的には、訪問調査等により住まいの再建支援が必要と
判断した世帯に対して、専門相談員による不動産情報のあっ
せんや入居手続きに関する支援等を行うことで、早期自立をサ
ポートする、「伴走型住まい確保支援事業」を実施します。

また、2016年度末より、自力での住宅再建が困難な世帯を対
象とした市営住宅（災害公営住宅含む）の提供準備も進めてい
ます。熊本市では、既存ストックを活用することを基本としてい
ますが、必要供給戸数を確保できない地域があることや、高齢
者や障がい者など、住まいに配慮を要する入居希望も多く見込
まれている中、既存ストックはエレベーター整備率が低く、バリ
アフリー対応が十分でないものが多いこと、また、地域コミュニ
ティの維持・形成に配慮する必要があることから、災害公営住
宅約150戸の建設も計画しています。

現在、3地域・約120戸の建設に向けた調査・設計等を進めて
いるところで、2019年3月の完成を目指しており、その他の地域
についても、用地等の条件が整い次第、整備を進めていきたい
と考えています。

なお、災害救助法の適用期間については、原則2年間となって
いますが、都道府県知事が必要と判断し、国が同意した場合に
は、延長が可能となっており、東日本大震災では発災から1年後
に、新潟県中越地震では2年後に、延長が決定しています。熊本
市においても、仮設住宅等入居者への各戸訪問を行う中で、住
宅再建に2年以上かかるという事例も聞いているところであり、
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【図4】応急仮設住宅等入居者に対する支援の体制
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201７年度末に終了見込みとなっている被災家屋の解体状況や
入居者の意向調査等を踏まえ、県を通じ国と協議を行っていく
など、柔軟に対応していきたいと考えています。

③一部損壊世帯・被災宅地復旧に対する支援
また、被災者の住まい再建を後押しするための被災者支援

制度に関して、被災者へのニーズの把握から、新たな支援制度
の創設につながった事例として、一部損壊世帯と被災宅地復旧
に対する支援を紹介します。

今回の震災では、多くの市民が家屋に損壊を受けており、中
でも、一部損壊の判定を受けた世帯はその半数以上を占める
約７万4千世帯（201７年5月31日時点）に上り、液状化等による宅
地被害も約７,200件に上ると推定されています。

しかしながら、一部損壊世帯や宅地の復旧に対する支援制
度は、当初十分とは言えず、支援制度創設を求める声が多く寄
せられていました。熊本市としても、そうしたニーズを的確に把
握し、より効果的な支援につなげるため、り災証明を交付した
世帯を対象に、2016年9月から10月にかけてアンケート調査を
実施したところ、図5に示すように、一部損壊世帯で住宅の修
理費用が100万円を超える世帯が13.5%、液状化やよう壁の崩
落といった宅地の被害があった世帯が約6割にも上ることが分
かったほか、公的支援金等の充実を求める声も多数いただきま
した。

これらの課題については、現在、国庫補助の拡充等とあわせ
て、それぞれ災害義援金や熊本県に設置された「平成28年熊本
地震復興基金」等を財源に、従来の枠組みを超えた支援を実施
しているところです。

熊本市では、今後も、定期的な被災者へのアンケート調査を
実施することで、時間の経過とともに変化する被災者のニーズ
を的確に把握し、早期の生活再建につなげていきたいと考えて
います。

⑵災害時にも地域で支え合える「安全・安心」な 
まちづくり

被災者の生活再建支援を強力に進めていく一方で、今後の
復興まちづくりにあたっては、震災の教訓を踏まえた防災・減
災のまちづくりを進めていくことも重要です。

今回の震災では、物資の受入・搬送や避難所の開設・運営な
ど、災害時における行政による支援「公助」の限界が明らかに
なる一方で、多くの市民が主体となって、地域の中でつながり、

「おたがいさま」の心で互いに支えあう「自助」や「共助」がいか
に重要かということを改めて認識しました。

そこで、熊本市では、建築物やインフラの耐震化・機能強化な
どハード面の整備を着実に進める一方で、震災復興計画の目
標別施策2「『おたがいさま』で支え合う協働によるまちづくり」
において、行政と地域の連携を強化し、災害時にも市民が地域
のつながりの中で互いに支え合えるまちづくりを推進するとと
もに、目標別施策3「防災・減災のまちづくり」において、将来、今
回の震災と同じような災害が起きた場合の対応に備え、市民・
地域・行政のそれぞれの災害対応力強化に取り組んでいくこと
としています。

 
①地域担当職員の配置

まず、行政と地域の連携を強化する取り組みについては、
201７年4月より、地域支援の拠点として「まちづくりセンター」を
市内1７ヵ所に設置し、専任の「地域担当職員」を配置しました。

地域担当職員は、地域の住民同士が互いに支え合い、安心し
て暮らせるまちづくりを進めるため、地域の課題について、地域
住民と一緒になって考え、話し合い、ともに解決していく役割を
担っています。

発災直後、熊本市では、市民や地域団体が主体的に動き、
そこに行政が連携し必要な支援を行うことで、円滑な避難所 

【図5】平成28年熊本地震にかかるアンケート調査結果（抜粋）
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運営や要援護者の安否確認に至ったケースもありましたが、一
方で、避難所の開設・運営や支援物資の搬送などに関して、地
域と行政の連携や情報伝達が上手くいかず、混乱したケースも
多くありました。

今後は、地域担当職員が、地域の要望・相談等の窓口、地域
情報の収集・行政情報の発信、地域コミュニティ活動の支援な
どを行い、地域とともに課題解決に取り組むことを通じて、熊本
地震のような大規模な災害時においても、市民・地域・行政が
スムーズに連携し、地域の状況に応じた迅速かつ柔軟な対応
ができる体制を整えていくこととしています。

②校区防災連絡会の設置
次に、発災時においては、迅速な避難所の開設・運営を行う

必要があることから、各避難所に校区自治協議会、避難所とな
る学校の教職員、地域在住の市職員等で構成する「避難所運
営委員会」を組織するとともに、校区単位の「校区防災連絡会」
を設置することとしました（図6）。この校区防災連絡会は、平時
から地域・学校・行政が顔の見える関係づくりに努め、互いに連
携して、避難所の運営体制を事前に構築しておくもので、発災当
初の役割の明確化、日ごろからの避難訓練などの実施により、
円滑な避難所の運営・管理につなげることを目的としています。

なお、本震の発生から1年となる201７年4月16日には、各区の
モデル校区において、地域、学校、行政および関係団体が連携
した市民参加型の避難所開設・運営訓練を実施したほか、災
害協定を結んでいる民間企業と連携した物資供給訓練を実施
するなど、実際の災害の発生を想定した総合的な震災対応の
訓練を行いました。市民参加型の避難所開設・運営訓練に関し
ては、今回はモデル校区でのみ実施しましたが、今後は他の校
区にも広げていく予定です。

加えて、今回の震災を受けて、「避難所開設・運営マニュアル」
の改訂にも取り組みました。改訂にあたっては、熊本地震の際

の避難所運営において課題となった障がい者や女性、ペット同
伴者等に対する配慮や、福祉避難所の利用などに関して、より
具体的な内容を盛り込んだほか、事前準備編と避難所開設・運
営編、様式編の3編構成とし、避難所運営に係る事前協議事項
をまとめたものを掲載するなど、必要な情報をわかりやすく示
す工夫を行いました。今後、熊本市では、この避難所開設・運営
マニュアル等を活用して、さらに実践的な訓練の実施につなげ
ていきたいと考えています。

③災害情報の収集・発信・伝達体制の強化
また、こうした取り組みと合わせて、今回の震災では、被災状

況の把握や、未確認情報等の整理、避難所や地域団体との情
報共有・連携、さらには指定外避難所や車中泊の避難者等へ
の情報提供など、情報の収集・伝達・発信に関して、多くの課題
を残したことから、熊本市では、防災行政無線やホームページ、
ラジオ、ＳＮＳなど、あらゆる手段を活用し、正確で適切な情報
伝達の体制づくりに取り組んでいくこととしています。

特に、ＳＮＳの活用については、熊本地震の際に、様々な未確
認情報が拡散したため、多くの市民が混乱しました。しかし、そ
の一方で、ＳＮＳの利用が迅速な情報収集・発信に役立った事
例もありました。例えば、「熊本市動植物園のライオンが逃げた」
という根拠のない噂が流れた際には、筆者が日ごろから利用し
ている個人のＳＮＳで「市の公式情報は市ホームページに掲載
している」旨の情報を発信し、事態の収拾に努めました。このほ
かにも、被災による漏水箇所の特定のために、水道から水が出
ない地域の情報提供を呼びかけたほか、震災ごみのごみ出し方
法について周知するなど、情報の収集・発信に役立てました。

このように、ＳＮＳを通じて発信することにより、支援情報など
の行政情報がきめ細やかに個人に行き届く場合もあることから、
熊本市では、ＳＮＳ等の活用も含めた情報の収集・発信・伝達体
制の強化について、今後取り組んでいきたいと考えています。

【図6】避難所運営体制
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５．政令指定都市としての役割
〜「新しい熊本市」の実現に向けて〜

こうした市民の「安全・安心」を創り出す取り組みと並行して、
熊本市では、復旧のその先を見据え、震災前よりもさらにバー
ジョンアップした「新しい熊本市」を実現するため、他自治体と
も連携した広域的かつ創造的な復興に取り組んでいくととも
に、政令指定都市としての役割を踏まえ、今回の震災の経験を
広く他自治体に発信していくこととしています。

⑴都市圏全体の復興のけん引

熊本市では、2016年3月30日に、近隣16市町村と連携して、地
域経済の活性化や魅力的な圏域の形成に向けた「熊本連携中
枢都市圏ビジョン」を策定しました。今回、県内の多くの自治体
が被災し、住民生活や経済活動に大きな影響を受けた中、熊本
市は、熊本連携中枢都市圏の中枢都市として、都市圏全体の復
興に一丸となって取り組むため先導的な役割を果たしていかな
ければならないと考えています。

そこで、熊本市では、近隣自治体の被災者支援を行うととも
に、近隣自治体や県と復興へ向けたビジョンを共有し、積極的
に経済の活性化や高度な都市機能強化に取り組んでいくこと
で、未来を見据えた都市圏全体の復興をけん引していきたいと
考えています。

具体的には、震災によって地域産業が甚大な被害を受けた
中、一日も早い復旧を支援することとあわせて、産業界全体の
振興を図るため、リーディング産業の育成や食の魅力発信によ
る農水産業の復興支援など、中小企業や農水産業等の復興を
推進していくほか、桜町地区市街地再開発事業や熊本駅周辺
整備事業などを推進し、中心市街地のにぎわい創出と都市間
交流の促進を図るとともに、熊本地震により大きく被災した熊
本市民病院の早期移転再建についても、取り組んでいきたいと
考えています。

さらに、2019年の女子ハンドボール世界選手権とラグビー
ワールドカップの本市開催に向けて、スポーツの力を存分に活
用したイベント等を開催するとともに、熊本のシンボルである熊
本城天守閣の早期復旧を目指し、その復旧する姿を段階的に
公開し、新たな観光資源として活用するなど、震災から生まれ
変わった「安全・安心なまち熊本」を国内外にアピールし、周辺
自治体をけん引する役割を担っていきたいと考えています。

⑵熊本地震の教訓を後世につなぐ

また、今回の震災によって得た多くの教訓を他の自治体と共
有し、将来同じような災害が発生した際の対応はもとより、防
災・減災のまちづくりに役立てるため、現在、「震災記録誌」の作
成をはじめとする、熊本地震の記録の集積・発信に取り組んで

います。
熊本市では、約130年前の1889年にも大規模な震災に見舞

われ、大きな被害が発生していたのですが、その時の教訓を今
回の震災に生かすことができませんでした。

そこで、今回震災記録誌を作成するにあたっては、発災直後
の初動から復旧・復興過程に至るまでの様々な対応について、
写真やデータ等を盛り込みながら分野ごとに時系列に整理
し、各段階でどのようなことで戸惑い、悩み、決断してきたか、
単に事柄だけでなく、その時々の関係者の想いを含め、可能な
限り克明に記述し、市内外において幅広く共有することとして
います。

こうした取り組みは、東日本大震災を経験した仙台市などで
も行われており、熊本市においても、熊本地震発生後の対応に
あたっては、東日本大震災や新潟県中越地震を経験した自治
体などがまとめた記録誌などを、貴重な道しるべとして活用し
ているところです。

熊本市としても、今回の震災で経験したことを震災記録誌と
して残すことで、他自治体などとも情報を共有し、今後の災害
対応に活かしていくとともに、私たち自身の対応を振り返るとい
う観点においても、折々の機会に読み返し、職員の災害対応力
の強化に活用していきたいと考えています。

6．おわりに
今回、私たちは、熊本地震の経験から多くの教訓を得るととも

に、その教訓を今後の取り組みに活かしていかなければなりま
せん。とりわけ、今回改めて認識したことは、「地震はいつ起きる
かわからない」ということ、そして、このような災害にも対処できる
よう「日ごろから備えておくことが重要である」ということでした。

災害時に市民の生命・財産を守るためには、行政だけの力で
は限界があります。だからこそ、地域と行政が日ごろから相互の
信頼関係や連絡体制を築いておくことが重要であるとともに、
地域の中で「おたがいさま」の心で支え合えるまちづくりを進め
ておくことが大切であると考えています。

熊本市では、201７年度を熊本地震からの復興を加速し、本格
的に「新しい熊本市」の創造に取り組む「復興元年」と位置付け
ました。いまだ多くの被災者が応急仮設住宅等で生活され、熊
本城の復旧にも20年もの長い年月がかかると見込まれている
中、今後とも、被災したすべての皆様が1日も早く生活を再建で
きるよう、そして、多くの市民の皆様に少しでも復興を実感して
いただけるよう、市民力・地域力・行政力を結集して取り組んで
いきたいと思います。

以上

※本稿の図・表についてはすべて熊本市より提供
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１．はじめに
「平成28年熊本地震」(以下、「熊本地震」）が発生してから

現在に至るまで、マスコミ報道、企業のホームページ、公的機
関の調査結果等により、熊本地震による企業の稼動停止・復
旧に関する状況が数多く公表されてきた。

本稿では、これら公表結果と、インターリスク総研がＢＣＰ
に関するコンサルティングを実施する中で個別に企業から得
た情報等から、「熊本地震が企業等に与えた教訓」について整
理する。

　

～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス年間シリーズ

２．熊本地震が企業等に与えた七つの教訓

⑴教訓１：ハザードマップ等の重要性

まず、第一の教訓は「ハザードマップ等の重要性」である。
2016年4月16日に発生した本震は、事前の発生予測で発生

確率が「やや高い」（30年以内に0.9%）と評価されていた活断層
（布田川断層・布田川区間）によるもので、ほぼ発生予測どお
りの地震規模（マグニチュード）、揺れの大きさ（震度）で発生
したものであり、ハザードマップ等で想定されている情報を軽
視してはならないことが改めて立証された（図１）。

熊本地震が
企業等に与えた教訓

株式会社インターリスク総研
リスクマネジメント第三部  事業継続マネジメントグループ長
マネジャー・上席コンサルタント　  　  　 　 　 山

や ま ぐ ち

口 修
おさむ

【図１】本震における実際の震度分布と予測震度分布等の比較

（出典：気象庁１））（出典：地震本部「布田川断層帯・日奈久断層帯の評価」（2013）２））

熊
本

地
震

が
企

業
等

に
与

え
た

教
訓



9　RMFOCUS Vol.62 〈2017 Summer〉

今回の熊本地震では、地震発生前にかかるハザードマップ
等をもとに対策を講じていた企業は少なかったと認識してい
るが、今後は、ハザードマップ等の情報は、専門家が一定根拠
のもとに整理した「実際に起こりうる想定」であることを前提
に、対策を講じることを推奨したい。

⑵教訓２：旧耐震構造建物に対する耐震補強の重
要性

第二の教訓は「旧耐震構造建物に対する耐震補強の重要
性」である。

従来から、1981年の建築基準法改正前に建築されたいわゆ
る「旧耐震構造建物」は、同法改正後に建築された「新耐震構
造建物」に比べて、地震による倒壊・崩壊リスクが格段に高い
ことは「定説」であったが、熊本地震後に、国土技術政策総合
研究所が実施した調査（「熊本地震における建築物被害の原
因分析を行う委員会報告書」）等により、この「定説」が正しい
ことが改めて立証された（図２）。

旧耐震構造建物に対して、コストがかかる耐震補強や建て
替え等の対策を実施できていない企業が少なからずあると認
識しているが、これら建物は、新耐震構造建物と比べて倒壊・
倒壊リスクや建物が事業に使用できなくなるリスクが格段に
高いため、今後は、従業員等の安全確保の観点、また、事業の
早期復旧の観点から、耐震補強等の対策を検討することを推
奨したい。

⑶教訓３：「建物・設備」対策の重要性

第三の教訓は「建物・設備対策の重要性」である。
インターリスク総研では、熊本地震により「1週間以上稼働

停止した」20事業所（1７社・製造業）について、地震が発生し
た4/14から1年間のマスコミ報道と、企業がホームページ等で
公表している内容から、「地震の揺れの大きさ（震度）」、「震度
5弱以上の揺れの回数」、「稼働停止期間」、「発生した物的被
害」の関係を分析した。その結果、1週間以上稼動停止した事
業所の9割で「建物・設備」に被害が発生しており、「建物・設
備」に大きな被害が発生すると、稼動停止期間も長くなること
が改めて確認できた（次頁表１）。

設備の耐震対策は、建物の対策に比べて実施されている割
合が格段に低いと認識しているが、「設備の耐震対策が熊本
地震で役に立った」と複数の企業が発言していることからも、
対策の有効性については疑う余地はない。

一方で、「いつ起こるか明確でない対策にどれだけコストを
かけるか」という問題があるが、この点、業務に優先順位をつ
けて、優先度の高い業務に関連する設備から順に対策を講じ
たり、大地震が発生した際の設備への影響を分析したうえで、
稼動停止という事態に陥る可能性が高い設備から順に対策
を講じている事例が参考となろう。

⑷教訓４：余震を想定した対応の重要性

第四の教訓は「余震を想定した対応の重要性」である。
熊本地震では、規模の大きい余震の数が多いという特性（1

か月の間に発生したマグニチュード3.5以上の地震の回数は
阪神大震災の約2.5倍）が確認されたが、インターリスク総研
では、熊本地震により「1日以上稼働停止した」33社（製造業）
について、4/14以降から5/6までの間のマスコミ報道と、企業
がホームページ等で公表している内容から、企業（製造業）に
おける「余震後の対応」について整理をした。その結果、ほとん
どの企業が、二次災害防止の観点から「建物の立ち入り制限」

【図２】益城町中心部（震度7）における木造建物1,955棟の被害調査結果
（出典：国土技術政策総合研究所「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書」（2016.9））



レジリエンス　〜強く、しなやかな社会づくり〜

熊本地震が企業等に与えた教訓

RMFOCUS Vol.62 〈2017 Summer〉　10

を徹底していることが確認できた。
「建物の立ち入り制限」を実施すると、その間は建物内の設

備稼働確認等ができず、復旧の前提となる現状把握に時間が
かかることになるが、このように「時間がかかること」を前提に
対策を講じている企業はまだまだ少ないと認識している。熊
本地震後、「建物の立入可否判断に時間がかかる」「現状把握
に時間がかかる」ことを前提に、既存の対応ルールの見直しや
訓練に取り組んでいる企業も少なからずある。今後はかかる
事例を参考に、地震対策の前提として「余震が数多く発生する
こと」と「現状把握に時間がかかること」を十分に考慮すること
を推奨したい。

⑸教訓５：ヒトが参集しないことを前提とした対
策の重要性

第五の教訓は「ヒトが参集しないことを前提とした対策の
重要性」である。

インターリスク総研では、熊本地震により「1週間以上稼働
停止した」20事業所（1７社・製造業）について、地震が発生し
た4/14から1年間のマスコミ報道と、企業がホームページ等で
公表している内容から、1週間以上稼動が停止した要因を分
析した。結果として、目立った要因は、①電気等社会インフラ
の停止、②従業員の参集障害、③建物・設備の損壊、④物流
機能の停止、⑤調達先の稼動停止等、過去の大地震と同様で
あったが、②従業員の参集障害については、参集できない理由
として、「被災従業員の生活確保」が今までよりも前面に出て
いる印象を受けた。

また、②従業員の参集障害については、インターリスク総研
がＢＣＰに関するコンサルティングを実施する中で、「アルバイ
トやパート社員はなかなか出社してくれなかった」とコメント
する企業が少なからずあった。

従来から、ヒトの参集対策については、多くの企業が、「通
勤手段（交通網）の障害」を前提に、例えば、「徒歩で参集で
きる従業員を対策要員とする」等の対策を講じてきたが、「従
業員が被災すること」、「アルバイトやパート社員が参集しな
いこと」等を前提に対策を講じている企業はまだまだ少ない
と認識している。今後は、かかる前提を考慮したうえで、例え
ば、「対策要員は、ハザードマップ上、強い地震の揺れ、津波浸
水、火災等のリスクが高いエリアに居住していない従業員を
選ぶ」や、「アルバイトやパートを対策要員には選任しない」等
の対策を講じていくことを推奨したい。

　
⑹教訓６：非被災地からのサポートの重要性

第六の教訓は「非被災地からのサポートの重要性」である。
熊本地震では、非被災地である本社から被災地である熊本

の事業所に様々なサポートを実施した事例が多数確認でき
た。これら事例を分析すると、人命安全確保を目的とした「救
済物資の送付」という従来のサポート等に留まらず、「ヒトの派
遣」や「作業の代行」等、事業の継続を見据えた形でサポート
の形態が多様化していることが判明した（次頁表２）。

従来から、非被災地から被災地への支援策として「救援物
資の送付」を検討している企業は少なからずある一方で、「ヒト
の派遣」や「作業の代行」等、事業の継続を見据えたサポート 

（マスコミ報道、調査対象企業のホームページの情報を基にインターリスク総研作成）

【表１】熊本地震で稼動停止が1週間以上に及んだ事業所の状況
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まで検討している企業はまだまだ少ないと認識している。熊本
地震後、本社以外の主要事業所が被災した場合を想定して、
事業継続の観点から本社で実施可能なサポート策を検討し
たり、訓練を実施したりする企業も少なからずあるので参考に
していただきたい。

⑺教訓７：現地復旧戦略以外の戦略の重要性

第七の教訓は「現地復旧戦略以外の戦略の重要性」である。
大地震等により事業所の稼働が停止した場合、可能な限り

早く事業所を再稼動させる対応が大原則となる。この対応を
ここでは「現地復旧戦略」と呼ぶが、熊本地震では、顧客等が
事業所の再稼働を待ってくれない等の事情から、国内外の自
社工場で代わりに生産することで製品供給を継続させる「代
替生産戦略」や、ライバル社を含む国内外の同業他社に生産
を依頼したり、同業他社の製品を購入することで製品供給を
継続させる「アウトソース戦略」等、「現地復旧戦略」以外の対
応を実施した企業が少なからず確認できた。また、生産に高
度な技術が求められる、特別な設備を使っている、許認可の
問題で被災した事業所でしか操業できない等、事業の特性上

「現地復旧戦略」しか取りえない企業を中心に、熊本地震後、
「在庫の積み増し」等の事前対策を講じている企業も出てき
ている。

かかる「現地復旧戦略以外の戦略」や「在庫の積み増し」等
は、経営効率の観点から「最後の手段」と位置付けられ、具体
的な戦略・対策として詳細まで整理をしている企業はまだま
だ少ないと認識している。一方で、「現地復旧戦略」のみでは
顧客等の要請に応えることができない可能性があることも事
実であることから、今後はかかる「現地復旧戦略以外の戦略」
等についても、具体的な内容にまで落とし込んで整理すること
を推奨したい。

3．おわりに
熊本地震後の1年間で、インターリスク総研では地震前の

4倍のセミナーの依頼を受け、5倍の簡易相談（1〜2回訪問し
て簡易なアドバイス実施）を受けていることから、熊本地震を
きっかけに、ＢＣＰ等地震対策を構築・見直しする企業が増え
たことは間違いない。本稿で紹介した教訓は七つで、全体の
一部に過ぎないかもしれないが、今後のＢＣＰ等地震対策の
構築・見直しの参考としていただければ有難い。

以上

参考文献・資料等

１）気象庁ＨＰ、推計震度分布図（2016年04月16日01時25分 熊本県熊本
地方 Ｍ7.1）
<http://www.data . jma.go. jp/svd/eew/data/su i
kei/201604160125_741/201604160125_741_505.html> 
(最終アクセス2017年5月26日)

２）地震調査研究推進本部、主要活断層帯の長期評価（布田川断層帯・
日奈久断層帯の評価）
＜http://www.j ishin.go. jp/evaluation/long_term_
evaluation/major_active_fault/#810>(最終アクセス2017年 
5月26日)

項目 事例

救援物資の送付 ◦14日の前震では、大きな被害はない旨確認できていたが、「もしかしたら従業員の家族等が被災し
ているかも・・・」と考え、水や食料品を現地に配送（製造業）

ヒトの派遣 ◦各種作業要員の派遣（製造業、小売業）
◦本社との調整役の派遣（小売業）
◦被災地工場の設備に詳しい技術者を派遣（製造業）
◦人材の交通手段や宿泊先を調整したり、送られてきた物資を仕分けするロジスティックに優れたス

タッフを本社側から派遣（製造業）
◦体調を崩した被災者のケアにあたれる薬剤師や、店舗の休憩所で小さな子供の面倒が見られる保

育士の資格を持った人を派遣（小売業）

作業の代行 ◦安否を確認できない社員等の自宅や携帯の電話番号を調べる作業を東京本社で実施（サービス業）
◦込み入った情報の検索、整理、全社に向けた連絡などの作業は東京本社で実施（サービス業）
◦14日の前震では建物に大きな被害がない旨確認できてはいたが、「念のためゼネコンに躯体の検査
をしてもらうかもしれない・・・」と考え、15日に連絡をつけておいた（製造業）

◦サプライヤーや顧客の状況確認を代行（製造業）

（出典：リスク対策.com 8月特集号の情報等を基にインターリスク総研作成）

【表２】非被災地から被災地に対するサポート事例
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〈特集〉法・制度改定関連①

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士　　　　  日

ひ お き

置 巴
と も み

美 氏

１	はじめに
平成29年（2017年）5月30日、改正個人情報保護法注1）が施行さ

れた。平成27年（2015年）の改正は、公布から12年が経過して初
めての大きなものであり、その間飛躍的に発展した情報通信技
術によって生じた問題の解消への要請、そして、情報の有する価
値を具体化してビジネスに生かしていこうとする動きを受け、情
報利活用環境の整備を行うためのものであった。

情報管理の安全確保は、個人の権利利益侵害の防止のみなら
ず、個人が安心して情報を提供するための基礎となる情報利活
用にも重要な事項である。このため、平成27年（2015年）の改正事
項は、保護の側面と利活用の側面からのもの、双方の側面を有す
るものが認められる。

本稿では、改正の概要を把握し、改正個人情報保護法の下、
義務を課される主体である個人情報取扱事業者または匿名加
工情報取扱事業者（以下「個人情報取扱事業者等」）が、個人
情報または匿名加工情報（以下「個人情報等」）の取扱いに当
たって法令を遵守した適切な取扱いを行うためのポイントを解
説する。

２	改正の概要
平成27年（2015年）改正は、情報利活用環境の整備を行うた

め、保護・利活用の両側面の要請からなされたものである。表１
は、主な改正事項の概要をまとめたものであり、その要請が具体
的な規定となって表れている。

まず、大きな改正点として、義務を課される主体である「個
人情報取扱事業者」（法2条5項）の人数要件が撤廃され、すべ
ての個人情報をデータベース化して事業活動に利用する者が 

改正個人情報保護法施行後の
個人情報取扱いとリスク管理

□ 個人情報の定義の明確化等

◦個人情報の定義の明確化　特定の個人の身体的特徴を変換したもの （例：顔
認識データ）等を個人情報として明確化

◦要配慮個人情報　人種、信条、病歴等が含まれる個人情報については、本人の
同意をとって取得することを原則義務化し、本人の同意を得ない第三者提供の
特例（以下「オプトアウト手続」） を禁止

◦小規模取扱事業者への対応　5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者に
対しても個人情報保護法を適用

□ 適切な規律の下での個人情報等の有用性確保

◦利用目的の変更要件の緩和　当初の利用目的から新たな利用目的への変更
の要件を緩和

◦匿名加工情報制度　特定の個人を識別することができないように個人情報を
加工したものを匿名加工情報とし、その加工方法および事業者による公表等
その取扱いに関する規律を新設

□ 適正な個人情報の流通確保

◦オプトアウト手続の厳格化　事業者は、オプトアウト手続によって個人データ
を第三者に提供しようとする場合、データの項目等を個人情報保護委員会へ
届出。同委員会は、その内容を公表

◦外国にある第三者への個人データ提供の制限　個人データを外国にある第
三者へ提供しようとする場合、原則として本人からその旨の同意を得なければ
ならないとする規定を新設

◦トレーサビリティの確保　個人データを提供した事業者は、受領者の氏名等の
記録を一定期間保存。また、個人データを第三者から受領した事業者は、提供
者の氏名やデータの取得経緯等を確認し、一定期間その記録を保存

◦個人情報データベース等不正提供罪　個人情報データベース等を取り扱う事
務に従事する者または従事していた者等が、不正な利益を図る目的で提供し、
または盗用する行為を処罰する規定を新設

□ 個人情報保護委員会への権限一元化・強化

◦個人情報保護委員会　現行の主務大臣の有する権限を個人情報保護委員会
に集約し、立入検査の権限等を追加

□ 認定個人情報保護団体の活用

◦個人情報保護指針　認定個人情報保護団体は、個人情報保護指針を作成す
る際には、消費者の意見等を聴くよう努めるとともに個人情報保護委員会へ
届出。同委員会は、その内容を公表。同指針を遵守させるための対象事業者へ
の指導・勧告等を義務化

□ その他

◦開示等請求権　本人の開示、訂正、利用停止等の求めは、裁判上も行使でき
る請求権であることを明確化

◦個人情報データベース等からの除外　利用方法からみて個人の権利利益を
害するおそれが少ないものを個人情報データベース等から除外

◦不要な個人データの消去　不要となった個人データの消去の努力義務を新設
◦域外適用規定の新設　日本国内のものに物品・役務を提供するのに関連して

個人情報を取得し、利用することについて、一部の義務・監督権限が及ぶこと
を明確化

【表１】主な改正事項の概要
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規制対象となったことが挙げられる。その一方、このように規制
対象を拡大することと合わせて、保護対象の見直しが図られて
いる。例えば、個人情報データベース等から、市販の電話帳や
カーナビゲーションシステムのＣＤ−ＲＯＭが除外され（法2条4
項、施行令注2）3条）、除外されたものに含まれる個人情報は、個
人データ・保有個人データの義務の対象外となった。また、個
人情報の取扱いのグローバル化に対応するため、外国にある
第三者への個人データ提供の制限（後述（3）②）と域外適用規
定（法75条）が新設された。そのほかにも、業界・事業分野ごと
の民間団体による個人情報の保護の推進を図るために個人情
報取扱事業者等による個人情報等の適切な取扱いの確保を目
的とする認定個人情報保護団体制度について、その保有する
権限強化によってさらなる積極的な取り組みにつなげようとす
るなどの改正がなされている。以下では、特に説明が必要な事
項を選んで、その詳細を確認していく。

⑴個人情報の定義の明確化等

①個人情報、個人識別符号
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個

人を識別することができるものをいう（改正前法2条1項）。生きて
いる具体的な人物であることがわかる情報を保護対象としたも
のであるが、「特定の個人を識別することができる」か否か、その
判断が難しいといわれてきた。このため、自らの取り扱う情報が法
の規制の下に取り扱うべきものであるか判断できずに利活用に
躊躇（ちゅうちょ）するという例があった。

そこで、改正では、性質上「特定の個人を識別することができる
もの」を個人識別符号として政令で定めるとされ（法2条2項）、こ
れが含まれる情報は個人情報であるとして保護対象の明確化が
図られた（同条1項2号）。

表２に記載されたものが含まれる情報は、個人情報に該当
する。なお、法律上、この個人識別符号が含まれる個人情報と、
それ以外の個人情報によって異なる取扱いを求めていない。 

このため、本人の氏名や連絡先が合わせて取り扱われていないよ
うな場合、本人同意を必要とする目的外利用（法16条1項）や第
三者提供（法23条1項）については、法定の例外事由に該当する
場合におのずと取扱いが限定されることとなる。

②要配慮個人情報とその取扱い
改正前の個人情報保護法は、どのような内容の情報であって

も、一律の取扱い規律が定められていた（もちろん、個人情報取
扱事業者が任意に厳しい取扱いをすることが否定されるもので
はない）。しかしながら、諸外国、地方公共団体の個人情報保護
条例、また、主務大臣注3）が定める個人情報保護法のガイドライン
の一部では、別の取扱いを求める機微情報（センシティブデータ）
という類型が設けられていた。そこで、特に国際協調の観点から、
不当な差別または偏見が生じないようにその取扱いについて特
に配慮を要する内容を含む個人情報を「要配慮個人情報」（法2
条3項）と定め、個人情報に比べて加重した取扱いが求められるこ
ととなった。

表３にある事項注4）を含む個人情報について、個人情報とは異
なる取扱いが求められる場面は、「取得」と「提供」についてである

（次頁図1）。
要配慮個人情報は、その取得についてあらかじめこれを認め

る旨の本人同意を得なければならない（法17条2項）。また、提供
に当たって、オプトアウト手続（後述（3）①の対象から除外され、
原則に立ち返り、あらかじめ提供を認める旨の本人同意を得な
ければならないこととされている（法23条1項）。特に注意が必要 

ⅰ 身体的特徴をコンピューターで利用可能な形に変換した符号

ＤＮＡ解析結果（全核ゲノムシーケンスデータ等、委員会ガイドラインに示
された本人認証可能な情報）、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指
紋・掌紋の特徴から作成する本人認証用等データ等

ⅱ 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品購入またはカー
ド・書類に付される符号

旅券番号（日本政府・外国政府が発行した旅券についていずれも該当）、
基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、マイナンバー、各種保険証

（国民健康保険等各種健康保険、介護保険、雇用保険等）の被保険者番
号等、在留カードの番号、特別永住者証明書の番号

【表２】個人識別符号

ⅰ 人種 民族的・種族的出身や世系（国籍や肌の色は含まれ
ない）

ⅱ 信条 思想や信仰等、個人の内心の基本的な考え方

ⅲ 社会的身分 本人の意思によらず、変更し得ない出自（同和地区
出身であること等。社会的地位は含まれない）

ⅳ 病歴・これに準ず
るもの

a)病歴（病気に罹患した経歴。がんに罹患している、
統合失調症であること等）

b)心身の機能の障害（身体障害、知的障害、精神障
害（発達障害を含む）等）

c)医師等による健康診断その他の検査の結果（遺
伝子検査の結果を含む）

d)健康診断等の結果による保健指導、診療または
投薬に関する情報

ⅴ 犯罪の経歴・これ
に準ずるもの

a)犯罪の経歴（前科、犯罪行為を行った事実）
b)本人を被疑者または被告人とする刑事事件手続

に関する情報
c)本人を非行少年またはその疑いのある者とする

少年の保護事件手続に関する情報

ⅵ 犯罪により害を
被った事実

一定の犯罪の被害を受けた事実（身体の障害、精神
的、金銭的被害の区別なし）

【表３】配慮を要するとして法令に列挙される事項
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〈特集〉法・制度改定関連①

なのは、本人以外の者から要配慮個人情報の提供を受ける場合
に、本人同意をどのような方法で得ることができるかである。法令
の例外事由（法17条2項各号）の該当性を確認し、本人と直接関
係・接点を有する者に同意取得を委託すること等によって対応す
る必要がある。

⑵適切な規律の下での個人情報等の有用性確保

個人情報保護法は、改正前から目的規定において「個人情報
の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的
とする」としてきた。そして、必要最低限度の規律を設けるもので
あった。

しかしながら、例えば後述の利用目的変更（法15条1項）は、個
人情報取扱事業者が、変更が認められる範囲を厳格に判断し
てこれをあきらめるなど、あまり活用されてこなかった。この利用
目的変更とともに、個人データ（法2条5項）の第三者提供の制限

（法23条1項。第三者提供に先だって本人同意を得ることを原
則とする）、そして、個人情報に含まれる氏名等の情報を削除す
れば法の保護対象外になるかという、いわゆる匿名化の問題が
あったため、個人情報の本人である消費者の不安感の醸成と相
まって、個人情報取扱事業者は、個人情報の積極的な利活用を
躊躇（ちゅうちょ）しがちであった。そこで、これを解消することを
企図し、以下の改正が行われた。

① 利用目的の変更要件の緩和
個人情報は、その取扱いに当たって利用目的を定め、これを達

成するために必要な範囲内で取扱いが認められる（法15条1項、
16条1項）。この特定した利用目的とは異なる取扱いを行うために
は、利用目的変更が認められる範囲内にあるか（法15条2項）、本
人の同意を得るか（法16条1項）、いずれかの要件を満たさなけれ
ばならない。

利用目的変更が認められるための要件を緩やかに解される 
よう、一部文言が削除され、「変更前の利用目的と関連性を有す
ると合理的に認められる範囲」を利用目的変更可能と定めた。個
人情報保護委員会の『「個人情報の保護に関する法律について
のガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した
場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ』（以下「委員会Ｑ＆Ａ」）
2-8、2-9の例のみならず、個人情報取扱事業者ごとにその実情に
即した判断が求められるところである。

② 匿名加工情報制度
情報通信技術の進展に伴って情報利活用の態様も広がりを見

せているが、個人情報を新たな態様で利用しようとする場合、前
述の利用目的に関する制限と、個人情報の提供を伴う場合には、
あらかじめこれを認める旨の本人の同意を得なければならない
という第三者提供の制限（法23条1項）との関係が問題となる。こ
のため、個人情報を加工して個人情報に該当しないような状態と
なった情報（いわゆる匿名化した情報）を活用する向きがあった
が、どのような方法によって、どこまで加工をすればよいのかとい
う新たな問題が生じたことから、「匿名加工情報」（法2条9項）とい
う類型と、これを活用するための一定の規律（法第4章第2節）注5）

が設けられることとなった。
匿名加工情報とは、個人情報を加工して、特定の個人を識別す

ることができず、当該個人情報を復元することができないように
した個人に関する情報である。当該加工は、個人情報保護委員
会規則で定める基準に従って適正に行わなければならない（法
36条1項、施行規則19条）。

匿名加工情報は、この提供を受けた者注6）のみならず、作成者自
身も利活用が認められる。取り扱うに当たっては、元の個人情報
の本人を識別するために、匿名加工情報を他の情報と照合する
ことが禁止されている（法36条5項、38条）。たとえば、匿名加工情
報に残されたＩＤ等注7）を照合し（照合を繰り返すことを含む）、本
人にひもづけるといった行為は違法である。このように、識別行為
の禁止義務との関係で、匿名加工情報を用いて元の個人情報の
本人にアプローチすることは基本的には制約されることから、自
社の情報利活用の目的を達成し得るか否かに留意しつつ、匿名
加工情報を活用することが求められる。

⑶適正な個人情報の流通確保

個人情報保護法は、個人情報を取り扱う主体の変更を意味す
る「提供」について規律を設けている。提供する場合は、原則とし
て、あらかじめ本人からこれを認める旨の同意を得なければなら
ないとされ、改正前後でこの原則は変わらない。

しかし、大規模な情報漏えい事案と、その際の名簿事業者によ
る漏えい個人情報の転々流通等、個人情報の適正な流通をより

【図1】要配慮個人情報の取得・提供
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確保するための措置を講ずるべきとの機運の高まりと、海外企業
を交えた個人情報の取扱いが増加したことを受けて、次の改正
が行われた。

① オプトアウト手続の加重
改正前から、住宅地図の販売のような大量のデータを広く一

般に提供するビジネスへの影響を考慮して、あらかじめの本人同
意に代わる要件として、オプトアウト手続（改正前法23条2項）が
ある。当該手続は、今回の改正を加えると、第三者に提供される
個人データについて、本人の求めに応じて提供を停止することと
して、あらかじめ、ⅰ第三者提供を利用目的とすること、ⅱ提供す
る個人データの項目、ⅲ提供方法、ⅳ本人の求めに応じて提供を
停止すること、ⅴ求めを受け付ける方法（以下、ⅰからⅴを「法定
事項」）を本人に通知し、または容易に知り得る状態におくととも
に、法定事項を個人情報保護委員会に届け出ることが求められ
る（法23条2項）。ただし、要配慮個人情報は、オプトアウト手続に
よる第三者提供が認められていない（同項において対象から除外
されている）ことに注意が必要である。また、あらかじめ法定事項
を通知・容易に知り得る状態におくことについて、施行規則7条に
おいて、本人がオプトアウトの求めを行い得るだけの時間的余裕
を持たせる必要があること、本人が法定事項を確実に認識でき
る適切かつ合理的な方法によらなければならないこととして厳格
さが求められる。さらに、同手続による個人データの第三者提供
については、後述③の確認・記録義務においても厳格な要件を満
たすことが求められている（提供者について、法25条、施行規則12
条1項、13条1項1号、14条1号）。このため、オプトアウト手続を利
用する場合、個人情報に含まれる内容を確認し、当該個人情報の
性質や取扱い態様を加味して検討し、そもそも同手続によるべき
かを含めて判断することがよいように思われる。

② 外国にある第三者への個人データの提供
個人情報取扱事業者が外国に所在する第三者に個人データ

を提供する際には、法令に基づく場合等の例外（法23条1項各
号）を除いて、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨
の本人同意を得る必要がある（法24条）。これは、日本の法律が及
ばない国で個人情報が取り扱われることによって本人の権利利
益を侵害することがないよう、本人を関与させるものである。

ただし、日本法と同じ程度の水準で個人情報を取扱い得ること
が認められるのであれば、日本にある第三者と同様の要件によれ
ば足りることから、個人情報保護委員会規則で定める基準に合
致する場合には注8）、法23条の適用を受けることとされている。こ
の基準では、個人情報取扱事業者と個人データの提供を受ける
者との間で、当該提供を受ける者における当該個人データの取扱
いについて、適切かつ合理的な方法により、個人情報取扱事業者
の義務（法第4章第1節）の規定に沿った措置の実施が確保され

ていること、または、個人データの提供を受ける者が、個人情報の
取扱いの国際的な枠組みに基づく認定を受けていることが求め
られている（施行規則11条）。

新たに個人情報の取得を始めるのであれば、本人同意を得る
ことも比較的容易であろうが、すでに第三者提供を行っている
ものについて、改めて同意を得ることにはコストが生じる。このた
め、既存の提供先が基準に適合するか否かを精査することとな
る。グループ企業間の個人情報の共有については、グローバルプ
ライバシーポリシーの整備と適切な運用によって対応すること
や、業務委託に伴う個人データの提供であれば、契約によって対
応することが考えられる。汎用的なサービスにおける契約内容
は、相手方がその内容の交渉に応じないことが予想される。海外
企業のサービスを利用することが当然となっている中では、基準
を満たすことは容易ではない。

なお、業務委託に関して、この規制の適用を受けないよう、ク
ラウドサービスを中心にデータの保管について個人データの取
扱いは受託していないとの説明がなされることがしばしば見ら
れる。個人データの取扱いの委託であるかについては、委員会Ｑ
＆Ａ5-33、5-34を踏まえ、個人情報へのアクセス権限の有無（保
存禁止条項を設けることを含む）、個人情報の取扱いを予定した
サービス形態か否か等の事情を総合評価して判断することが求
められるところ、委託であるか否かに関わらず、クラウドサービス
を利用する者には安全管理措置義務（法20条）が課せられること
から、契約によって適切な措置が講じられるよう対応することが
望ましい。また、個人データの取扱いの委託であるとして、本人か
ら法24条違反を理由とした提供停止の請求がなされることも合
わせて、リスクを回避するような対応を心がけたい。

③ 確認・記録義務
個人データの第三者提供の確認・記録義務（法25条、26条）

は、不正な個人情報の流通を抑止しつつ、個人情報の漏えい等
のインシデント発生時に、個人情報保護委員会が、転々流通する
個人情報の取得経路を迅速に把握し、トレーサビリティを確保す
るためのものである。具体的には、ⅰ個人データの第三者提供時
の記録等、ⅱ本人以外から個人データを受領する際の確認と記
録等が求められ、施行規則の12条から18条までに細則が定めら
れている。

個人データの提供は、顧客へのサービス提供に伴う恒常的な
ものもあり得ることから、確認・記録義務による負担に対して、個
人情報保護委員会による配慮がなされている。

次頁図2のとおり、個人データの第三者提供に当たっては、ⅰ
法定の例外事項（法23条1項各号、5項各号）に該当する場合で
あって、確認・記録義務の適用を受けないか、ⅱ個人情報保護
委員会が確認・記録義務を不要としているか、ⅲ確認・記録義
務の軽減措置が図られているかの順序で精査することがよいと 
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考える。ⅰ、ⅱによっても確認・記録義務を免れない場合には、ⅲ
を確認し、適切な措置を講ずることとなる。例えば、提供者・受
領者ともに、本人が関与した契約等に基づく第三者提供であれ
ば、契約書等を記録作成の代替手段とすることが認められ（施
行規則12条3項または16条3項）、かつ、本人同意があれば簡易
な事項の記録で足りる（施行規則13条1項2号または17条1項
2号）とされ、この場合は記録の保存期間も1年と短い（施行規
則14条1号または18条1号）。ここでは紙面幅の関係で説明しな
かった確認方法を含め、「個人情報の保護に関する法律につい
てのガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）」と委員
会Ｑ＆Ａを参考に、自社の実態に即して、負担の少ない方法を
検討することが肝要である。

④ 個人情報データベース等提供罪
個人情報取扱事業者やその従業員等が、その立場を悪用し

て、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を不正
に持ち出し、第三者に提供して個人的な利益を得る行為を処罰

することとされた（法83条）。不正競争防止法（平成5年（1993年） 
法律第47号）における営業秘密の要件を満たさないような場合
であっても、本法による処罰の対象となる。

⑷個人情報保護委員会への権限一元化・強化

個人情報保護法は、改正前は消費者庁が法を所管し、監督権
限を主務大臣が有することとされていた。しかし、国際的には独
立性の高い機関による一元的な監督がなされることが主流であ
ることや、複数の主務大臣が関与する場合の重畳執行の回避等
を理由として、個人情報保護委員会が新設され、主務大臣の権
限が集約された（法第5章個人情報保護委員会（59条から74条ま
で）参照）。また、併せて立入検査の権限が付与される等、監督権
限の強化が図られている（法40条から42条）。

さて、主務大臣制は廃止されたが、個人情報保護委員会が有
する調査権限（報告徴収、立入検査）についてはこの主務大臣に
相当する事業所管大臣に委任することが認められる（法44条、46
条。なお、地方公共団体について法77条）。恒常的な調査権限の
委任については、事業所管大臣の専門的知見を特に活用する必
要がある場合（施行令12条2号）として、金融庁所管事業者を対象
とした金融庁への委任が予定されている注9）。

その他、個人情報の保護に関する法律のガイドラインについて
も、専門性の高い分野について各府省庁と共管のものが公表さ
れている。これには、例えば金融庁所管事業者を対象とした「金
融分野における個人情報の保護に関するガイドライン」がある。

⑸開示等請求権

これまで、保有個人データ（法2条6項）に対する開示、訂正、
利用停止等の本人からの求めは、個人情報取扱事業者と本人
との間での解決を基本とし、これに違反したときには勧告・命
令はその要件を満たす場合に行政が介入することとされていた
ところ、これらの求めを裁判によって本人が直接救済を求め得
る請求権であることが改正によって明確化された（法28条から
30条まで）。ただし、濫訴の抑制を理由として、開示等請求を行
うためには、裁判外での請求を行い、この請求が個人情報取扱
事業者に到達した日から2週間を経過することが必要とされた

（法34条）。
なお、各請求が認められるための要件は改正によっても変更さ

れていないことから、個人情報取扱事業者は、従前どおりの対応
をすれば足りるものと考えられる。ただし、これまで個人情報保
護法は、主務大臣の命令が出されたことがないこともあって、行
政訴訟によってその解釈等を争われたことがない。このため、今
回の改正で司法判断がなされる可能性が広がったことによって、
これまでの各個人情報取扱事業者の対応や、行政の各種ガイド

【図2】確認・記録義務のフローチャート
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ラインとは別の法解釈による判断による対応が求められることが
あり得るなど、運用変更のリスクが一定程度存在することを付言
しておく。

３	適切な情報取扱い確保のためのポイント
個人情報保護法は、個人の権利利益の侵害を予防しようとす

る事前規制型の法律である。個人情報等を事業活動に利用する
すべての個人情報取扱事業者等にとって必要最低限の規制を設
け、これにのっとって個人情報等を取り扱ったとしても、基本的に
は本人に損害が生じないようにしている。このため、主にⅰ取得、
ⅱ継続した利用、ⅲ提供の3つの場面での適切な取扱いについて
規律が設けられている。

個人情報を取り扱う上で最も懸念される漏えいのリスクについ
て（ⅱ関連）は、改正点ではないものの、引き続き安全管理措置を
講ずること（法20条）や（図3）、従業員・委託先の適切な監督を行
うこと（法21条、22条）が求められる。個人情報取扱事業者の内部
では、改正法に対応した個人情報取扱規程を整備し、これに従っ
た適切な運用を行うこと等が求められる。

以下では、ごくわずかではあるものの、ⅰからⅲまでのうち見落
としがちなポイントを挙げて解説していく。

⑴適正な手段による個人情報の取得（ⅰ関連）

改正前後で変わることなく、個人情報取扱事業者は、偽りその
他の不正の手段により個人情報を取得してはならないとされ、 

適正な手段による個人情報の取得が求められる（法17条1項）。
不正とは、適法・違法のみならず、具体的な場面で、個人情報保護
法とその他法令の趣旨、社会通念に照らして認められる取得態様
といえるか否かによって判断される。

個人情報が漏えいして転々流通するような場合、漏えいに加担
した者による個人情報の取得が不適正であることは明らかであ
る。では、漏えいした個人情報が流通した先、二次以降の取得者
による個人情報の取得は、不適正なものとして制限されるのか。
図４の個人情報取扱事業者（受領）を基に確認していく。

個人データの第三者提供については、取得経緯の確認とその
記録が求められるところ（法26条）、確認の結果、相手方が不正の
手段によって個人データを取得したことを知り、または容易に知
ることができたにもかかわらず漫然と個人データを取得すれば、
不適正な取得となり得る。

【図４】個人情報（個人データ）の流通の適正性

【図3】安全管理措置において求められる事項



RMFOCUS Vol.62 〈2017 Summer〉　18

〈特集〉法・制度改定関連①

注）
　　　　　　
1）個人情報の保護に関する法律（平成15年（2003年）法律第57号）。以下、特段の

断りがない限り、「法」または「個人情報保護法」という
2）個人情報の保護に関する法律施行令（平成15年（2003年）政令507号）。以下、

特段の断りがない限り、「施行令」という
3）主務大臣とは、個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等（改正前個

人情報保護法36条1項）である。法の所管は消費者庁（平成27年（2015年）12月
31日まで）、監督権限は主務大臣が有することとされていた

4）法2条3項に列挙される事項に加えて、施行令2条および施行規則5条に定め
がある。なお、施行規則とは、個人情報の保護に関する法律施行規則（平成28
年個人情報保護委員会規則第3号）をいう

5）本文で解説した規律のほか、匿名加工情報を作成する個人情報取扱事業者
には、加工方法等情報の安全管理措置（法36条2項、施行規則20条）、作成した
匿名加工情報の項目の公表（法36条3項、施行規則21条）、提供する匿名加工
情報の項目の公表と匿名加工情報である旨の明示（法36条条4項、施行規則
22条）が求められる。また、受領者である匿名加工情報取扱事業者には、提供
する匿名加工情報の項目の公表と匿名加工情報である旨の明示（法37条、施
行規則23条）が求められ、作成者とは異なり識別行為の禁止義務に加工方法
等情報の取得行為が含まれる（法38条）

6）法律上、義務を課されるのは、匿名加工情報取扱事業者（法2条10項）に限ら
れる（法37条から39条）

7）会員ＩＤのように情報の連携に用いられる符号は規則19条3号によって削除さ
れる。ここでは、固定電話の番号や、緯度・経度・時間のように他と重複が無い
ような照合に利用し得る情報を想定している

8）ほかに、わが国と同水準の個人情報保護制度を有していると個人情報保護委
員会規則で定める国にあたる場合も23条によることとされているが、これに
対応する規定が施行規則にはない

9）改正個人情報保護法に基づく権限の委任を行う業種等および府省庁並び
に当該業種等における漏えい等事案発生時の報告先＜http://www.ppc.
go.jp/files/pdf/170530_kengeninin_list_detail.pdf＞

10）委員会Ｑ＆Ａ1-58参照

これまで、偽りその他の不正の手段は、虚偽の利用目的を示し
て個人情報を取得することや、他人の管理する個人情報を何ら
の権限なく複製する場合のように、積極的な行為が認められる
場合が例として挙げられてきたが、確認・記録義務の新設と共に、
変容を見せている。

⑵委託先との契約（ⅱ関連）

業務委託、業務提携、また、共同研究開発に伴って、他社に個
人情報の取扱いを委託することがあり得る。このとき、リスクマ
ネジメントの観点からは、漏えいリスクを加味した委託先の選
定のみならず、個人情報保護法の適法性担保の点に留意する
必要がある。例えば、委託元は、個人情報について特定した利用
目的の範囲内にある限り、本人同意なく委託先に個人情報（個
人データ）を提供可能である（法23条5項1号）。また、仮に委託
先が当該利用目的を超えた取扱いを行えば、委託元は目的外
利用を本人同意なく行ったこととなる（法16条1項）。このため、
契約上では、当該利用目的の範囲に収まるような業務内容およ
び個人情報の取扱い範囲を明記し、委託先においてこの範囲を
超えた取扱いを禁止するとの条項を設けることが考えられる。
また、適切な監督を行うために、インシデント時の協力や、平常
時に報告徴収、資料提供を求め得るような条項を設けることが
考えられる。

⑶本人関与手続（ⅰからⅲ関連）

個人情報保護法は、本人の権利利益を保護するための要件と
して効果的な方法として、通知、同意等の本人関与手続を複数の
規定において設けている。

企業が個人情報を取得して取り扱う場合、意図しないと見落と
しがちなのが、契約締結の相手方が、個人情報の本人と同じであ
るかという点である。本人関与手続を適切に行うためには、取り
扱う個人情報の本人との接点があるか否かによって対応が異な
り得る。

例えば、見守りサービスを提供する場合を想定してみると、企
業、契約者、そして見守り対象者が当事者として登場する。企業
は、契約者との関係では、契約書や利用規約を用いてその同意を
得ることができる。しかし、実際に見守りサービスで取得される情
報は、見守り対象者の情報である。この者からも必要な場合には
同意を得るなどしなければならない。見守り対象者から同意を得
る場合、契約者とは別個の手続が必要となるというコストの点の
みならず、見守り対象者が個人情報の取扱いを理解できる程度
の判断力をもっていなければ有効な同意を得られないという点
からも、適切な同意取得方法とは具体的にどのようなものである
かを考える必要がある。個人情報保護法は、同意取得について定

型的な様式を定めていない。このことも踏まえれば、本人の意思
を確認できる、または、法定代理人による同意注10）のように本人の
同意に代わるものがあるのであればよいものと考えられる。契約
者との契約書・利用規約において、見守り対象者の同意があるこ
とを保証するなどという規定を設けること等によって対応するこ
とが一案であろう。

４	おわりに
個人情報保護法は、この適用を受けて義務を課される者が、営

利・非営利を問わず、また、業種・分野も様々であることから、その
規定を見ても抽象的なところが多い。改正法の施行を機に、ここ
まで解説してきた改正の概要と適切な情報取扱い確保のための
ポイントを踏まえて、実際行っている具体的な個人情報の取扱い
が適切なものとなるよう見直してみていただきたい。

以上
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食品関連事業者に求められる
ＨＡＣＣＰに基づく
衛生管理態勢の確立
〜ＨＡＣＣＰ制度化を見据えた取り組み〜

１	はじめに
厚生労働省は、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰ

の普及により、食品の安全性の向上が期待されることや、諸外
国でＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の制度化が進んでいる状況に
かんがみ、ＨＡＣＣＰの制度化による日本の食品衛生管理の国
際標準化を進めるための制度の枠組みなどについての検討を
2016年3月より開始し、同年12月に「食品衛生管理の国際標準
化に関する検討会最終とりまとめ」1）（以下、「最終とりまとめ」）
を公表した。厚生労働省は、この「最終とりまとめ」を踏まえ、
2018年の通常国会に食品衛生法の改正法案を提出することを
目指し、ＨＡＣＣＰの制度化について検討を進めている。

ＨＡＣＣＰとは、 "Hazard Analysis and Critical Control 
Point"の略で、「危害分析重要管理点」と一般的に訳されてい
る。厚生労働省によると、「食品等事業者自らが食中毒菌汚染
や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料
の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因
を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の
安全性を確保しようとする手法」として紹介されている。

本稿では、ＨＡＣＣＰ制度化の背景と、制度化により食品関
連事業者に求められる衛生管理態勢の取り組みの概要につい
て解説する。

２	ＨＡＣＣＰ制度化の背景
厚生労働省公表の「最終とりまとめ」を踏まえると、ＨＡＣＣ

Ｐ制度化の背景として、「頻繁に発生する食品事故」「海外の動
向」「ＨＡＣＣＰ普及の遅れ」が挙げられる。以下では、それぞれ
の状況について説明する。

⑴頻繁に発生する食品事故

厚生労働省が公表した食中毒統計資料2)によると、発生件数
や患者数はここ数年増減を繰り返しつつも、発生件数は年間
900件、患者数は年間1.9万人を下回ることがない。

被害の大きい事故も発生しており、2016年8月には社会福祉
施設において提供したキュウリの調理品に付着していた病原性
大腸菌O-157により死者16名の事故が発生した。また、2017年
1〜2月には、和歌山県や東京都の学校給食で「キザミのり」を
原因食材とした患者数1,800名以上に及ぶノロウイルスによる
集団食中毒事故も発生し、製造業者は営業禁止と当該商品の
回収命令の行政処分を受けている。

このような状況を受けて、食品関連事業者においては、従来
の衛生管理に加え、ＨＡＣＣＰによる衛生管理手法を導入する
ことにより、危害要因を食品衛生上問題のないレベルにまで除
去・低減し、食品事故の未然防止を図るとともに、事故発生時
における速やかな原因究明が期待されている。

株式会社インターリスク総研
リスクマネジメント第三部　危機管理・コンプライアンスグループ
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（左）

上席コンサルタント　 人
ひ と み

見 健
け ん た

太（右）
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株式会社インターリスク総研
リスクマネジメント第三部　危機管理・コンプライアンスグループ
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（左）

上席コンサルタント　 人
ひ と み

見 健
け ん た

太（右）

⑵海外の動向

諸外国においては、ＨＡＣＣＰの考え方が定着しており、表１の
ように米国、ＥＵなど多くの国・地域において、ＨＡＣＣＰによる衛
生管理が求められている。

ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理により製造が行われていない食
品を、日本からＨＡＣＣＰが義務化されている国へ輸出すること
はできない。世界的な日本食ブームにより日本からの食品の輸
出は今後も成長が期待されるため、輸出先となる諸外国の規
制・ルールに適合する対応が急務といえる。

⑶ＨＡＣＣＰ普及の遅れ

2016年6月に農林水産省が公表した「平成27年度食品製造
業におけるＨＡＣＣＰの導入状況実態調査」3)によると、「ＨＡＣ
ＣＰ導入済」と回答した企業は23.1％にとどまっている。過去に
も同じ調査が行われており、導入済みと回答した企業割合の推
移を図１に示す。

上述の実態調査において、「ＨＡＣＣＰの導入に当たっての問
題点」（複数回答）の回答割合を図２に示す。初期投資などの金
銭的な理由や、導入後のモニタリングの実施、従業員教育など
が挙げられており、ヒト・モノ・カネの経営資源の制約から導入
が難しいと認識されている。

【図１】ＨＡＣＣＰ導入済と回答した企業割合の推移
（出典：農林水産省「平成27年度食品製造業におけるＨＡＣＣＰの導入状況実態
調査」を基にインターリスク総研作成）

【図２】ＨＡＣＣＰの導入に当たっての問題点の回答割合
（出典：農林水産省「平成27年度食品製造業におけるＨＡＣＣＰの導入状況実態調査」を基にインターリスク総研作成）

（出典：農林水産省「改正ＨＡＣＣＰ支援法ブロック説明会（資料1）」を基に 
インターリスク総研作成）

【表１】ＨＡＣＣＰが義務化されている国々の状況

施設・設備の整備（初期投資）に多額の資金が必要

ＨＡＣＣＰ導入後の運用コスト（モニタリング・記録管理の人的コスト等)が大きい

従業員に対する研修を十分に行う余裕がない

ＨＡＣＣＰを指導できる人材がいない

導入時のコストの回収が困難

ＨＡＣＣＰの導入までの手続きに手間がかかる

ＨＡＣＣＰの手順が複雑

その他

特に問題はない

米国 一部の食品（水産物およびジュースの加工・輸入、食
肉および食肉製品）に、ＨＡＣＣＰによる衛生管理を義
務化（1997年〜2002年に、品目ごとに導入）

ＥＵ 一次生産を除く全ての食品の生産、加工、流通事業
者にＨＡＣＣＰの概念を取り入れた衛生管理を義務化

（2006年完全適用）
ただし、中小企業や地域における伝統的な生産方法
などに対しては、弾力的運用

韓国 一部の食品（①かまぼこ類、②魚類・軟体類・調味加
工品、③冷凍品のうちピザ類・まんじゅう類、麺類、 
④氷菓類、⑤非加熱飲料、⑥レトルト食品、⑦白菜キ
ムチ）に対して義務化（2006年以降、企業規模により
段階的に適用）

台湾 一部の事業者（食肉加工事業者、乳製品加工事業
者、水産食品事業者）に対して義務化（2003年以降、
品目ごとに導入）

その他 カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでも、一部
の食品または事業者に対して義務化
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３	食品関連事業者に求められる取り組み
厚生労働省公表の「最終とりまとめ」において、食品関連事業

者は「一般衛生管理およびＨＡＣＣＰによる衛生管理のための
計画」の作成が適当であると結論付けられている。以下では、一
般衛生管理、ＨＡＣＣＰ、および両者の関係について説明する。

⑴一般衛生管理

一般衛生管理とは、衛生的な作業環境を維持し、危害要因に
よる汚染防止を確実に行うことにより、食品の安全性を確保す
るものであり、施設設備、機械器具などの衛生管理、食品取扱
者の健康や衛生の管理などを指す。なお、多くの食中毒の原因
が一般衛生管理の不備によるものであると指摘されている。

一般衛生管理の詳細については、官公庁などのガイドライン
や各種の衛生規範4)などにより、要求事項（管理項目）が示され
ている。

厚生労働省策定「食品等事業者が実施すべき管理運営基準
に関する指針（ガイドライン）」5)で示されている一般衛生管理
に関する項目（要求事項）の一部を次に示す。

⑵ＨＡＣＣＰ

ＨＡＣＣＰによる衛生管理とは、自社の製品や製造工程に特
有の食中毒菌や硬質異物などの危害要因を科学的根拠に基づ
き把握した上で、危害の大きさに応じて「いつ、だれが、何を、ど
の頻度で、どのようにモニタリングするか」などのルールを定め
ることで、危害要因の排除などの体系的な管理方法の見える化
を目指したものである。

ＨＡＣＣＰは、表２に示すように、7原則12手順によって進める
ことが一般的である。

上記の手順で示したとおり、ＨＡＣＣＰによる衛生管理は、そ
れぞれの事業者が使用する原材料、製造方法などに応じて自ら
策定し、実行するため、従来の一律的な衛生管理基準による手
法より、合理的で有効性の高い手法といわれている。

（出典：厚生労働省「食品製造におけるＨＡＣＣＰ入門のための手引書」を基にインターリスク総研にて加筆）

【表２】ＨＡＣＣＰ7原則12手順の取り組み内容

〈一般衛生管理に関する項目（例）〉
◦施設の衛生管理
◦食品取扱設備等の衛生管理
◦使用水等の管理
◦そ族および昆虫対策
◦廃棄物および排水の取り扱い
◦食品取扱施設等における食品取扱者等の衛生管理
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なお、農林水産省による「平成27年度食品製造業における 
ＨＡＣＣＰの導入状況実態調査」によれば、ＨＡＣＣＰを導入 
している事業者における「ＨＡＣＣＰの導入による効果」（複数
回答）として、「品質・安全性の向上（93.5％）」「従業員の意識の
向上（72.5％）」「企業の信用度のイメージの向上（63.9％）」が上
位3位を占めている。

⑶一般衛生管理とＨＡＣＣＰの関係

今回のＨＡＣＣＰ制度化の流れの中で留意しなければならな
いことは、ＨＡＣＣＰによる衛生管理を導入するだけでは食品
衛生は実現しないということである。例えば、ＨＡＣＣＰによる
衛生管理をしていたとしても、食品取扱者由来の微生物汚染や
建材の一部が食品に落下するような作業環境では、加熱殺菌
後の微生物の再付着による増幅や、建材が非金属製の場合は
金属検出機で検出できず異物を排除できない可能性がある。

すなわち、食品関連事業者においては、一般衛生管理と 
ＨＡＣＣＰによる衛生管理を車の両輪として取り組むことが求め
られる。一般衛生管理を徹底することにより、食品の取扱者を含
めて清潔で衛生的な作業環境を確保し、危害要因の汚染防止
を確実に行った上で、ＨＡＣＣＰによる衛生管理を行うことで、原
材料から最終製品に至る各段階の危害要因の増幅防止や排除
が可能になる。ＨＡＣＣＰによる衛生管理を実施する上で、図３
のように、一般衛生管理の強化は不可欠な取り組みといえる。

４	まとめ

一般衛生管理の強化はＨＡＣＣＰによる衛生管理の土台とな
るものであり、一般衛生管理の手法を明確にし、日常業務に定
着させることが、食品衛生対策として重要となる。

食品関連事業者においては、様々な一般衛生管理プログラム
の中から、自社の業態や規模に応じたプログラムを選択した上

注）
　　　　　　
1）厚生労働省「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会最終とりまとめ」

<http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11135000-
Shokuhinanzenbu-Kanshianzenka/0000147434.pdf>（最終アクセス2017
年5月22日）

2）厚生労働省「食中毒統計資料」
<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
shokuhin/syokuchu/04.html#j4-2>（最終アクセス2017年5月22日）

3）農林水産省「平成27年度食品製造業におけるＨＡＣＣＰの導入状況実態調査」
<http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/pdf/27haccp_
toukei_gaiyou_2_0607.pdf>（最終アクセス2017年5月22日）

4）各種の衛生規範（例）
・コーデックス委員会7)策定「食品衛生の一般原則」
・厚生労働省策定「漬物の衛生規範」
・厚生労働省策定「セントラルキッチン／カミサリー・システムの衛生規範」
・専門委員会ISO/TC34 ほか策定「ISO/TS22002-1:2009（食品安全のための前

提条件プログラム 第1部：食品製造）」
5）厚生労働省「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）」

<http://www.mhlw.go.jp/fi le/06-Seisakujouhou-11130500-
Shokuhinanzenbu/0000082846.pdf>（最終アクセス2017年5月22日）

6）ＧＦＳＩ
Global Food Safety Initiativeの略。2000年5月に、The Consumer 
Goods Forum（ＣＧＦ：世界70カ国、約400社のメーカー、小売業者、サービス・
プロバイダーによる国際的な組織）の下部組織として発足
グローバルに展開する食品事業者が集まり、食品安全の向上と消費者の信頼
強化に向け様々な取り組みを行う機関

7）コーデックス委員会
消費費者の健康を保護するとともに、食品の公正な貿易を促進することを目
的に国際連合食糧農業機関(ＦＡＯ：Food and Agriculture Organization 
of the United Nations)と世界保健機関(ＷＨＯ：World Health 
Organization)が1963年に設立した、食品の国際基準（コーデックス基準）を作
る政府間組織

で、それぞれの要求事項（点検項目）に関する対応漏れや管理
不備による食品事故がないよう、一般衛生管理の一層の強化
を進めつつ、ＨＡＣＣＰの導入による食品衛生管理態勢の構築
が望まれる。

なお、昨今、大手の小売業者は食品製造業者に対して、国
際標準化機構（ＩＳＯ）がいわゆるＰＤＣＡサイクルを通じて
継続的改善を図る形式とした食品安全マネジメントシステム
ISO22000や、ＧＦＳＩ6)が承認している、ISO22000の一般衛生
管理（前提条件プログラム）などを強化したFSSC22000などの
認証取得を強く推奨している。

食品関連事業者においては、国のＨＡＣＣＰの制度化を踏ま
え、ＨＡＣＣＰに基づいた文書化や運用はもちろんの事、経営戦
略上も、取引先が求める食品マネジメントシステムの認証取得
も見据えたＨＡＣＣＰの構築が必要となる場合もあるだろう。
現在、食品関連事業者には、自社の業種や規模、今後予想され
るステークホルダーからの要請、さらには自社の経営戦略も踏
まえ、整備すべき管理手法を選択した上で、その要求事項に応
じた食品衛生管理態勢の構築が望まれている。

　
　以上

【図３】一般衛生管理とＨＡＣＣＰとの関係性イメージ
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指導監督指針の改正により、
貨物運送業者に求められる安全運転教育

株式会社インターリスク総研
リスクマネジメント第二部  交通リスク第一グループ
主任コンサルタント　  　 　 　 渡

わ た な べ

辺 光
み つ ひ こ

彦

〜輸送の安全確保のために荷主側も留意すべき
運送業の安全運転教育〜

１	はじめに
国土交通省主催の平成26年度（2014年度）「自動車運送事業

に係る交通事故対策検討会」において、新免許区分（準中型運
転免許）創設に伴う運転者教育の内容が検討され、その強化等
を求める報告書1)が2015年6月に発表された。準中型運転免許
創設により、従来の中型運転免許が求めていた受験資格（20歳
以上、免許経歴が通算2年以上）が準中型運転免許から無くな
り、18歳以上であれば運転経験が無くとも大きな車両（車両総
重量7.5ｔ未満）の運転が可能となった。それにより、必要な安
全運転教育をそれらの運転者に施さなければ安全が担保でき
ないことから、本報告書は、初任運転者等への運転者教育の強
化を求める内容となっていた。

この報告書を受け、準中型運転免許創設等に係る改正道路
交通法の施行日と同日の2017年3月12日に、運転者への教育内
容を強化する改正「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下、「改正指導監
督指針」）が施行された。

改正指導監督指針の施行前においても「指導監督」の分野は
十分に実施されていない貨物自動車運送事業者（以下、「事業
者」）も多く見られたが（次頁図１）、改正により安全運転教育が
必要な分野・内容等がさらに拡充・強化されたため、ほとんどの
事業者で安全運転教育方針の見直しが必要となる。

また、荷主側としては、法令遵守をおろそかにしている事業
者へ運送を依頼することは、事故リスクや行政処分リスクの増
加により、安定的な輸送の確保が危ぶまれるため、運送契約
を締結する上で、相手先の事業者が改正指導監督指針を反映

した運転者教育を適切に実施しているのか、注意を払う必要
がある。

本稿では、初任運転者および一般運転者教育に関する改正
指導監督指針の改正内容を紹介するとともに、事業者に求めら
れる安全運転教育について解説する。

２	指導監督指針の改正内容
指導監督指針の主な改正内容は次のとおりである。

⑴教育内容の拡充
① 新規教育項目の追加

（改正前） 11の教育項目

（改正後） 上記11項目に加え、「安全性の向上を図るため
の装置を備える事業用自動車の適切な運転方
法」の1項目が追加（計12の教育項目）

② 既存教育項目の内容に追加

（改正内容） 従前（改正前）の各教育項目の内容に新たに追
加（詳細は次頁図２参照）

⑵教育実施期間の明文化

（改正前） 11項目の教育を計画的かつ継続的に実施

（改正後） 毎年、12項目の教育を実施（「毎年」、12項目の
教育が必須である旨を明文化）
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【図1】（2015年度）指導監督違反の割合および違反した場合の行政処分等　　    （（左円グラフ）参考資料4）を基にインターリスク総研作成、（右表）インターリスク総研作成）

【図２】指導監督指針の改正概要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（出典：参考資料5））
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⑶（特定運転者）初任運転者に対する指導内容 
および時間の拡充・延長

（改正前） ・特定の内容につき、座学および実車で6時間以
上の指導

・実車運転指導は可能な限り実施

（改正後） ・12項目の教育を（特定の内容は実車を用いて）
15時間以上実施

・実車運転指導を20時間以上実施

３	求められる安全運転教育
改正指導監督指針では、必要な教育内容のほかに、指導およ

び監督の実施にあたって配慮すべき事項として、運転者の理解
を深めるための安全運転教育の手法等についても記載されて
いる。安全運転教育は、各運転者の技能および知識の向上を目
的とするものであるから、一度実施したら終わりではなく、個人
ごとに習得の程度（向上の程度）を測りながら、各人の運転適
性に応じた指導を実施し、ＰＤＣＡサイクルによる技能および知
識のスパイラルアップを図ることが求められる。

改正指導監督指針で規定する安全運転教育を実施するうえ
で、事業者はどのような点に注意しなければならないのかにつ
いて、ポイントを次のとおりに紹介する。

⑴年間計画の策定等

安全運転教育を継続的かつ計画的に実施できるよう、まず
は教育計画の策定が求められる。1年間に12項目の教育が実施
可能な計画を策定しなければならないが、最初からすべての項
目で深い知識を教育する計画を立てることは、結果として教育
効果が低くなる可能性があるため、注意が必要である。最初は
概要から入り、年々深く専門的な部分を教育するなど体系的に
実施することにより、技能・知識を深めることが効果的である。
また、各項目で範囲を絞って重点項目を決め、1年ごとに重点項
目を変えて範囲を広げていくことも効果的である。各運転者の
習得の程度を考慮しながら、適切なレベルで教育計画を策定
することが運転者の理解度の向上につながることに留意され
たい。

計画の策定に加えて、指導要員の確保など実施体制の構築
や教育実施に必要な予算措置についても合わせて検討が必要
な点に留意されたい。

⑵習得の程度の確認方法等

習得の程度を測るには、問題集等を用いたペーパーテストや
対話による確認、実際の運転でのテスト形式での確認またはア
ンケートによる確認などがあるが、問題集等を用いたペーパー
テスト形式が明確かつ短時間で実施可能なことからお勧めし
たい。

テストの実施により、習得の程度が低いと判明した部分に対
しては、補完する教育を実施するとともに、教育手法の見直しや
さらなる教育時間の確保等についても検討されたい。

習得の程度の確認等を含めた年間教育実施の流れの一例を
図３に示す。

⑶教育手法

運転者の理解を深めるために教育手法の工夫も求められる。
次のような参加・体験・実践型の取り組みが、運転者自ら考え

ることにより知識の定着化を図ることや、体験に基づいて習得
できること、誤った技能・知識を身につけている場合にはそれを
是正できること、により効果的である。
①少人数のグループに分けて自社のドライブレコーダーの運転

映像等を題材として、話し合いをする機会を設ける
②イラストなどの視聴覚教材または運転シミュレーター等を用

いて交通事故の発生する状況等を体験する機会を設ける

教
育
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題
を
次
年
度
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画
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映

〈
１
カ
月
の
流
れ
〉
（×

12
ヶ
月
）

指導および監督の記録簿の作成・保管

年間教育実施の流れ（例）

Plan

Do

Check

Action

年間教育計画の策定

実施マニュアルに基づく
教育の実施

問題集等による理解度の確認

不十分な教育箇所を補完

【図3】年間教育実施の流れ（例）　（インターリスク総研作成）
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⑷指導者の育成および資質の向上等

指導者を自社内から選任する場合、質の高い教育を提供す
るために、指導者に外部の研修機関等で教育を受ける機会を
与えることなどにより、指導者に教育内容の知識および技術を
習得させ、常にその力量を向上させるように努めなければなら
ない。

また、運転者の専門的知識・技術の習得には、自社内の指導
者による教育のみに限定することなく、教習施設などを有する
専門的機関の活用も検討する必要がある。「2．指導監督指針の
改正内容」に記載のとおり、初任運転者への教育は、今回の改
正により、教育内容および教育に必要な時間が大幅に拡充・強
化された。自社内での教育実施が困難な場合には、各都道府県
のトラック協会が主催している初任運転者特別講習等の活用
を検討されてはいかがであろうか。

なお、教育の具体的内容については、社会情勢等の変化に対
応したものでなければならないため、指導者は関係法令等の改
正の動向や業務の態様が類似したほかの事業者の事故実例等
について、国土交通省や警察庁などの行政機関や公益社団法
人 全日本トラック協会（以下、「全日本トラック協会」）等の関係
団体等から幅広く情報を収集し、必要に応じて教育内容の見直
しを図る必要がある。

⑸記録簿の保管
　
法令上、指導および監督の記録は、①日時、②場所、③教育内

容、④指導および監督を行った者および受けた者を記録し、そ
の記録を営業所において3年間保存することが義務付けられて
いる。様式は指定されていないが、③教育内容の記載にあたっ
ては、12項目の名称を記載することをお勧めする。後で確認する

際に、1年間に12項目実施しているかどうかが明確になるためで
ある。また、記録媒体は紙以外に、電子データでも法令上は問
題無いが、その場合にはデータを保存したパソコン等の滅失・
棄損時にデータが消失するケースも考慮のうえ、別の記憶媒体
にバックアップデータを保存するなどの対策を講じられたい。

⑹特定運転者に対する指導の実施および適性診断
の受診・活用
　
特定運転者（事故惹起者・初任運転者・高齢運転者）に対し

ては、従来の指導監督指針においても特別な指導が義務付け
られていたが、全日本トラック協会の「巡回指導における特定運
転者指導監督項目調査件数等（平成27年度）」によれば、従来
の指針においても適正に実施されていないなどの違反が調査
全件の約41％という状況であった。中でも初任運転者に関する
違反が多く、雇い入れる前の事故歴を把握していないケースが
17.5%で、「初任運転者教育の一部未実施」が10.3%であった。
次いで、「高齢運転者教育の一部未実施」が7.7%、「高齢運転者
教育のすべて未実施」7.4%と続いている（図４）。

特定運転者に対しては、国土交通大臣が認定する適性診断
の受診も従来の指導監督指針から義務付けられており、全日
本トラック協会の「巡回指導における特定運転者適性診断項
目調査件数等（平成27年度）」によれば、「一部またはすべて未
受診」もしくは「診断結果未提示」の合計件数が調査全件の約
34％という状況であった。

適性診断を活用する目的は、自分自身では気づきにくい「運
転のくせ」（運転行動）を理解させ、運転の悪いくせを直させるこ
とにある。事業者は、運転者にただ受診させるだけでなく、診断
結果を生かして運転の悪いくせを直そうとしている運転者を援
助するよう適切に指導教育することが求められる。

否の詳細比率（内訳）

初任運転者事故歴把握なし

初任運転者教育一部未実施

高齢運転者教育一部未実施

高齢運転者すべて教育未実施

初任運転者すべて教育未実施

教育記録3年分保存なし

記録簿未提示

所定時間不足

告示項目一部未実施

0% 5% 10% 15% 20%

17.5%

10.3%

7.7%

7.4%

4.5%

0.7%

0.3%

0.2%

0.1%

【図4】（2015年度）巡回指導における特定運転者指導監督項目調査件数等　（参考資料6）を基にインターリスク総研作成）

（2015年度）全日本トラック協会による巡回指導における特定運転者の指導監督違反状況
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1) 国土交通省自動車局「自動車運送事業に係る交通事故対策検討会報
告書（平成26年度）」
＜http://www.mlit.go.jp/common/001094251.pdf＞（最終アク
セス2017年5月16日）

2) 国土交通省自動車局安全政策課「自動車運送事業者が事業用自動車
の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル≪第1
編　概要編≫」
＜http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/
data/truck_gaiyohen.pdf＞（最終アクセス2017年5月16日）

3) 国土交通省自動車局安全政策課「自動車運送事業者が事業用自動車
の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル≪第2
編　本編：一般的な指導及び監督指針の解説≫」
＜http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/
data/truck_honpen.pdf＞（最終アクセス2017年5月16日）

4) 国土交通省関東運輸局自動車運送事業安全監理室「貨物自動車運送
事業の行政処分の概要(平成27年度)」2016年6月20日
＜https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/press/date/1606/0620/k2_
p160620.pdf＞（最終アクセス2017年5月16日）

5) 国土交通省自動車局安全政策課「貨物自動車運送事業者が事業用自
動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の改正概要」
＜http://www.mlit.go.jp/common/001126328.pdf＞（最終アクセス
2017年5月16日）

6) 国土交通省・公益社団法人 全日本トラック協会・全国貨物自動車運送
適正化事業実施機関「指導・監督指針 改正のポイント」リーフレット

改正指導監督指針で規定される特定運転者に対する必要な
教育は、表1のとおりで、「2．指導監督指針の改正内容」でも述
べたように強化されている。前述の全日本トラック協会の従来
の指針に基づく調査データからも非常に多くの事業者で違反
がみられる現状にかんがみ、各事業者において適切に実施され
ているか、今一度確認されたい。

４	おわりに
法令で定める安全運転教育を実施するには、一定の期間に

規定の内容および時間を満たした教育を実施するだけでは十
分とは言えない。法令で定める安全運転教育が技能および知
識の向上を目的とするものであることから、習得の程度を向上
させることが最も重要となる。

近年、衝突被害軽減ブレーキなどの各種運転支援装置が
続々と開発され、導入する事業者が増える一方、当該装置の性
能の理解不足や過大評価から発生する事故も見受けられる。 
こうした今までに無い態様の事故が発生する中で、安全運転教
育はもはや毎年ルーティンで行っているだけでは、十分とはい
えない。それらの新たな情報を収集し、それを現場へ共有し、ま
た、理解を深める手法を日々検討することが大切である。

交通事故防止に特効薬は無く、継続的な取り組みが必要不
可欠である。『不断の取り組みが重大事故を防止する』という強

い意志を持って、今回の指導監督指針の改正を機に、自社の安
全運転教育を今一度振り返って頂きたい。

　
以上

※1：①特定診断Ⅰの対象者：死者または重傷者の事故を引き起こし、かつ当該事故前1年間に事故が無い者および軽傷者の事故を引き起こし、かつ当該事故前3年間
に事故を引き起こした者

②特定診断Ⅱの対象者：死者または重傷者の事故を引き起こし、かつ当該事故前1年間に事故を引き起こした者
※2：上記の他、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書または運転記録証明書等により、雇入れる前の（過去３年間、事業用自動車に限らず）事故歴

を把握しなければならない。（事故歴があった場合は上記事故惹起運転者に該当し、適性診断受診および指導を受けていなければ実施の必要有り）
（インターリスク総研作成）

【表1】特定の運転者に対する特別な指導の内容および時間

対象 指導内容 指導時間 指導実施時期 適性診断受診

事故惹起
運転者

（1）トラックの運行の安全の確保に関する法令等
（2）交通事故の事例の分析に基づく再発防止対策
（3）交通事故に関わる運転者の生理的および心理的

要因並びにこれらへの対処法
（4）交通事故を防止するために留意すべき事項
（5）危険の予測および回避
（6）安全運転の実技

・左記（1）〜（5）は、合計6時間以上
（左記（6）は可能な限り実施）

事故後、再度乗務する
前（やむを得ない事情
がある場合、再度乗務
開始後1カ月以内）

・運転者の区分に応じて、特
定診断Ⅰまたは特定診断Ⅱ※1

を受診
・再度乗務する前に受診

初任
運転者

※2

（1）一般的な指導および監督の全12項目
（2）安全運転の実技

・左記（1）は合計15時間以上
（このうち、①日常点検、②トラッ
クの車高、視野、死角、内輪差お
よび制動距離等に関する事項、
③貨物の積載方法および固縛方
法は実際に車両を用いて指導）

・左記（2）は合計20時間以上

初めてトラックに乗務
する前（やむを得ない
事情がある場合、乗務
開始後1カ月以内）

・初めてトラックに乗務する前
3年間に初任診断未受診者
を対象

・初めてトラックに乗務する前
に受診

高齢
運転者

適性診断結果を踏まえ、加齢に伴う身体機能の変
化に応じたトラックの安全な運転方法等について自
ら考えるよう指導

指導時間の指定なし 適性診断結果判明後、
１ヶ月以内

・65歳に達した日または65歳
以上の者の選任日から1年
以内に1回、適齢診断を受診

・その後３年以内ごとに1回
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洋上風力発電

株式会社インターリスク総研
リスクマネジメント第三部  環境・ＣＳＲグループ
上席コンサルタント　  　 　 　 　 寺

て ら だ

田 祐
ゆ う

１	はじめに
世界の洋上風力発電の導入量は、北海・バルト海に面したイギ

リス、デンマーク、ドイツを中心に着実に増えている。日本では主
に陸上風力が先行して普及しており、洋上風力に関しては、コス
ト高や洋上という特殊条件のため普及が比較的遅れている。し
かしながら、今後実績を重ねる中でコスト低減とともに洋上とい
う条件を考慮した事故リスクの特定と対策が進んでいけば、導
入の拡大が期待される。

本稿では、洋上風力発電設備において日本で比較的実績のある
「着床式」（風車のタワー下部を海底に固定する方式）について、そ
の基本構造に触れた上で、主なリスクとその対策について解説する。

２	洋上風力発電設備の基本構造
図１のとおり、洋上風力発電設備は、風力発電機、洋上変電

所、海底送電線（海底ケーブル）・通信ケーブル、運転監視施設、

洋上風力発電設備に関する
事故・故障リスク

陸上変電所で構成されるのが一般的である。特に海底ケーブル
は洋上風力発電設備に特有であり、①アレイケーブル（個々の
風力発電機からの出力を洋上変電所まで送電）と②送電ケーブ
ル（洋上変電所に集合した電力を昇圧し陸揚げ点まで送電）が
ある。

３	主な事故・故障リスク
洋上風力発電設備には様々な事故・故障リスクがある。例え

ば、施工中の持ち上げ作業や輸送作業中の部品落下による人
や財物の損傷、落雷、風災、高波などの自然災害の影響による
事故・故障などである。事故の発生によって、損傷部分の修理・
復旧にかかる費用だけでなく、操業開始の遅延や不稼働による
利益損失も発生する。

ここではまず全体的な事故・故障リスクの傾向を説明した上
で、各リスクとその対策について述べる。

【図１】一般的な洋上風力発電設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献1））
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⑴全般的な事故発生状況

①財物の損害
図２は欧州の洋上風力発電（施工段階および稼働段階）の保険

事故請求における損害箇所別（注：第三者賠償など損害箇所別
で分類できないカテゴリーも一部含む）の件数の内訳を示したも
のである。これを見ると、海底ケーブル関連の事故が54％を占め、
中でも建設作業中のアレイケーブルの事故（32%）が最も多い。

②人への損傷
表１はG9 Global Offshore Wind Health and Safety 

Association（以下、「Ｇ９」）が公表している欧州での洋上風力
発電設備の事故状況を重傷度ごとに件数で示したものである。
なお、Ｇ９は洋上風力発電事業における作業員の健康と安全性
を高めるために事業者によって作られた業界団体である。

同表によると、「危険」や「ケガ寸前」のケースが多いものの、
「労働損失日数」につながるような大きな事故も、毎年一定程
度発生している。

表２は作業過程ごとの事故の件数を示したものである。年ご
とに発生件数の変動が大きいが、持ち上げ作業や海洋での作
業で発生件数が多いことがわかる。

以上から、洋上発電設備における人への損傷が発生する事故
では、重大な事故も一定程度発生しており、特に持ち上げ作業
や海洋作業で生じている。

⑵施工段階における主なリスクと対策

①海底ケーブル敷設時
海底ケーブルは一般的に防食性の高いケーブルが選定され、

海底に埋設される。水深が深いなどの理由で埋設が不可能な
場合には、海底に直置きして防護管等で覆い保護されるが、外
洋船の錨（いかり）、漁船の底引き網、砕波（さいは）、うねりなど
が原因でケーブルが損傷することがある。また、施工時における
早い潮流はケーブルのねじれや破損などのトラブルのもととな
る。そのため、海底地形、底質・土壌、水深、水温、海潮流、障害
物の有無などの状況を事前に調査する必要がある。

また、リスク要因として、船舶および設備の選定、ケーブルの
敷設ルートや長さ、敷設方法、ケーブル保護などの技術要件が、
作業や海域（天候、土壌等）に見合わないことが考えられる。土
壌を掘削しケーブルを地中に敷設する場合、掘削する深さ、ケー
ブルを埋設する土壌の厚さなどを考慮し、適切に施工する必要
がある。

②風車（タワー、ブレードなど）および洋上変電所設置時
a）機材の輸送

内陸輸送では、輸送能力および体制の確保、荷重の余裕を確
保できているかがリスク管理上の重要な要素となる。

【表１】重傷度ごとの事故の件数

【表2】作業過程ごとの事故の件数

(出典：参考文献3）を基にインターリスク総研にて作成)

(出典：参考文献3）を基にインターリスク総研にて作成)

Work process（作業過程） 2013 年 2014 年 2015 年

Lifting operations（持ち上げ作業） 165 143 100

Working at heights（高所作業） 45 77 78

Marine operations（海洋での作業） 131 237 194

Operating plant and machinery
（発電所や機械の運転） 50 134 70

Other（その他） 225 403 541

Total（合計） 616 994 983

【図２】損害箇所別の事故発生割合（件数ベース）
（出典：参考文献2）を基にインターリスク総研にて作成）

Incident severity（事故の重傷度） 2013 年 2014 年 2015 年

Lost work day（労働損失日数） 66 44 41

Restricted work day
（就労制限日数） 12 14 32

Medical treatment injury
（医療行為が必要なケガ） 30 89 54

First aid（応急措置） 61 95 70

Near hit（ケガ寸前） 345 655 336

Hazard（危険） 102 97 450

Total（合計） 616 994 983
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また、船舶での洋上輸送では、転覆や沈没などの事故により、
設置設備が破損または全損する可能性がある。また、強風や突
風の他、荒波、強い潮流が発生するなど天候が急変した場合に
特に高いリスクを伴う。

航行ルートにおける他の船舶・浮遊物を監視するとともに、天
候状態に基づく作業の停止基準（天候基準）を設定した上で適
切な天候のモニタリングを行うことが必要となる。
b）洋上建設

自己昇降式作業台船（昇降用脚をもち、プラットフォームを海
面上に上昇させてクレーン、杭打ち等の作業を行う台船）の稼
働脚部のジャッキアップ／ダウンおよび上甲板の位置合わせを
行う作業は高いリスクを伴う。作業海域に到着後ジャッキアップ
を実施する際には、稼働脚部がそれぞれ不規則に海底に沈みこ
むリスクが想定される。

また、強風や荒波の影響により、クレーンで吊り上げた機材が
人や他の設備に接触するまたは落下するリスクがある。

対策として、天候基準を設定した上で天候モニタリングを適
切に行うことが必要となる。

⑶稼働時の主なリスクと対策

①気象リスク
落雷、風災、海象・地震などの気象の影響は機材の直接的な

損害をまねく可能性がある。

a）落雷
日本海側を中心としたエリアにおいて、陸上風力発電設備

が冬季雷による被害を受けるケースが多く報告されている。 
ＮＥＤＯ（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開
発機構）の『着床式洋上風力発電導入ガイドブック』2）（以下、 

「ＮＥＤＯガイドブック」）によれば、風力発電機の大型化（ブレー
ド先端までの高さ120〜130m級）で落雷被害が増加しており、
自然現象を原因とする風車の故障事故のうち約80％が落雷に
よるものとされている。
b）風災（強風・台風）

強風による過回転は風車にとって大きな負荷となり損害発生
の要因となる。特に、停電時にヨー制御注１）が行えなくなり、設
計上の耐風速が確保できず重大事故（タワー倒壊、ブレード折
損等）につながるおそれがある。
c）海象・地震リスク

洋上風力発電設備では海象（主には波浪・海流）・地震による
影響で風車や海底ケーブルが破損するリスクがある。

　
以上のリスクに対する主な対策として、表３のような例が挙げ

られる。

②施設管理・メンテナンス（含む設備復旧）の不備によるリスク
オランダの洋上風力発電機のパワートレイン（ブレード、発電

機などの発電関連部分）関連の故障事故に関する停止時間の

共通 適切な機種選定 【落雷】IEC61400-24：2002に準拠した適切な風車の雷保護レベルの機種選定
【風災】IEC61400-1、JIS C 1400-1に準拠した適切な強風対策クラスの機種の選定
【海象・地震】IEC61400-3（洋上風車の設計要件）に準拠した風車および支持構造物であることの確認

運用面の対策 ◦気象状況の監視、一定の基準に達した場合は作業を停止するルール設定と作業員への教育・訓練
◦定期的な各部の点検

落雷 設備面の対策（例） ◦レセプタ（受雷部）を活用したブレードの対策（レセプタ設置、レセプタの複数化、レセプタとブレード一体成型
など）の導入

◦電気系機器に雷サージ対策(ＳＰＤ)の設置
◦雷接近検知装置の設置

運用面の対策（例） ◦落雷情報の入手と状況に応じた運用
◦ダウンコンダクタ（雷撃電流を流す導体）の導通の定期検査
◦落雷確認後の運転停止

風災 対象サイトの風況観測・
風況シミュレーション

◦現地風況の把握（公開データの活用や実測値の収集（最低1年間））
◦風況観測データを基にした風況シミュレーションの実施
◦過去の台風被害や自治体の台風情報の把握

設備面の対策（例） 強風によるダメージを軽減する過回転防止機能の搭載

海象・地震 対象サイトにおける正確
な海象状況などの観測

◦対象サイトにおける実測値として、平均波高と波周期の把握（全国港湾海洋波浪情報網（NOWPHAS）* や
気象庁のデータ活用）
＊ http://www.pari.go.jp/unit/kaisy/nowphas/

◦海流の把握（海上保安庁水路部発行の水路特殊図として「海流図」などを活用）
◦地震・津波なども国土交通省のハザードマップ分類や過去の被害状況の確認

【表３】主な気象リスク対策（例）
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集計（図３）では、主にブレード、発電機、増速機で故障が生じて
おり、この3種類で停止時間は全体の87％に達する。これらは、
自然災害による事故もあるが、経年劣化による事故の可能性も
想定される。

これらの部位の故障で発電が停止し、修理・復旧に時間を要
する場合、利益損失も発生するため大きなリスクとなる。特に海
外製の設備・部品の復旧の場合は、海外からの調達が必要とな
る。交換部品の在庫がメーカーにも無い場合は注文生産とな
り、調達に時間を要することがある。このようなリスクを軽減す
るため、表4のような対策が必要となる。

③その他（漁船によるケーブルの損傷）
船の衝突や錨により海底ケーブルが損傷するリスクがある。 

ＮＥＤＯガイドブックによれば、海外における洋上風力発電に
係る海底ケーブルの損傷は、漁業活動が全体の52％、次いで
錨による損傷が18％となっている。図２で見たとおり、運転段

階における海底ケーブルの損傷による事故のケースは少なく
ない。

対策として、設備面では適切な施工が行われることが前提
だが、特に浅い水深ではケーブルの周りにリング状の防護管
を設置するなどの処置や、3年に1回程度の潜水士による埋設
深度調査を行い早期に劣化を把握し補修することが重要と
なる。

４	おわりに
日本における洋上風力発電設備の導入実績はまだ限られた

ものであり、今後実績が増えるごとに日本における同設備の施
工段階および稼働段階におけるリスクが顕在化してくると考え
られる。

洋上風力発電設備には従来の陸上風力にはないものも含め
様々な事故・故障リスクがあるが、適切な対策を実施することで
そのリスクを軽減することができる。

今後事故・故障リスク対策がさらに進み、新規参入への障害
が緩和されることで、洋上風力エネルギーの普及がさらに進展
することが期待される。

以上

定期的な点検 運転状態と保守状態の日/週/月ベース
の点検と年次ベースの定期点検の実施

監視システムの導入 従来型の遠隔監視制御システム（ＳＣＡＤ
Ａ）注2)と状態監視システム（ＣＭＳ）注3)、
あるいはＳＨＭ注4)の組み合わせによる
監視

予備品のストック 故障・事故発生頻度の高い主要部品（ブ
レード、ギアボックス）について交換用の
予備品ストック

発電設備の技術的対策 例：多極発電機の採用により増速機その
ものをなくす
（ギアレス化）

【表4】主な施設管理・メンテナンス対策（例）

【図３】オランダの洋上風力発電機の故障事故の部位別発生割合（停止時間に
対する割合）

　（出典：参考文献2））

参考文献・資料等

1）独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構『再生可能エネ
ルギー技術白書第2版』2014年2月

2）国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構『着床式洋
上風力発電導入ガイドブック（第一版）』平成27年9月

3）G9 Global Offshore Wind Health and Safety Association
『Incident Data Report』2013年〜2015年

注）
　　　　　　
1）ヨー制御

風車回転面を変動する風向に追尾させる制御。風車の保護や出力制御のため
に方位を制御することもある

2）遠隔監視制御システム（ＳＣＡＤＡ）
Supervisory Control and Data Acquisitionの略称。発電電力量、風向・風
速、ブレードのピッチ各などのデータを取得する

3）状態監視システム（ＣＭＳ）
Condition Monitoring Systemの略称。発電設備に振動、熱などのセンサー
を設置し、個々の状態を遠隔監視して、故障発生を未然に防ぐ

4）ＳＨＭ
Structural Health Monitoringの略称。基礎部、タワー部、ブレードに関わる
構造物の状態監視を行う



RMFOCUS Vol.62 〈2017 Summer〉　32

与信管理

株式会社インターリスク総研
リスクマネジメント第三部  統合リスクマネジメントグループ
上席コンサルタント　  　 　 　 　 坂

さ か う え

上 竜
り ゅ う た

太

１	はじめに
与信とは「信用を供与すること」である。つまり、取引相手を信

用し、取引において一定期間支払いを猶予することをいう。一
般的に企業間の頻度が高い取引においては、都度前金やキャッ
シュオンデリバリーで商品・サービスと引き換えで代金を回収す
ることは非効率であると考えられている。そのため、取引先に信
用を供与し商品やサービスを提供したあと、月ごとにまとめて代
金を回収する取引が行われる。

これに伴い、商品やサービスを提供したあとに代金回収が確
実にできるかわからないというリスクが発生する。当該取引先に
信用を供与することの判断や、回収不能になるリスクおよび金
額の把握、支払日の管理、営業担当者への指示を含めた取引総
額をコントロールすることをまとめて「与信管理」という。

本稿では、与信管理の実践にあたってのポイントおよび海外
企業との取引にあたっての留意点について解説する。

 

２	情報の収集
与信管理を行う上で最も基本的なことは各種情報の収集で

ある。実際にどのような情報の収集が必要となるかを列挙する。

⑴格付け情報の収集

一般的な与信管理手法として最も有名なものが格付け情報
の活用ではないだろうか。格付けとは、企業の信用力を個社ごと
に比較できるよう、定量的な統一の指標で示したものである。

世の中に存在する格付けの方法は様々である。民間の企業

与信管理実践のポイントと
海外企業との取引上の留意点

信用調査会社、たとえば帝国データバンクや東京商工リサー
チ、外資系のエクスペリアンやクレディセイフなどが自社調査に
よる格付けを提供している。このような企業信用調査会社は、
財務諸表を含む複数の項目をリサーチし、自社独自のアルゴリ
ズムを使って格付けを行っている。数百万件という大量のデー
タを保有し、その統計的なモデルを作り上げていることも多く、
格付けの信頼性は高いものといえる。こういった信頼性のある
調査会社の格付けを使うことも有効な手段である。

⑵その他情報の収集

一方で費用面から信用調査会社を使わないことも多いであ
ろう。その場合でも、次のような情報を収集し、社内のルールに
従って格付けしておくことを推奨する。

①登記情報
日本国内の会社であれば、情報収集としてまずは商業登記

簿謄本（以下、「商業登記」）を確認することが基本である。商業
登記は、法務局に行けば少額で入手することができる。商業登
記からは会社の成り立ちや、本店の移転履歴、代表者や役員の
変遷、事業の目的、債権譲渡の有無など様々な情報が確認でき
る。債権譲渡の登記があればその相手や金額が取引前に確認
でき、取引の判断が行いやすくなる。

不動産登記簿謄本からは土地の所有情報や担保設定情報が
わかる。もし担保が設定されていれば取引している金融機関の
名前が把握できる。抵当権の設定状況などからその企業の資金
調達力が把握できれば、取引の上限なども決めやすくなろう。

②財務状況
いわゆる決算書のことである。上場企業であれば有価証券 

報告書など公開情報から決算情報を入手することができる。 

与
信

管
理
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上場企業でなくても、新規取引開始時には3期分の決算書を提
供してもらうよう要請するようにしたい。入手した決算書からわ
かるのは決算時点のあくまでも過去の情報であるが、少なくと
もここ数年の状況が把握できる。入手した決算書は、安定性、収
益性、キャッシュフローの面での財務分析を行うことが必要で
ある。

③ビジネスモデル
業界ごとのビジネスモデルや商慣習は多種多様である。あら

ゆる業界のことを常に理解し把握しておくことは困難である。
新規取引先が自社と同業界にいるならば、業界内での立ち位
置や業界特有の商慣習なども理解できるので問題は少ないと
いえる。また同業界内の業界通の話も耳に入ってくるであろう。

しかし、他業界の企業と取引を開始するときはある程度の下
調べが必要になる。たとえば、昨今倒産が多くなっている書籍
取次業界の場合、法制度上著作物の再販価格の維持が認め
られている。書店へ委託販売という制度をとっており書店から
は売れ残りが返本されてくる。回収は長期間にまたがるなど、
キャッシュが回りにくい業界であるといわれる。一方で、格安旅
行会社の倒産で注目の集まった旅行業界では、一部飛行機の
席やホテルの部屋などを事前に大量購入することはあるもの
の、基本的には一般消費者の旅行申込、入金確認後にチケット
やホテルを手配するという、事前回収を基本とした運営ができ
ることから資金繰りが比較的容易な業界であるといわれてい
る。上記は極端な例であるが、業界ごとの特色や資金繰りの状
況を確認することができれば、そのキャッシュフロー特性を織り
込んだ取引にシフトすることができよう。

いずれの情報も時間的制約や費用対効果の面から、どこまで
の情報で判断するかはあらかじめ決めておくことが望ましい。

 
 ３	与信管理方針
そもそも与信管理をする目的は、第一に貸し倒れを防ぐことで

ある。仮に100万円の貸し倒れが発生したとする。売上高経常利
益率が10%の会社であれば、100万円の貸し倒れ損失を補うた
めには、100万円÷10%=1,000万円の売り上げを立てなければそ
の損失を補えない。しかしそれは、現実には容易ではない。その
ため、日ごろから回収不能リスクがどこに潜んでいるのか、そのリ
スクが顕在化した際に何をすればいいのか、だれがそのリスクを
引き受けるのかを考え、貸し倒れに備えることが与信管理の根
本的な目的であるといえる。別の意味では、だれの決断で、どこま
でのリスクを取って、どれくらいの利益を上げることができるのか

を判断するための情報を持つことが与信管理ともいえる。
第二の目的は、リスクと利益のバランスを把握することであ

る。パレートの法則注1)のとおり、利益の80%は20%の取引先か
ら得ていることが広く知られている。その重要な20%の取引先が
どれくらいのリスクがあるのかを知ったうえで取引を継続するこ
とが重要である。

そのため、与信管理方針は、経営方針を踏まえたものである
必要がある。自社の利益率を確保しながら確実な回収ができる
範囲内での取引を目指すのか。それとも取引先のうち数％が倒
産することを覚悟し、それをカバーできるだけの利益を確保す
ることを目指すのか。それは会社の方針であり経営マターであ
ろう。ここでは、どちらがいいのかの断言は避けるが、どちらの
方針を取るにせよ、自社の取引先の管理は確実に行いその内
容を分析することで方針もおのずと決まってくるのではないだ
ろうか。

 
 
 ４	与信管理の流れ
次に、与信管理の流れについて言及したいと思う。
まず、読者の皆さまにおかれては、自社における与信管理を

行っている部門を把握されているだろうか。審査部門、財務・経
理部門、営業部門等の様々な回答が想定されるが、与信管理の
基本的な流れを把握すれば、おのずとどの部門が行うのかが分
かると思う。本来的に与信管理に関わる部署は前述のすべての
部署であり、加えて法務部門や取締役会も与信管理に関連する
組織である。

取引の流れに沿って部門ごとの役割を追っていく。

⑴営業部門

そもそも与信管理は、商品・サービスを販売しなければ始ま
らない。営業がそのきっかけであり、最前線である。営業部門が
お客さまとなりえる取引先を見つけ、商品・サービスの購入を決
定してもらうことから与信管理は始まる。営業部門は、取引先の
会社名、本店所在地、代表者名、電話番号などの情報に加えて、
取引金融機関、直近3期程度の売上高・利益などの情報を調査
し、管理部門に申請する。

⑵管理部門

管理部門は営業部門からの新規取引申請に際して、取引の可
否を判断し、新規の取引口座を作成する。
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⑶法務部門

取引に適している先であるかどうかをリーガル面からチェック
する。契約書の内容の確認や、反社会的勢力への関与に関する
チェックも法務部門が行う企業もある。

⑷取締役会

リーガルチェックやその他様々な確認が行われた後、取引条
件や金額などによっては、取締役会の決議が必要になることも
あろう。重要な取引が開始される場合などには取締役会で議論
が行われ、取引の可否が決定されることが多い。

⑸財務・経理部門

契約を締結し、口座を開設し、商品・サービスが提供される
と、売掛債権として経理帳票に記載される。財務・経理部門で
は、請求書の発行発送や、回収までの期間の管理などを行う。

⑹営業部門

営業部門は、所定の期日に入金されているか確認し、入金確
認ができなければ回収をする必要がある。支払が著しく滞って
いる場合などは、次の商品・サービスの納入を止めるといったこ
とを行う必要もあろう。

 

５	 	モニタリング
与信管理におけるモニタリングとは、定期的に取引先の信用

調査を行い、変化の有無を継続的に確認することである。特に
取引が継続的に行われる場合は、取引先の情報収集を常に行っ
ておきたい。

モニタリングは、営業が定期的に取引先を訪問し、企業の状
況に変化がないかを確認することが一般的である。たとえば、商
品在庫の数や従業員の出入り、入退社、事務所内のカレンダー
に書かれた企業名や応接室、会議室など変化を感じる部分はど
こにでもある。ある著名なファンドマネジャーは、会社の正面玄
関にある傘立てに晴れた日にもかかわらず、乱雑に傘がささって
いないかなどをチェックしているともいう。どんなささいなことで
もチェックするよう心掛けることが重要である。

また、自社の与信管理の現状を把握し、取引先の信用リスク
のバランスがどのようになっているのか確認しておくことも重要

である。
取引先の区分が図１のように可視化されると、自社の取引先

の信用リスクの状況が認識しやすくなる。

Aゾーンの企業は、リスクは高い上に、取引金額が大きい。取
引金額が大きい分、回収不能に陥った時のインパクトも大きい
ため、契約条件の変更や担保の設定、与信限度額の調整などの
対策が必要となろう。

Cゾーンの企業は、安定している取引先である一方で、取引
金額が小さい。安定した企業と取引をする方針の企業は、この
ゾーンの企業の数を増やせばよい。個社ごとの取引金額を増
やしていき、売り上げを増やすこともできる。しかしながら、この
ゾーンの取引先は一般的には大企業が多く、コストダウン等の
圧力がかかることも考えられ、利益がとりにくいといわれてい
る。そのため、取引先がこのゾーンばかりに集中するとバランス
が悪い。

統一指標による格付けがなされていることが前提となるが、
自社の取引先のポートフォリオを確認することにより、営業方針
や経営方針の検討に活用することができるので、ぜひ一度取引
先全体を俯瞰（ふかん）することをお勧めする。

【図１】取引先の区分の可視化（例）　　　　　　　（インターリスク総研作成）

与信管理

与
信

管
理
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６	 	与信限度額
与信限度額とは、取引先企業に与えた信用の最大限度額の

ことである。与信限度額は、①自社の体力に応じて決定するパ
ターン、②取引先の体力に応じて決定するパターン、③取引実
績に応じて決定するパターンなどがある。与信限度額の設定に
唯一の正解はないが、今までの取引実績を中心に考えることが
現実的であり、多くの企業で採用されている。与信限度額は、単
純化すると【月あたりの取引額×回収期間×季節変動・スポット
などを勘案した余力×格付け】といったパターンにより算出され
る。例えば月平均取引額100万円、月末締め翌月末払いで最長

2か月の支払いサイト注2）、スポットで150%まで対応し、格付け
はCランク(レート0.80）という取引先の場合は、100(万円)×2(ヶ
月)×1.5×0.80=405万円を限度額として設定する、という方法で
ある。

その後、取引実績に応じて限度額を増減させていく。新規取
引や、通常設定の与信限度額を上回る取引が行われる際には、
限度額の決裁が必要である。その際は、表１のような限度額決
裁権限一覧表を用意して対応することも多い。

 
 
 ７	 	海外企業との取引における与信管理
ここまでは一般的な与信管理の概念とその簡易的なモデルに

ついて記述してきた。ここからは海外企業との取引における与信
管理の留意点についていくつか列挙する。

⑴海外取引でチェックしたいポイント

①マクロ環境
政治情勢の変化等カントリーリスクの変動などによるL/C注3)

引受行の変動、国境の分断によるサプライチェーンの崩壊、国
策による国内産業保護・台頭など、自社によるコントロールが困
難な要因によって影響を受ける。新興国では特に、政治的な地
縁、血縁などにも注意したい。

②業態
契約先企業がどこの国の企業であるのか不明瞭な場合が多

い。いわゆる「パナマ文書問題」で注目されたタックスヘイブン等
は注意が必要な場合がある。タックスヘイブンで設立された企
業は、原籍国もオーナーも不明瞭な企業が多く、租税回避のほ
かにもマネーロンダリング目的のフロント企業などが多く存在
するといわれている。日本から遠方にあるため、フェイス・トゥー・

 （インターリスク総研作成）

【表１】与信限度額の決裁権限一覧表（例）

参考  与信管理システム導入のポイント

 与信管理に積極的にシステムを導入する企業も多い。
与信管理システムは、多くの企業から様々なものが販売
されており、要望に応じてカスタマイズも可能である。与
信管理のシステム導入時に最低限付与しておきたい機能
としては、債権管理における重要なポイントでもある、「名
寄せ」の機能がある。一つの企業でも複数の部署で別々
の取引を行っていたり、複数の営業所・支店で取引を行っ
ていたりすることも多い。取引窓口ごとの取引金額は判明
するが、企業としての債権総額が把握できていないという
ことでは、もしもの際に債権額が確定できずに困ることに
なる。システム導入の機会にはぜひ「ユニークな統一コー
ド」で管理することをお勧めする。最近では、法人番号が
導入されたことで、1企業1コードが実現している。商業登
記にも法人番号が記載されており、また国税庁のホーム
ページでも簡単に検索できるので、管理コードとして活用
されることをお勧めする。
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フェイスで会う機会が少ない。タックスヘイブンで設立された企
業は現地に赴いて存在を確認するなど、より精緻なチェックが
必要である。現地に赴くことが難しい場合などには、信用調査会
社などのレポートを入手しておくことも必要であろう。

③リーガル
海外企業との取引で、安全保障上の問題や貿易制裁国への

輸出を結果的に行ってしまうこともありえる。
加えて、相手国側の法律に抵触し、相手国政府・法執行機関

などから多額の制裁金や賠償金が請求されることも多いため、
注意が必要である。近年は外国公務員に対する贈賄での摘発
も増えており、現地コンサルタントを介した取引なども注意が必
要となってくる。

現地事情に詳しい弁護士などを積極的に活用し、リーガル面
でのリスクを減らしておきたい。

 
④回収期間

商慣習として、中国の企業の支払いサイトは日本に比べ長期
であるといわれている。その分リスクが高まるため、注意が必要
である。他国でも、このような特徴を持つ地域の企業と取引する
際には気を付けたい。

遅延により回収が遅れれば遅れるほど、回収の確率が低下す
るという統計もあるため、できる限り早期に回収するようにした
い。

⑤ 公開情報
一般に公開されている情報と実態がかけ離れていることも多

い。特に倒産の定義については各国で異なり、統一の定義がな
い。そのため、公開情報では倒産していないことになっており、
一見問題がないようにみえる取引先でも、日本の基準でみれ
ば、実は倒産していたことに気が付かず取引を続けていたなど
のケースも散見される。わかった時には後の祭りというケースも
多い。

 

⑵日本企業と海外企業の取引習慣の違い
 
日本国内と海外企業の取引に関してはいくつかの大きな違い

がある。もっとも大きな違いは約束手形という制度がなく、現金
による取引が主な方法であることである。一見大した違いがな
いと感じられるかもしれないが、約束手形がないということは、
不渡りという制度がないということである。

日本では、6ヵ月以内に2回不渡りを出すと銀行取引停止にな
り、いわゆる倒産となる。海外の取引では約束手形がなく、不渡
りの概念がないため支払い期限に対してルーズな企業も少なく

参考文献・資料等

1）リスクモンスター株式会社編『与信管理論｛第2版｝』株式会社商事法
務、2012年

2）高井英男『すぐに役立つ中小企業の「与信管理」実務Q&A』セルバ出
版、2007年

注）
　　　　　　
1）パレートの法則

イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが発見した冪乗則（べきじょうそく）。
経済において、全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生
み出しているという理論。80:20の法則、ばらつきの法則とも呼ばれる

2）支払いサイト
取引代金の締め日から支払日までの猶予期間のことを指す

3）L/C
信用状。Letter of Creditの略。貿易決済を円滑化するための手段として、買
主の取引銀行が発行する支払い確約書

ないといわれる。支払いが行われていない企業でも、倒産と定
義されないからである。

海外企業の与信管理手法として、信用照会をかけることが一
般的に行われている。海外では、銀行や仕入れ先に連絡をして、
支払条件や取引条件などをヒアリングすることは通常よく行わ
れており、情報入手方法としては幅広く使われている。

約束手形や不渡り制度がない取引では、取引先からの回収が
遅延した際に、回収代行業者を利用して回収する。日本では、債
権の回収を当人および弁護士以外が行うことを禁じているが、
そのような制約のない海外ではよく行われる手法である。契約
書や社内規定で、回収が遅延し一定期間回収できなかった際
は、現地の回収代行業者に依頼をする方法を入れておくことも
有効な手段といえる。

 

 ８	 	おわりに
 与信管理について一通り触れてきたが、与信管理とは利益を

出すために信用リスクをコントロールすることであり、企業運営
全体をコントロールすることである。利益を出すために、時には
リスクを取り、信用度が十分でない企業との取引を検討するこ
ともあるだろう。十分な情報に基づき、利益と信用リスクのバラ
ンスを見ながら、合理的に意思決定を行っていくことが重要で
ある。

 
 以上

与信管理

与
信

管
理
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RIMS年次総会

株式会社インターリスク総研
リスクマネジメント第三部 環境・CSRグループ 
主任コンサルタント　 　 　 　  関

せ き ざ き

崎 悠
ゆ う い ち ろ う

一郎

１	はじめに
2017年のリスクマネジメント協会（ＲＩＭＳ: Risk Manage-

ment and Insurance Society, Inc.）年次総会が4月23日〜26
日、米国・ペンシルベニア州フィラデルフィアにて開催された。

年次総会が開かれたペンシルベニア・コンベンションセンター
は、数多くの世界的なイベントが行われており、フィラデルフィア
市の中心に位置する。同市はペンシルベニア大学など多くの有名
大学がある学術都市として知られるとともに、米国独立記念館や
独立の象徴である自由の鐘などが点在し、歴史的な色彩の強い
街である。

ＲＩＭＳ年次総会は、事業会社のリスクマネジャー、リスクコン
サルタント、保険会社や保険ブローカーの社員、学生など幅広い
業種の来場者が集まり、リスクマネジメントに関する最新のテー
マを議論し、人脈を構築する場となっている。今年度は60カ国か
ら参加者が集まり、複雑化する社会の中でリスクマネジメントが
世界的に注目を浴びていることを実感した。

本稿では2017年次総会への参加者の視点から、世界のリスク
マネジメントに関する最新動向について報告する。

２	オープニングイベント
開催にあたって、オープニングイベントとしての開会式と基調講

演が催された。
朝食会を兼ねたオープニングイベントでは、多くの参加者がリス

クマネジメントの話題に興じていた（図１）。筆者のテーブルでは米
国内の参加者が多かったが、オーストラリアや中国からの参加者も
着席していた。米国内の参加者は労災や自動車分野を得意とする
ブローカーやリスクエンジニアが多かったが、他国からはコンサル
タントや半導体事業会社のリスクマネジャーなどが参加していた。

リスクマネジメント協会(ＲＩＭＳ)
2017年次総会報告

ＲＩＭＳ会期中、参加者同士の雑談やセミナーでのプレゼン
テーションで「レジリエンス（復元力）」という言葉を頻繁に耳に
した。最近になって日本にも浸透してきた言葉だが、日本では特に

「自然災害に対しての強靭（きょうじん）さ」という概念で用いら
れることが多い。一方RIMS年次総会では、「事業のレジリエンス
を高める」といったように、事業戦略やリスク対応など様々な文脈
の中で「不確実性に対処できる力」として一般的に使われていた
のが印象的であった。

朝食会の後は基調講演として、Global Soap Projectの創設
者で米国国立人権センターのCEOを務めるDerreck Kayongo
氏が講演を行った（図２）。講演の中で特に心に残った言葉を次
頁表１に抜粋した。

【図１】オープニングイベントの様子

【図２】Derreck Kayongo氏
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RIMS年次総会

３	展示会
会場では、リスクに関する各種サービスの展示会が開催された

（図３）。保険会社、保険ブローカーのほか、監査法人、コンサル
ティング会社、各種リスク関連サービス会社など400を超える出
展者が、ブースを出して自社の製品やサービスを展示・解説して
いた。リスクマネジメントに関する展示会として世界最大の規模
を誇るＲＩＭＳ年次総会ならではで、多様な分野から数多くの参
加者がみられた。また、会場内には参加者同士の交流やイベント
を行う特設ステージのほか食事会場も設けられており、リラック
スした雰囲気で情報交換がなされていた。

順位 カテゴリー 出展者数 (昨年)
1 Workers' Compensation   96 (104)
2 Risk/Loss Control/Safety Services 68 (75)
3 Claims Services-Property/Casualty 56 (49)
4 Consultants-Risk Management 51 (55)
5 Computer Software-Risk Management 46 (43)
5 Other/Misc. Risk Management Related Services 46 (51)
7 Insurers-Property/Casualty 35 (44)
8 Insurers/Excess/Surplus/Specialty Lines/Reinsurance 32 (28)
9 Litigation/Legal Services 31 (30)
9 Cost Containment 31 (33)

【表２】展示会への出展者数−カテゴリー別集計結果（上位10カテゴリー）

（出典：プログラムを基にインターリスク総研にて集計、出展者は一部重複）

リスクは、物事を実行できない理由ではなく、それまでの
やり方を変えるべきであるという示唆です。リスクへの対処
は常に未知への挑戦ですが、新たなビジネスチャンスはリ
スクの中にあります。一番最初にリスクを発見し、それを解
決した者は、その分野のビジネスリーダーになれるのです。

ケニアの難民として渡米した私は、米国内のホテルで年
間8億個の石鹸が捨てられていることを知り、毎年200万人
の子供たちが衛生問題で亡くなっている世界的なリスクと
結び付けました。現在92カ国で1000万ドルの事業を展開し
ているGlobal Soap Projectのきっかけは、そんなささい
な疑問です。私の場合は幸運にも過去の生い立ちが役立
ちましたが、増大する複雑なリスクに対処するには、①常
に状況を観察し、②自社の強みをどこに生かせるかを分析
し、③ストーリーを伝える、というシンプルな三つのステッ
プが求められます。

【表１】基調講演の抜粋（筆者意訳）

【図３】展示会の様子

展示会への出展者をカテゴリー別に集計し、数の多い順に
トップ10まで表２に示した。労災補償関連サービス（Worker's 
Compensation）が最も多くなっているなど、例年とほぼ同
じ内容のものが上位を占める結果となったのは、労災保険や
医療保険が民営である米国の事情を反映しているといえる。 
一方で、近年のリスクトレンドを示す2017年1月の世界経済フォー
ラム（ダボス会議）で発表されたリスクマップ（次頁図４）で示され
ているように、自然災害や気候変動、水リスクなどの新たなリスク
の高まりに対応する形で、各社各様の製品やサービスが展示さ
れていた（図５）。またリスクマップで同様にリスクが高まっている
サイバー攻撃対策についての展示も多数みられた。

【図５】都市型洪水に対応した防水壁の展示
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４	セミナー
各セミナー会場では、リスクマネジメントに関連する様々な

テーマについて、専門家による講演が行われた（図６）。今年は、
昨年の170からセミナーの数が大きく増え、200以上ものセミナー
が同時並行で進められた。各セミナーはそれぞれ60分〜120分で
構成され、終盤には講演者と受講者が質疑応答などでコミュニ
ケーションを行う時間が確保されている。昨年と比べてセミナー
のカテゴリーは細分化され、組織内でリスク戦略を実行するため
の「Executive Leadership Track」や、近年発展著しい新技術
に関する「Technology and Risk」といった新しいカテゴリーも
追加された。

各セミナーのテーマは、自然災害、情報管理、産業別リスクなど
多岐にわたっていたが、筆者は事業経営における環境リスクを専
門としていることから、主にエマージングリスクや評判リスクに関
するセミナーを中心に聴講した。次に、筆者が参加したセミナー
の内容を一部紹介する。

【図４】世界経済フォーラム（ダボス会議）2017年次総会で発表されたリスクマップ 　　　　　　　　（出典：Global Risks Report 2017）

【図６】セミナーの様子
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注）
　　　　　　
1）親和図法

ブレーンストーミングで用いられる手法のひとつ。事実や意見、発想をカードに
記述し、「親和性」によって統合することで共通するキーワードを導き出す

RIMS年次総会

⑴2020年以降のリスクを予測する

近年のリスク要因としては、エマージングリスクが最も大きく
なりつつある。エマージングリスクとは、近い将来に顕在化が予
測される新たなリスクのことで、サイバーリスクや先端技術リスク

（自動運転・AI・IoT・ビッグデータ・フィンテック・ロボット）、環境
リスク（環境規制、資源枯渇、気候変動、自然災害）などが挙げら
れる。登壇していたウォルマート社のリスクマネジメント担当役員
も「事業の様々な部分で自動化が進んでおり、先端技術リスクは
増大している」と語っていた。

またエマージングリスクは、複合的にリスクが顕在化するケー
スもみられる。たとえば2014〜2016年にかけて、サイバー攻撃を
想定していない古いインフラを中心に、欧米や韓国、オーストラリ
アの水処理施設や原子力発電所がサイバー攻撃を受け、汚染水
の放出や上水への薬物過剰投与といった環境汚染につながった
事故も発生している。今後ますますの増加が予想される無人コ
ントロールシステムによる大規模施設の管理は、このようなサイ
バーリスクに起因した環境リスクにさらされることが予想される。

気候変動や自然災害などの将来リスクを予測するためには、従
来使われてきた過去の実績から統計的にモデル構築するリスク
評価手法では難しい面がある。これに対して近年、統計学的モデ
リングにAIを交えた手法など新たなアプローチによるリスク予測
が発展してきたものの、そのような最先端の手法を扱える技術者
がリスク分析の現場で不足しているのが課題である。セミナー内
ではリスク予測に関する専門家向けアンケートの結果を説明し
ていたが、最も大きな課題は分析スキルと保険知識の両方を兼
ねる人材が不足しているという点であった。

⑵企業文化にリスクマネジメントを浸透させる

一般的に大企業では、合理的なリスクマネジメントを単純に進
めようとしても、縦割りの組織体制や日常業務の習慣などが阻害
要因となりやすい。特に、過去に具体的な事故が発生していない
リスクについては、責任者不在のまま経営陣のリスク意識が醸成
されないケースや、現場作業員の慣れから生じる無意識の手順
簡略化など、リスク要素が増加しやすい。このような企業文化を
変えるための措置としては、経営層に外部からの視点を入れるス
テークホルダーダイアログなどの試みや、従業員の行動・習慣を
変えることが効果的である。

⑶評判リスクをコントロールしてブランドを構築する

評判（レピュテーション）の毀損につながるリスクは多様であ
り、外的要因によっても左右されるため、一企業だけでコント
ロールするのは難しい。アンケート調査を実施したところ、76％の
企業は「特に問題ないと考えている」と回答した一方で、ブランド

戦略立案の責任者が不明確なケースも多いという。
評判リスクは事業戦略やマーケット、企業の規模など様々な要

素が絡むが、実際にやるべきことは、①情報を集め、②戦略を示
し、③社内で普及させ、④実行するという四つに集約される。セミ
ナーではゼネラルモーターズ社のリスクマネジャーが登壇し、実
際に実施したリスク戦略立案のプロセスを、以下の4段階で紹介
した。

①2年間かけてリスク情報を収集・検討（リスク・センシング）
内外の専門家によって、国際的なメガトレンドやリスク項目、自

社内のデータ、マスメディアからSNSまでを対象としたトレンド、
社内での推進方法などを精査
②自社にとってのエマージングリスクを特定

マーケットの変化、不確実性、優位性の喪失
③Blindspot Workshopを複数回実施

様々な部門の社員を集め、特定のテーマに関する将来的なリス
クを親和図法1）によって抽出し、結果を管轄の部門長に直接提示
④ブランド戦略の再定義とその広報

顧客は「モノ」ではなく「得られる経験」を求めていると再定義
し、ＣＳＲ活動と女性層を重視した広報戦略を展開

登壇したリスクマネジャーの、「メガトレンドと自社のビジネス
の間にあるエマージングリスクに対する答えを、ストーリーをもっ
て伝えることが重要」との言葉が印象的であった。

５	おわりに
ＲＩＭＳ年次総会は、リスクマネジメントに関する最新の知見の

発表にとどまらず、顧客や協業相手との人脈形成や、旧交を温め
る重要な場として機能している。各種講演や展示会、セミナーを
通じた情報収集だけでなく、多様な分野の専門家や実務者と交
流することで得られるものは大きい。

2018年のＲＩＭＳ年次総会は、4月15日から18日までの日程で、
米国テキサス州のサン・アントニオで開催される。リスクマネジメ
ントに関する最新の動向や世界各国のビジネスパートナーに関
心をお持ちの方は、ぜひ一度参加をご検討いただくことをお勧め
する。

以上
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対象期間 ： 2017年3月〜5月 株式会社インターリスク総研
RMFOCUS 編集事務局

Disasters  & Accidents information

災害・事故情報
（本情報はマスメディアでの報道等をベースに編集しています）
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火災・爆発

●北九州、「かくれ簡易宿泊所」で火災、6人死亡
5月7日午後11時20分ごろ、北九州市小倉北区清水2丁目のアパートか

ら出火。木造2階建てのアパート約300㎡を全焼したほか、隣接する木造
2階建て住宅や木造平屋住宅、5階建てマンションを焼き、約4時間後に
鎮火した。このアパートには男性16人が入居しており、焼け跡から6人が
遺体で見つかった。また、やけどやケガなど5人が負傷した。

全焼となったアパートの住人は、日雇い労働者や生活保護受給者、年
金生活者が多く、北九州市によると、4人は生活保護を受給していた。住
人は数週間から1か月程度で入れ替わることが多く、家賃は1日500円か
ら900円程度だったという。このアパートを運営管理する不動産会社は、
旅館業法上の「簡易宿所」（簡易宿泊所）として市に営業許可を申請して
いなかったことより、市は日払いの家賃等が簡易宿泊所に該当する可
能性があるとみて運営実態等の調査を行った。結果、住人と不動産会社
が賃貸契約を締結していたことより、市は簡易宿泊所には該当しないと
の判断を示した。しかし、防災の識者には「共同住宅」と「簡易宿泊所」の
境界線上の物件で「かくれ簡易宿泊所」と指摘する声もある。

簡易宿泊所の場合、自動火災報知設備や誘導灯の設置が義務づけら
れるなど共同住宅よりも厳しい防火対策が求められるが、このアパート
には消火器は設置されていたようだが、火災警報器は各部屋のみに設
置され、廊下等の共用部には設置されていなかった。

消防局による防火設備の点検も、2015年に川崎市の簡易宿泊所の火
災で11人が死亡したことを受け、簡易宿泊所については全国で一斉査
察が実施されたが、共同住宅はその対象とはなっていなかった。また、
一定規模以上の共同住宅の場合、消防法に基づき市消防局が防火設備
等の立ち入り検査を行うが、このアパートは条例制定前の60年以上前に
建てられたもので、市消防局の査察台帳には記載されておらず、共同住
宅としても一度も検査されることなく放置されていた。

一方、市保護課はこのアパートの存在を把握し、生活困窮者や生活
保護受給者に入居先として紹介してきた。消防局と情報共有せずに、安
全性確認が不十分なまま紹介したことについて、保護課は「ケースワー
カー等に消防法の専門知識がなく、情報共有を行っていなかった」と説
明。消防局は「情報共有も含め再発防止策を考えたい」とした。

出火原因の特定は損傷が激しく困難のようだが、市消防局は、火元が
1階北側の共用部分で、建物の中央に廊下がある構造のため、火や煙が
急速に広がったとみている。

風水雪災・豪雨・竜巻

●南米コロンビア、豪雨で土石流発生、300人超死亡
南米コロンビアの南部プトゥマヨ県で3月31日深夜（現地時間）から4

月1日未明にかけて大雨のため増水した三つの川が氾濫。土石流で家
屋が破壊され、住民に甚大な被害をもたらした。同国政府の4月7日発表
によると、死者は314人、行方不明者127人、負傷者332人、4,500人以上が
家屋を失ったという。

現場はエクアドルとの国境に近い山間部。激しい雨が降り、県都モコ
ア市の複数の河川が急速に増水し、氾濫が起きたことが原因とみられ
る。同国大統領によると、一晩で1カ月の降水量の約3割に相当する雨が
降ったという。 

川から水があふれて土砂崩れが起き、家や車、橋などを直撃。住民は
建物の上などに避難した。翌朝、人口約4万人のモコア市の街は周囲の
川や森林から流れ込んだ泥や倒木で埋め尽くされていた。モコア市周
辺では夜明けとともに、200人以上いるとみられた行方不明者の捜索活
動を開始。1日夜は、大学や小学校などに設置された避難所で約2,000人
の被災者が、飲料水も不足する中、ろうそくの火で夜を過ごした。2日も
早朝から軍や警察、消防などが約1,800人態勢で捜索や救助を行った。
現地に通じる道路も土石流などで寸断されたため、当初は救援物資の
運び込みも難航。軍用機やヘリが投入された。コロンビアは雨期の始ま
りで、大統領は水道や電気の復旧を急ぐ方針を示し、被害拡大への警
戒を呼びかけた。

自動車・鉄道・船舶・航空機事故

●長野県防災ヘリが訓練中に墜落、山岳救助の隊員等9人死亡
3月5日午後3時10分頃、長野県松本、岡谷の両市にまたがる鉢伏（は

ちぶせ）山（1,982ｍ）付近の山中で、9人が搭乗する長野県の消防防災ヘ
リ「アルプス」が、墜落し大破しているのを県警ヘリが発見した。県警は
5日と6日に救助活動を行ったが、9人全員の死亡を確認した。墜落した
ヘリは長野県消防防災航空センター所属で、操縦士、整備士各1人のほ
か、県内各消防本部から同センターに派遣されている消防隊員7人が搭
乗していた。

同ヘリは、午後1時33分に県営松本空港を離陸後、同45分頃までに、
南東約10ｋｍの高ボッチ高原臨時ヘリポート（以下、「臨時ポート」）に
着陸し、搭乗者のうち1人をいったん降ろすはずだった。だが、離陸から
10〜15分がたち、臨時ポート着陸予定の時刻になっても無線連絡がな
かった。飛行計画では、臨時ポート到着後、8人で北に約4ｋｍ離れた前
鉢伏山（1,836ｍ、松本市）に向かい、要救助者をつり上げる救助訓練を
行う予定だった。しかし、墜落現場は、救助訓練を行う予定の前鉢伏山
付近で、飛行計画とは異なり先に訓練場所付近の状況等を下見しよう
として墜落したとみられている。また、隊員の1人はヘルメットに小型カ
メラを装着しており、そのカメラには、地上との距離が墜落1分以上前か
ら徐々に近くなり、約20秒前には前鉢伏山を低空で旋回、墜落数秒前に
なって急に激しく揺れたとみられる様子が映っていた。長野地方気象台
等によると、事故当時の天候は安定していた。

県警と国の運輸安全委員会が墜落原因の詳細を調査中だが、現場近
くのカラマツ林にメインローター（主回転翼）が接触したとみられる痕
跡があり、訓練前の下見で高度を下げた際に林に接触したとみられて
いる。

山岳事故の多い長野では、墜落した防災ヘリと2機の県警ヘリが連携
し山岳救助活動に当たっていた。防災ヘリは、消火活動や急病人等の
搬送にも出動していたが、出動件数のうち半数近くが山岳遭難者の救
助活動。登山シーズンを迎え救助活動への影響が懸念されている。ま
た、長野県で山火事等の消火活動が可能なヘリは墜落した防災ヘリだ
けで、林野火災の消火活動の出動は年間約10件。当面、林野火災等の対
応は、他県に依頼するしかなく、県知事は記者会見で「火の扱いには例
年以上の注意を払ってほしい」と呼びかけた。
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情報関連

●都税ウェブサイトに不正アクセス、クレジットカード情報等67万件以上
流出
3月10日、東京都はクレジットカードで納税できる「都税クレジットカー

ドお支払サイト」の利用者67万6,290件分の情報が不正アクセスを受け
て流出した可能性があると発表した。流出したのは、カード番号や有効
期限で、うち61万4,629件はメールアドレスも含まれていた。

都は、クレジットカードによる徴税業務を、自動車製造大手の金融
サービス子会社であるＴ社に「指定代理納付者」として委託しており、T
社は同サイトの運営をクレジットカード等の決済処理サービス会社のG
社に再委託していた。

そのG社の発表によると、G社が受託していた独立行政法人住宅金融
支援機構の団体信用生命保険特約保険料のクレジットカード支払サイ
トでも、4万3,540件分のクレジットカード等の情報が流出した可能性が
あるという。不正アクセスの発見の端緒は、IPA（独立行政法人情報処理
推進機構）が3月8日に発表した米国の非営利法人Ａ財団が提供してい
るウェブアプリケーションを開発するためのソフトウェアフレームワーク

（システム開発を容易にするためのソフトの雛形や汎用的な機能群。
以下、「Aフレームワーク」）の脆弱（ぜいじゃく）性に関する注意喚起情報
で、情報に基づきシステムの確認を行ったところ、不正アクセスの痕跡
および情報漏えいの可能性が高いことを確認したという。

今回の脆弱性について米A財団が公表したのは、3月6日。ファイルを
アップロードする時に使う機能に脆弱性があり、第三者がこの脆弱性を
突くリクエストをサーバーに送信すると、ウェブアプリケーションを実行
するサーバー上で任意のコードが実行可能となり、悪意のあるプログラ
ムでも実行できるようになるという。

米A財団は、3月7日に「Aフレームワーク」の修正版を公開したが、公表
からわずか数日間で脆弱性を突かれるウェブサイトが続出。発表から数
週間の間に、G社以外にも次のとおり不正アクセスの被害の報告と個人
情報流出の可能性が、日本で次々と公表された。

◦独立行政法人 日本貿易振興機構（3月10日公表）
8日に攻撃を受け、相談利用者のメールアドレス等が約2万7千件流出

◦郵便会社Ｎ社（3月14日公表）
国際郵便の顧客のメールアドレス等が約3万件流出

◦電力会社Ｏ社（3月16日公表）
顧客のメールアドレス等が約6千件流出およびHPコンテンツの改ざん

◦ラジオ放送局Ｎ社（3月17日公表）
顧客の氏名、住所、メールアドレス等のセットが約1万1千件流出

◦眼鏡ブランド運営会社Ｊ社（3月24日公表）
顧客の氏名、住所、電話番号、生年月日、性別等のセットが約75万件流出

●新型「ランサムウエア」によるサイバー攻撃、150カ国以上でPC等30万
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編集後記
本号が発刊される7月から夏期休暇のシーズンが始まります。政府は

「休み方改革」に取り組む方針を打ち出しており、キッズウィークの導入に
より夏期休暇が別の時期に分散されていくと、企業も休暇制度を見直す
必要が出てくるかもしれません。それはまだ先の話として、官民挙げて「働
き方改革」を推進しているなか、インターリスク総研でも、柔軟な働き方が
できる制度の一つとして2017年度から在宅勤務ルールを導入しました。
まずは対象全社員が試行するということで、筆者も在宅勤務を実際に行
ってみました。
長時間パソコンの画面に向かうことで眼の疲れや肩こりを感じること

もありましたが、他の業務に中断されず作業に集中できること、通勤の移
動時間を有効に活用できること、環境が変わり新たな着想が浮かぶこと
等のメリットが感じられました。また、これは在宅勤務に限ったことではあり
ませんが、タイムマネジメントを意識し業務を計画的に遂行できる効果も
あります。
実は本号の校正作業の一部も在宅勤務で行いましたが、引き続きこ

の制度も利用しながら内容の一層の充実に努めていきたいと考えてい
ます。

（S．T．）

RMFOCUS（第62号）／2017年7月1日発行

発　行／　　　　　　　　　　　　　　　　 営業推進部
発行者／近江 正敏　
編集長／府川 均

【照会先】〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105
ワテラスアネックス
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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〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉

大西 一史（おおにし かずふみ）
熊本市長
1967年12月9日生

(最終学歴)
1992年3月  日本大学 文理学部心理学科　卒業 
2010年3月  九州大学大学院 法学府 公法・社会法学専攻
 修士課程 修了 
2014年9月  九州大学大学院 法学府 法政理論専攻
 博士後期課程 単位修得退学

 （職歴）
1992年 4月 日商岩井メカトロニクス（株） 入社 
1994年10月 日商岩井メカトロニクス（株） 退職 
1994年11月 内閣官房副長官　秘書 
1997年12月 熊本県議会議員初当選 
1999年 4月 熊本県議会議員2期目当選 
2003年 4月 熊本県議会議員3期目当選 
2007年 4月 熊本県議会議員4期目当選 
2011年 4月 熊本県議会議員5期目当選 
2014年10月 熊本県議会議員辞職 
2014年11月 熊本市長当選 
2014年12月 第32代熊本市長就任

日置 巴美（ひおき ともみ）
弁護士
弁護士法人内田・鮫島法律事務所

任期付公務員として、消費者庁政策企画専門官、内閣官房情報
通信技術（IT）総合戦略室参事官補佐、個人情報保護委員会事
務局参事官補佐を歴任。
在任中、個人情報保護法およびその下位法令の改正等を担当

＜自動車事故防止＞危険予測訓練アプリ「セーフティトレーナー®」スマートフォン版の提供を開始

インターリスク総研は、2017年4月に企業のお客さま向け危険予測訓練アプリ「セーフティトレーナー®」のスマートフォン版を開
発し、提供を開始しました。
本アプリは、自動車運転中の前方映像内に出現する危険個所を一定時間内にタッチすることで危険予測訓練ができるアプリで
す。運転中は、瞬時に危険回避の判断が求められるため、訓練により危険感受性を高めることで交通事故防止に向けた効果が期待
できます注）。
これまではタブレット端末のみに対応していましたが、近年、普及が進むスマートフォンに対応したことで、さらに幅広いお客さま
へご利用いただけるアプリとなりました。
本アプリはお客さま専用サイト（http://www.safetytrainer.jp/）から無償でダウンロードできますので、ぜひお試しください。

改訂版「実践 これからの医療安全学  ～看護学生と新人看護師のために～」を出版

2015年に刊行した「実践 これからの医療安全学」が改訂されました。本書は看護学
生のカリキュラムに対応しており、新人看護職員研修や、医療機関に勤務する若手看
護師にも役立つように企画・制作されています。教師と学生、学生同士、同僚看護師同
士が、教え、導きながら医療安全について学習できるスタンダードなテキストです。イン
ターリスク総研特別研究員、本田茂樹が企画を行うとともに、「第2章 医療安全への取
り組みと課題」を執筆しています。　

発　  行  　所 ：株式会社ピラールプレス
著 者（ 編 者 ） ：監修／安藤恒三郎　企画／本田茂樹
価　　　　  格 ：本体2,400円＋税
出 版 年 月 日 ：2017年6月30日
購 入 方 法 ：最寄りの書店またはピラールプレスのホームページでご購入ください
I S B N 番 号 ：978‒4‒86194‒175‒7

発　  行  　所 ：株式会社ピラールプレス
著 者（ 編 者 ） ：監修／安藤恒三郎　企画／本田茂樹
価　　　　  格 ：本体2,400円＋税
出 版 年 月 日 ：2017年6月30日
購 入 方 法 ：最寄りの書店またはピラールプレスのホームページでご購入ください
I S B N 番 号 ：978‒4‒86194‒175‒7

注）今回の開発に伴い、学識者によるスマートフォンでの危険予測訓練による効果検証を行い、以下のとおり、タブレット版と同様に効果が実証されました
【本アプリの事故防止に向けた効果】
①危険個所の見落としが減少　②危険個所を発見するまでの時間が短縮
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安全・安心な熊本の再生と創造を目指して
～市民・地域・行政が一体となって進める復興まちづくり～

～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス

熊本地震が企業等に与えた教訓

食品関連事業者に求められるＨＡＣＣＰに基づく衛生管理態勢の確立
～ＨＡＣＣＰ制度化を見据えた取り組み～

指導監督指針の改正により、貨物運送業者に求められる安全運転教育
～輸送の安全確保のために荷主側も留意すべき運送業の安全運転教育～

年間シリーズ

法・制度改定関連特　集

改正個人情報保護法施行後の個人情報取扱いとリスク管理

■洋上風力発電設備に関する事故・故障リスク
■与信管理実践のポイントと海外企業との取引上の留意点
■リスクマネジメント協会(ＲＩＭＳ)2017年次総会報告
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