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１.はじめに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1999年に起きた「患者取り違え事故」などを契機に病院に
おける安全管理ニーズは、近年ますます高まりを見せている。

「医療事故や紛争の件数増加」、「人員不足」、「機能分化によ
る業務の複雑化」や「医療技術の高度化」など、多くの課題に
さらされた医療分野において、「組織としてのレジリエンス強
化」は早急の課題ともいえる。　　　

しかし、多職種が混在して働く病院は個々の職種がもつ信
念や責任範囲があるがゆえに「組織人としてのビジョン」を持
つことが難しい業界である。ビジョンの統率が困難な中でも、

「医療安全」という全職種共通の課題から病院のレジリエン
ス強化を目指すことは、多くのスタッフに非常に受け入れられ
やすいと考えられる。

今回、年間8,000件を超えるインシデントレポート注１）の活用
や多くの医療スタッフからの相談対応に尽力されている、横浜
市立大学附属市民総合医療センター（以下、「貴院」もしくは

「当院」）の中村京太医師にお話をうかがった。中村医師は医
学部卒業後、麻酔科や高度救命救急センターにおいて治療、
診療に従事しながら医療者の教育にも力を注いできた。現場
スタッフの統括、他部署との連携や人材育成の経験が病院管
理部から求められ、2016年度から専従の安全管理指導者の任
に就かれている。中村医師は医療機関における安全体制につ
いて「複雑かつ多様なニーズ対応を求められている病院におい
て、事故における個人や特定の部署を追いつめるような旧態
依然のアプローチが現場に良い影響を及ぼすことはないだろ
う」と述べている。マニュアルや既存の方法ではうまくいかない
事象が日常的に起きている医療現場において"レジリエンス・ 

～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス年間シリーズ

アプローチ"の概念を取り入れることは、病院における新しい
医療安全の視点を多職種に広め、結果として複雑なニーズに
対応できる柔軟な組織力が定着するきっかけになりうる。

医療分野で取り入れられつつあるレジリエンスの概念は、
「人の命と生活」を対象にサービスを提供する医療分野にお
いてどのような効果が期待されているのか。中村医師が実践
されていることとその効果を紹介することで、今後の医療福祉
分野へのアプローチの一つとしてご活用いただければ幸いで
ある。

2．医療安全管理体制と現在の取り組み
　　　　　　　　　

Ｑ.医療安全に対する貴院の活動を教えてください。

医療安全管理室は統括安全管理責任者（副病院長）、安全
管理指導者（中村医師）、安全管理担当（看護師、薬剤師）をス
タッフとした組織です。このメンバーに加えて看護師、診療放射
線技師、臨床工学技士、事務部門の管理職員で構成され、病院
の安全管理について協議しています。主な業務内容は安全管理
に関する会議の開催やインシデントレポートの受理・検討と対
応、安全対策業務に関する相談や業務実行のサポート、安全に
関する注意喚起や研修の企画等多岐にわたります。さらに当院
では、病棟や外来、検査部など各部門にリスクマネジャーを配
置し医療安全の推進を図っています。リスクマネジャーはもっ
とも現場に近いところで活動する職員であり、約80名が患者の 
すぐそばで安全な業務遂行のために働いてくれています。

病院における“レジリエンス”とは
〜病院機能を維持するためのレジリエンス・アプローチ〜

【お話をうかがった方】
横浜市立大学附属市民総合医療センター
医療安全管理学 准教授
安全管理指導者
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相手に大きな影響がないため「いつものこと」として見逃され 
がちですが、このような事例の中にこそ、部署での安全行動に
結びつく好対応事例が眠っていると考えられます。このグルー
プワークは新たな試みのため、現段階ではその成果をお伝え
できませんが、来年（2018年）の2月ごろにはグループごとに取
り組みの成果を会議で発表してもらう予定になっています。

Ｑ.なぜポジティブインシデントに注目されたのですか。

マニュアルをどんなに整備しても、そこに記載される内容が
現場で「しっくりこない」ことが多かったことがきっかけです。
本院である横浜市立大学附属病院（以下、「本院」）では、いま
から18年前（1999年）に患者取り違え事故を起こしました。そ
の時から本院も当院も医療安全に多くの力を注いできました。
マニュアルを整備し、内容の遵守を徹底し、二度と同じことを
起こさないように取り組んだのです。それだけの行動を起こし
ても、マニュアルに記載された対策への違和感をぬぐい去るこ
とができませんでした。なぜなら患者の医療ニーズは多様化し
たうえ、IT技術の進歩等によって複雑化した業務環境下では、
想定外の事態も多く、現場はその場その場で安全の判断を求
められるようになったからです。実際には多くの臨床場面でマ
ニュアルをベースに現場スタッフの臨機応変な対応によって
医療がうまく行われていた中で、ひとたびインシデントが発生
するとコンプライアンス違反として指摘されてしまうことに、現
場のスタッフはマニュアルと現実とのはざまで閉塞感を覚えて
いたのです。

2015年に出版された「Safety-I & Safety-II　安全マネジメ
ントの過去と未来」２）という本があります。この中には、行うこと
が期待された作業（以下、「ＷＡＩ」。Work-As-Imagined の

Ｑ.現在どのような取り組みに力を入れていますか。

ポジティブインシデントの活用に力を入れています。ポジ
ティブインシデントとは医療安全管理室に提出されたインシ
デントレポートの中でも特に「好対応事例」と呼べるものを指
します。例えば治療や療養中、患者に何らかの不利益を与えて
しまう寸前でエラーに気付き修正を加えることができたこと
で、アクシデントを防止したと思われるものが「好対応事例」
にあたります。つまり、インシデントレポートの中から"Good 
Job"をピックアップし、それをリスクマネジャー会議や院内広
報の病院長メッセージ等で取り上げ、職員に周知するのです。

このポジティブインシデントの活用は、これまでのインシデ
ントレポートの取扱い方とは異なります。これまでインシデン
トレポートは、インシデント総数やよく起きるミスを集計し、院
内に対しグラフ掲示や注意喚起をおこなうツールにとどまっ
ていました。

アメリカで発行され話題となった「To err is human（人は
だれでも間違える） 」１）にあるように、人は間違いを起こすも
のです。ミスが必ず起きるものだとすれば、そのミスの許容で
きる範囲はどこまでなのか、その範囲で収めるためにスタッフ
はどんな行動を起こすべきなのかを考えます。まさにリスクマ
ネジメントですね。

2017年度は当院の約80名のリスクマネジャーから構成され
るリスクマネジャー会議内で、ポジティブインシデントの活用
方法についてのグループワークを行っています。インシデント
レポートにはそれぞれ「相手に与えた影響」によりレベル分け
がされています（表１）。そのなかの「レベル0」、いわゆるヒヤ
リハットに潜むGood Jobを各部署でどのように活用できる
のかを考えてもらうのです。レベル0は起こる頻度も高く、また

【表１】インシデントレベル注２）分類の例

レベル 障害の継続性 障害の程度 障害の内容

レベル０ ― エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、患者には実施されなかった

レベル１ なし 患者への実害はなかった（なんらかの影響を与えた可能性は否定できない）

レベル2 一過性 軽度 処置や治療は行わなかった（患者観察の強化、バイタルサインの軽度の変化、安全確
認のための検査などの必要性は生じた）

レベル3
a 一過性 中等度 簡単な処置や治療を要した（消毒、シップ、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など）

b 一過性 高度 濃厚な処置や治療を要した（バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、
入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など）

レベル4
a 永続的 軽度〜中等度 永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない

b 永続的 中等度〜高度 永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う

レベル5 死亡 死亡（原疾患の自然経過によるものを除く）

（出典：平成24年 国立大学附属病院長会議常置委員会「国立大学附属病院における医療上の事故等の公表に関する指針（改訂版）」を基にインターリスク総研作成）
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略）と、実際になされた作業（以下、「ＷＡＤ」。Work-As-Done
の略）について記載されています。わかりやすい例を挙げるなら
ば、マニュアル＝ＷＡＩ、現場＝ＷＡＤとなります。筆者のエリッ
ク・ホルナゲル注３）は文中において『作業がどう行われるかに厳
しい制約を与えることによって、安全を管理することはできな
い』と述べています。つまり、マニュアル"だけ"を厳守することが
安全管理を担保するとは言えないということになります。しっく
りこない原因は、ＷＡＩとＷＡＤの大きな乖離（かいり）であっ
たのです。

ポジティブインシデントとは、うっかり忘れやルールの逸脱
を除いた、現場の状況に合わせて行動した結果が起こしたイ
ンシデントとその結果事例を指します。それらの「現場対応
力」が院内の安全に寄与できることを、このポジティブインシ
デントの活用から院内に浸透させたいと思っています。

Ｑ.ポジティブインシデントの活用を始めてどんな効果があり
ましたか。

先ほどもお話ししたように取り組みを始めてまだ1年たって
おりませんので、その効果を明確にお示しすることは難しいの
ですが、安全文化の指標ともいわれているインシデントレポー
トの提出数は増えてきています。2016年度は約8,000件でした
が、2017年度もさらなる増加が見込まれます。提出することが
責任追及につながるわけではない事が浸透したのかなと期待
をこめて感じています。

医療安全管理室からの意見や呼び出しというと、まるで「生
活指導の先生からの説教や呼び出し」のように受け取られて
しまうのです。こちらとしてはそんなつもりはないのですが、

それが部署との連携を取りまとめる医療安全管理室の役割
を阻む壁になりうるとすれば大きな損害です。インシデントレ
ポートが増えたことがもし、その壁を低くできた結果だとすれ
ば、この取り組みは医療安全活動において重要なことといえ
ます。

3．病院におけるレジリエンスと課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｑ.このような考え方を医療安全に取り入れたいと思った理

由をお聞かせください。

2008年に医療安全の研修会にお招きいただく機会がありま
した。その際にお会いしたのが大阪大学医学部附属病院中央
クオリティマネジメント部の中島和江先生でした。医療安全に
関するお仕事をご一緒するなかで、マニュアルありきの医療安
全管理ではなく、想定外の事態への対応に必要な調整を常に
思慮深く行いながら、安全環境を担保できる現場力を養う必
要性に気づきました。2014年から研究メンバーとして参加させ
ていただいている「レジリエンス・エンジニアリング注４）理論の
医療の質・安全における実用化研究」注５）もその活動の一つで
す。『コンプレックスシステム（複雑系）では成功も失敗もその
起源は同じであるため、失敗ではなくうまく行われたことに着
目し、事故の発生を待たず、将来を予測し先行的に対応する』
という研究の概要は、いままさに当院にて実施している医療
安全管理体制の柱となりつつあります（医療における複雑系
について表２に示した）。

【表２】患者を中心とした医療における複雑系システム

単純系システム 複雑系システム 病院の場合

細目数 個別具体性がほとんどなく、
記述も容易 個別具体性があり、記述が困難 患者毎に症状、体質、既往歴や体型が異なり、 

標準化した記述が時に困難となる

わかりやすさ 機能の原理が明確 機能の原理が部分的にわからない 症状の原因は患者毎に異なる
疾病が同じでも表れる症状は患者毎に異なる

安定性 システムの状態を記述して
いる間に、それが変化しない

システムの状態を記述している間
に、それが変化する

患者の容態は常に変化する
重症患者が優先され、受診や検査の順番は流動的

他のシステムとの関係性 独立 相互依存 診断、治療は部署横断的に行われる

制御可能性 高い、制御しやすい 低い、制御しにくい 患者毎に反応が異なり、制御の難しさが異なる
処置や治療に対する反応が、患者により異なる

例
機械的な仕事
梱包、機械での作成
ＰＣ作業

チームでの仕事
医療、子育て
コンサルティング

外来受診（内科）〜検査（検査部）〜入院（内科病
棟）〜手術（手術部）〜退院・通院（外来）
病状や予後によりこのプロセスは容易に変化する

（出典：参考文献2）を基にインターリスク総研作成）
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Ｑ.産業界や行政ではレジリエンスを「強靭（きょうじん）化」
と訳すことが多いのですが、医療安全においてのレジリエ
ンスとはどのようなことを指すと思われますか。　

医療安全におけるレジリエンスとは「柔軟な対応」というこ
とだと思います。強靭化というよりは、リスクを上手に低減ま
たは避けるためのたくさんの方法を取捨選択できるというイ
メージでしょうか。そのためには、想定外を予想し、モニターし
て対応する。またそれらの経験から学習することが重要になる
といわれています（図１）。そうすることで、結果としては安全な
医療が行われることとなり、組織の強靭化につながるととらえ
ることもできるかと思います。

病院は多職種が連携して患者の治療にあたります。しかし
前述（「1．はじめに」の文中）したように、本当に連携するには
まだまだセクショナリズムが邪魔をする部分があります。セク
ションを超えた柔軟な連携とはどのようなことなのか、またそ
れによってもたらされる医療の質、患者の利益とはどのようの
ものかを事例（次の（1）、（2））を用いてお示しします。

⑴造影剤使用禁忌の患者に対する関係部署の連
携事例

体内を映す造影剤にアレルギーを持つ患者がいたので
すが、診断と治療のためにはどうしてもその造影剤を使用

した検査が必要でした。もちろん、造影剤の添付文書には 
「造影剤アレルギー患者への使用は禁忌」と記されていま
す。そのため「アレルギー症状を起こしてまでも造影剤を使
う必要は本当にあるのか」について、関係者全員によるカン
ファレンスが繰り返し行われました。その結果、やはり造影
剤を使用することが必要という判断になったのです。そして、 
アレルギーの重篤症状であるアナフィラキシーショックが起き
た場合の速やかな対処のための綿密な計画を立てたのち、そ
の効果とリスク、対応方法についての患者とその家族への説明

（インフォームドコンセント）が行われ、関連スタッフと安全管
理者が参加した多職種カンファレンスで検討のうえ実施が決
まりました。

普段の検査室では患者急変時の対応が取りづらいという
ことで、通常であれば使用が許されていない部屋が確保でき
ました。通常であれば払い出されない薬剤セットも、患者の利
益が優先され使用することができました。考えうる安全策のも
と、患者の検査は実施され、その結果をもとに治療することが
できたのです。「通常であれば使えない」というマニュアルは、
患者の利益と専門家の知見をもとに、許容できるリスク範囲
で行われたのです。そして患者の利益を考えたとき、そのよう
な連携がまた必要になるかもしれません。慎重に審議のうえ、
患者中心の医療を安全におこなうためのプロとしての柔軟性
があることが、医療におけるレジリエンスといえるのでしょう。

【図１】レジリエントなシステムが発揮する能力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献3）4））
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⑵病棟を超えた連携によるレジリエンス強化

高速道路で多重事故が起きたときのことです。当初の情報
では傷病者は10名以上とのことでした。当院にももちろん受
け入れ要請がきましたが、あいにく救命病棟は満床でした。 
そのような状況下で実施したことは、患者の受け入れを断る
ことではなく、患者のベッドを動かし救命病棟のベッドを空け
ることでした。重症患者の中でも比較的状態のよい人を選ん
で別の病棟に移し、すぐに治療が必要な人を救命センターで
受けることにしたのです。普段では行わないことですが、受け
入れ病棟の師長たちは快諾してくれました。これにより救命 
センターとしての機能は維持され、患者を受け入れることがで
きたのです。また、想定外に多数の傷病者が搬送され、ベッド
を移動させることができない重症患者が出てしまった場合に
は、その患者を受けてもいいと他病院の救命センターから連
絡いただいたのです。病院を超えた治療体制は、患者にとって
望ましい医療機能の維持に必須であると考えます（図２）。

Ｑ.医療機能の維持とレジリエンス強化には連携が必要とい
うことがわかりました。これを推進するにあたっての問題
や課題はありますか。

やはり依然として残るセクショナリズムでしょうか。個人もし
くは部署のコミュニケーションや安全に対する視点が共有で
きていない場合、連携するための交渉が難航し、対応が後手

にまわってしまうことがあります。たとえば先ほどの多重事故
に関する事例ですが、重症者のためにベッドを融通することは
普通のことだと一般の方は思われるかもしれません。しかしま
だその調整が困難で、社会的に求められている病院機能を提
供できない機会は多いのです。

病院としての機能維持のために個々や部門ができることはな
にか、その考えのもとに日常から連携する基礎を作ることが重
要です。ベッドの融通をはかりたいと思ったとき、普段重症患者
に慣れてない看護師に担当させることは果たして安全な判断と
いえるのでしょうか。普段触ったこともない薬剤を投与させるこ
とは、決定的な事故を起こす誘因になりうるのです。安全を担
保するにはどんな役割をどの部署が補完できるのか、どんな設
備がどのようなときに使用できるのかなど、ヒト、モノ、環境あら
ゆる視点での取り組みについて検討することが必要です。

Ｑ.最後に、安全管理指導者としての今後の展望をお聞かせ
ください。

当院は726床、疾病別センターや専門診療科をもつ大学附
属病院です。職員は1,300人を超え、先ほどお伝えしたようにイ
ンシデントレポートは約8,000件以上です。これだけの規模の
病院を支えるためには多くの方の協力なしには活動を続ける
ことができません。院内外を問わず医療安全と連携を推進す
る仲間を増やし、安全な療養環境と職場環境の整備を行って
いこうと考えています。

【図２】レジリエントシステムの例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中村 京太氏作成）
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１）Committee on Quality of Health Care in America, 
To Err Is Human: Building a Safer Health System, 2000

２）エリック・ホルナゲル『Safety-I & Safety-II　安全マネジメントの
過去と未来』北村 正晴・小松原 明哲訳、海文堂出版、2015年

３）中島和江「医療安全へのアプローチ：Safety-IとSafety-II（レジリ
エンス・エンジニアリング）」日本病理学会中国四国支部学術総会
(スライドカンファレンス)、2016年11月5日

４）横山正尚編、森田潔監修『新戦略に基づく麻酔・周術期医学；麻酔科
医のための周術期危機管理と合併症への対応』中山書店、2016年、
2-11頁

注）
　　　　　　
１）インシデントレポート

治療・診療過程における出来事をまとめ提出された報告書。インシデントレベ
ル3b以上は「アクシデント」とされるが、その対応方法は病院ごとに異なる

２）インシデントレベル
治療・診療過程における出来事を患者への影響度で分類したもの。文中の 

「レベル０」はいわゆるヒヤリハットであり、患者には実施されなかったが事故
やミスの原因になりうるものを指す

３）エリック・ホルナゲル
コペンハーゲン出身の心理学者。南デンマーク大学教授。FRAM（機能共鳴
分析手法）、レジリエンス・エンジニアリング、安全マネジメント（Safety-I & 
Safety-II）などを専門としている。2０11年より南デンマーク地域にあるThe 
Center for Quality Improvementのチーフコンサルタントとして活動し
ている
＜http://erikhollnagel.com/index.html＞（最終アクセス2０17年8月22日）

４）レジリエンス・エンジニアリング
日常業務の複雑性を理解し、失敗ではなくうまく行われたことに着目し、事故
の発生を待たず、将来を予測し先行的に対応するアプローチ

５）「レジリエンス・エンジニアリング理論の医療の質・安全における実用化に関
する研究」
文部科学省の科学研究費補助に応募し採択された研究で、中島 和江 大阪
大学教授が研究代表者となり2０14年度より研究を開始。18人の研究者が参
画している
＜https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-26293157/＞

（最終アクセス2０17年8月22日）
6）造影剤

ＣＴ検査などで血管の走行や臓器を観察するために用いる薬剤を指す。点滴
から注入する

4．おわりに
医療事故だけでなく、災害等においても病院機能が維持さ

れることは社会的に大きな役割を果たす。そのための連携基
盤の構築は組織の規模が大きくなればなるほど、連携機関が
増えれば増えるほど困難になることは想像にかたくない。平常
時から連携するための仕組みとその経験を積み重ねておくこ
とで、非常時であっても稼働できる能力を保持することができ
るのである。中村医師の活動は医療事故や災害におけるレジ
リエンスの強化において非常に重要であり、全国の医療機関、
福祉事業者に広まることで私たち市民の生活はより安全なも
のとなると考える。

以上
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はじめに
2017年7月5日から6日にかけて九州北部地方で発生した豪

雨について、気象庁は7月19日に「平成29年7月九州北部豪雨」
と命名したが、浸水家屋数等の被害規模が命名基準を下回っ
ていたため、決定が遅れたと言われている。しかし表１のように
浸水家屋数の割には損壊家屋数は多く、狭い範囲に集中して
激しい雨が降り、被害も集中したという特徴を示している。

土木学会の調査団の団長として現地に入られた島谷教授
に、報道だけではなかなかわからない災害の状況とそこから
見えてくることについて、お話をうかがった。

Ｑ.現地に入られて印象的だったことを教えてください。

幅2メートルほどの小さな川だった場所に大量の土砂が流
れ込み、幅数十メートル規模の平らな地形が忽然（こつぜん）

～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス年間シリーズ

と出現しており、自然の力のすさまじさを再認識する光景が
広がっていました。谷底平野や扇状地といった過去に川に
よる堆積で形成された地形にリセットされたという感じです 

（次頁図１、図2）。

Ｑ.今回の災害にはどのような特徴があるのでしょうか。
　
一級河川の筑後川に流入する中小河川の集水域である山間

部（福岡県朝倉市、朝倉郡東峰村、大分県日田市など）に集中
的に雨が降ったために、数千箇所ともいわれる山腹崩壊が発生
し、それに伴って流木の発生が著しくなりました。これほど流木
の多い災害は初めて見ました。一方で、本流である筑後川が越
流しなかったために、被災地域が拡大せずにすんでいます。

上流で発生した山腹崩壊で中小河川に土砂と流木が大量
に供給され、そこに雨が降り続いたことによって流動化し下流
に土石災害をもたらしたということが特徴です。

平成29年九州北部豪雨災害の
現地調査から
〜グリーンレジリエンス思考から見えてくること〜

【お話をうかがった方】
九州大学大学院
教授
島
し ま た に

谷 幸
ゆ き ひ ろ

宏 氏

【聞き手】
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
マネジャー・上席コンサルタント
産学官公民金連携・特命共創プロデューサー　原

は ら ぐ ち

口 真
まこと

MS&AD インシュアランス グループ
ホールディングス株式会社
総合企画部 CSR推進室
課長　　　　　　　　　　　　　　　浦

う ら し ま

嶋 裕
ひ ろ こ

子

【インタビュー実施日】2017年8月4日

死者 行方不明者 損壊家屋
（一部損壊以上）

浸水家屋
（床上床下浸水）

平成24年7月 30名 3名 2,774棟 10,983棟

平成29年7月 36名 5名 1,393棟 1,542棟

気象庁命名基準 ― ― 1,000棟 10,000棟

【表１】平成24年7月九州北部豪雨との比較

（気象庁1）、消防庁2）、福岡県3）、大分県4）の資料を基にインターリスク総研作成）
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【図２】赤谷川の大規模地形改変：昔の河道に流れが戻っている　　　　　　　　　（提供：島谷教授）

【図１】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（提供：島谷教授）

Q.今回、気象庁のアメダス（朝倉市朝倉）で7月5日の日降水
量が516.0ミリを記録しましたが、これは山間部と離れ
た場所に設置されていたため、気象レーダーのデータを
組み合わせて解析したところ、山間部では、24時間で約
1,000ミリに達していたと推測されています。

今回被害を受けた中小河川は、ほとんどが国や県が管理す
る区間でなかったため、水位計も設置されていませんし、雨量
計も周辺には多くありません。離れた場所のデータに基づい
た避難指示が出たときには、すでに土砂災害や浸水被害が発
生していて、避難もままならないということが起こりえます。

河川の流程が短いため、上流で降った雨が、1〜2時間後に
は下流に被害をもたらすのです。

　

Q.島谷先生とは、「グリーンレジリエンス」※を研究・提言する
活動をご一緒させていただいています。熊本地震でも被
災地の復旧を支援されていますが、グリーンレジリエンス
思考から気づかれたことはありますか。

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

洪水前

洪水前の河川

洪水後
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震災では面的に地区が被害を受けるのに対して、今回の災
害では全く無傷の世帯も地区の中にたくさんありました。これ
が大きな違いです。地震では家屋が倒れなくても家の中で壊
れた家財の片付けが必要で、最初は他人を助けている余裕が
ありません。わかりやすく言えば、熊本地震の際には、皆が助
けが必要な側になったのに対して、今回は助ける人が地区内
にいたということです。平時から地域の自然資本を活用して
有事に備えるグリーンレジリエンス思考の必要性を痛感しま
した。

今回は、助ける人も身近にいて、また被災地域が限られてい
たために、誰かが車を出せば近くに買い物や風呂に行くことが
できます。資源として足りていないのは、飲料水以外の水です。
ボランティアの方々の手を借りて家屋から泥を搬出した後、高
圧洗浄機で洗うのですが、その水がありません。また、トイレも
困るわけです。ボランティアの方々もトイレが問題になってい
ました。

一方で、今回の災害もグリーンレジリエンスの別の視点の
重要性を示しています。

地形、地質や水の動きなど地域の自然を読み解いた土地利
用によって、災害への暴露（ばくろ）を回避できる可能性がある
ということです。

この地域は、江戸時代にも大きな水害があったようですが、
おそらくそのあと時代を経て川に近い、低いところに徐々に家
が建っていったのではないかと考えられます。お宮や祠（ほこ
ら）は被災していないところが多いことから、そのように想像し
ています。

もう一つは、道路と橋の問題です。
河川沿いにあった道路が流されて車で入れない集落があり、

これが災害復旧の障害になっています（図3）。道路の復旧は年
単位で時間がかかるという場所もあり、これでは住宅復旧を進
めても生活手段がないために集落を離れる人が増えてしまい
ます。尾根筋の道の多くは被害を受けていないところもあるた
め、当面これをバックアップとして機能させて、集落を孤立させ
ずに再建をすすめるということも必要です。

また、河川沿いの道は、水害の際には道路の上を水が流れ
ることを前提に、水が引けば再び道路として使える、といった
グリーンレジリエンスの発想も必要かもしれません。

また、流木が橋で閉塞して両岸に川が氾濫し、そのあと橋が
破壊したといったことが発生しました（次頁図4）。地元の年輩
の方に聞くと、昔の橋はもっと簡単に流れたといいます。そし
て、頑丈な橋に戻してほしくないという声も多いのですが、な
かなか難しい課題です。

沈下橋や流れ橋のような昔の橋は、レジリエンスが高かった
と言えます。水害時に格納されるような今日的な橋のデザイン
を考えてもいいと思います。

Q.大量の流木について、人工林の管理不足の問題と関連づ
けた報道が見られます。

　
これだけの大量の雨が集中すれば、自然林であっても基盤

ごと滑っていた可能性があります。残念ながら、地形、地盤、森
林の材積（ざいせき：立木の量）と降水量の関係を分析するモ
デルを有していませんが、森林のタイプで山腹崩壊のリスクが
変わるという単純化した議論をしない方がいいと思います。

【図3】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 （提供：島谷教授）
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一方で、谷底平野の樹木は倒れていないものも見られます
（図5）。急斜面では森林のグリーンレジリエンス力に限界が
ありますが、なだらかな地形では発揮されるということがわか
ります。

Q.いまお話しいただいたようなグリーンレジリエンス思考
の復旧は実現するのでしょうか。すでに住民集会で災害
復旧のコーディネートを進められている実状からいかが
でしょうか。

現在の災害復旧の法令の原則は「原形復旧」です。しかし、
全く同じ形に戻すのではなく、同じような機能を回復すれば原

形復旧であるという柔軟な運用ができないと難しいかもしれ
ません。また、人によっても考え方は様々で、地域で合意形成
をすすめる間に国の補助を申請しなければならず、どうしても
元の形に戻すという考え方で進みがちです。

また、住宅復旧でも、先ほどお話ししたように、若干の 
微高地に移動するだけでリスクは大幅に下がりますが、これ
も家族の中で意見が合わないようです。お母さん方は平成24
年（2012年）の豪雨も経験していますから早く別の場所に引っ
越したいと言いますが、お父さん方はここからは動かないとい
うような、家族で意見が違う場合もありました。

私がかかわっている地区では、九州大学と協力しながら進
めることがおおむね合意されました。地域としての川づくりや
地域復興の話し合いを行うことですすめていく方針です。

【図4】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　（提供：島谷教授）

【図5】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （提供：島谷教授）
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Q.今回、大きな工場や住宅団地が被災しませんでしたが、

こうした災害は山間地でしか起こらないのではないか、
という意見もあります。

「平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害」を思い出して
ください。今回大量の雨をもたらした線状降水帯は全国で発
生する可能性があります。確率の問題ですから、都市部で起
こっても何もおかしくないのです。

九州では、1982年7月の長崎大水害を思い起こす方もいるよ
うです。私も建設省に入ったばかりでしたが、あのような斜面
の多い地形の都市で起こる土砂災害の被害と経済損害は想
像を絶するものがあります。

しかしながら、都市部では危ない場所がわかったところで、今
回のような地域とは違って、隣接地に移転するといった余地が
ありません。企業は、自社の重要施設が谷底平野に立地してい
ないか確認して事前の対策をとる必要があります。

Q.実際に地域に入られて今後必要だと思われるものは何
でしょうか。

今回のような災害では、地区で管理する雨量計や水位計を
設置し、地区の判断で早く避難指示を出す必要があります。一
級河川のように高価で専門家のメンテナンスが必要な高級な
計測器は不要です。梅雨や台風の時期だけ動けばいいので、
自治会で当番を決めて、そのときだけ電池を入れて、監視すれ
ばよいのです。こうしたモニタリングシステムが、100万円か200
万円程度でできると良いです。こういうものにこそ公的な補助
をつけてほしいです。災害復旧費用の額に比べれば、事前防
災対策としてははるかに安上がりです。

また、今回お母さん方が情報のハブとなって、お母さん同士
や子供さんたちとアプリのLINE（ライン）でやりとりをしている
ことがわかりました。ちなみに、お父さん方はLINEグループに
入っていないので口頭でのやりとりだったそうです。LINEには
時刻が記録されるので、例えば、川があふれたのが16時11分、
最初は水が増えて、流木は後から来たというようにかなり詳細
な情報が分かります。平時に使いこなしているツールこそ有事
に役立つという典型的な事例ではないでしょうか。

誰でもが扱える自律分散型の情報ネットワークが必要で
す。平時から身近で使えるものを活用して、有事の際に地域の
レジリエンス力を発揮できるシステム。グリーンレジリエンス
思考とも相通じるものがあります。

おわりに
島谷先生とお話しさせていただいて、「地域に自律分散型の

グリーンレジリエンス拠点が必要ではないか」という意見で 
一致しました。

今後、以下のような「グリーンレジリエンス拠点」（素案）を先
生方や民間企業の知恵を結集して提言していきたいと考えてい
ます。

地域で設置・運営できる
自律分散型グリーンレジリエンス拠点の要件

【平時】
•堅牢な構造の基礎の上に、地域産木材を使用した建屋

がある
•地域の農林水産物が集まり、日々の買い物や会食の場

所となっている
•雨水を多く貯められる貯留槽がある
•ソーラー発電、小水力発電、バイオマスボイラー等、分

散型の電力・エネルギーを使用している
•地域で調達できる資源でキャンプをするための装備・設

備がある

【有事】
•自然災害（地震、風水災）のハザードに暴露（ばくろ）し

ない地盤、地形に立地している
•地域で管理可能な計測器（水位計、雨量計等）のデータ

を監視できるシステムがある
•自力で動けない高齢者等の避難をアシストする装備が

ある
•発災後、2〜3日分の炊き出しができる
•復旧・復興支援の受け入れ拠点となる

以上

参考文献・資料等
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html＞（最終アクセス2017年8月29日）

2) 消防庁ＨＰ、平成25年版　消防白書（第1章第5節）
＜http://www.fdma.go.jp/html/hakusho/h25/h25/pdf/
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3) 福岡県防災ＨＰ、平成29年7月九州北部豪雨に関する情報（第100報）
＜http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/emergency/detail/ 
309＞（最終アクセス2017年8月29日）
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～リスク細分化への対応を見据えて～

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

ひ さ ま つ

松 力
り き と

人

１	はじめに
株式会社インターリスク総研では、三井住友海上火災保

険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、AIR 
WORLDWIDE社（以下、「ＡＩＲ社」）と協働で、新しい水災リスク
評価モデル（以下、「新水災モデル」）を開発した。新水災モデル
は、従来のモデルに比べて分析解像度が細かくなり、機能も大幅
に拡張され、台風だけでなく近年被害が目立つ梅雨前線や集中
豪雨等の台風以外の要因による洪水に対する損害額の算出も可
能となった。新水災モデルは、損害保険会社のリスク管理だけで
なく、企業のリスク軽減に向けた水災コンサルティングサービス
への活用が期待される。本稿では、水災モデル精緻化の重要性、
新水災モデルの内容、および企業リスク軽減への活用可能性に
ついて示す。

高解像度水災リスク評価モデルの開発

２	水災モデル精緻化の重要性
⑴風水災発生件数の増加

全世界の自然災害の要因別の経年変化を図1に示す。このグラ
フからは、地震・津波・噴火の発生件数はここ30年で大きな変動
はないが、風水災の発生件数は明らかに増加傾向にあることが
わかる。これはハザードの側面からみると、風水災の発生に近年
の気候変動が影響を与えている可能性が示唆されていると考え
られる。したがって、将来においても気候変動に伴って風水災の
保険損害額がさらに増加していくことが懸念されている。

⑵損害保険への水災リスクの転嫁

2016年5月に、政府の中央防災会議（会長：安倍晋三首相）は、
茨城県常総市に特に大きな被害をもたらした平成27年（2015年）

地震・津波・噴火

風災

水災

その他の気候による災害

【図１】自然災害要因別発生回数の経年変化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献1）、56頁をインターリスク総研加工）
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9月関東・東北豪雨を踏まえ、防災基本計画２）を修正した。修正さ
れた防災基本計画には、「増加する水害リスクに備えるための水
害保険、共済への加入促進」という内容が追加され、損害保険会
社への水災リスクの損害保険への転嫁が推進されるものとなっ
た。保険を維持するためには、リスクを引き受ける側の損害保険会
社に安定的かつ健全な経営が求められており、損害保険会社は
その責務を果たすために、リスク管理の一層の高度化を推進して
いく必要がある。

⑶従来の水災モデルの課題

金融庁は2012年に「自然災害リスクに係る外部調達モデル
の構造等に関する調査報告書」３）にて、保険会社のリスク管理
に活用されている外部調達モデルとして、代表的な三大モデル
ベンダーの自然災害モデルの内容を公表している。なお三大
モデルベンダーとは、ＡＩＲ社、ＲＭＳ社（Risk Management 
Solutions）、ＥＱＥＣＡＴ社の3社である。

これら従来のモデルには大きな課題があった。一つ目は、近年
被害が目立つ集中豪雨等の台風以外の要因（非台風起因）によ
る洪水のモデル化である。従来のモデルでは、台風起因による洪
水のみを取り扱っており、非台風起因の洪水は明示的に考慮さ
れていなかった。二つ目は、モデルの分析解像度である。ＡＩＲ社
のモデルを例にとると、浸水深は降雨量から1kmグリッドごとに
簡易的に求められ、現在日本で整備されているハザードマップ等
に用いられる手法とは大きなかい離があった。自治体のハザード
マップ等で活用されている洪水解析では、降雨量から浸水深まで
の、河川流量や浸水を工学的に計算しており、また浸水深の解像
度も数十mグリッド程度で求められる場合が多い。

したがって、高度なリスク管理や多様な自然災害への適用、お
よびリスク細分化への対応を含む精緻な分析が必要とされる現
状に対し、水災モデルの実用性レベルが十分とはいいきれない状
況にあり、モデルの精緻化が課題であった。

３	新水災モデルの内容
⑴モデルのフレームワーク

ＡＩＲ社の従来の台風モデルと、新水災モデルとの比較を図２に
示す。従来の台風モデルでは、台風起因の洪水のみモデル化され
ており、また外水氾濫（河川の氾濫）は明示的にモデル化されてい
なかった。一方、新水災モデルでは、台風起因の水災は外水氾濫と
内水氾濫（都市型洪水）を分けてモデル化された。さらに非台風起
因の水災モデルが新たに実装された。非台風起因の降雨量の算
定や氾濫解析は台風起因と同じ工学的な手法が採用されている。

新水災モデルのフレームワークを図３に示す。モデルはハザー
ドモジュール、脆弱（ぜいじゃく）性モジュール、ファイナンシャル
モジュールで構成される。ハザードモジュールでは、まず降雨量
の再解析データに基づき、1万年分の降雨量を計算する。次に、
降雨量を入力値として河川流量から氾濫までを解析し、日本全
国の浸水深を算出する（次頁図4）。脆弱性モジュールでは、洪水
被害関数を構築して浸水深から保険対象物の被害率を求める。
ファイナンシャルモジュールでは、限度額や免責額等を保険条件
として考慮し、最終的な保険損害額を計算する。

⑵各コンポーネントの概要

①降雨カタログの生成
降雨量の計算手法の概要を示す。まず、1979年から2014年ま

での再解析データ注1）であるERA-Interimを用い、数値解析に
より降雨量等の解像度を向上した。次に、台風起因の降雨と、
非台風起因の降雨とで分離した上で、それぞれの降雨分布を1
万年分作成した。最後に、台風起因と非台風起因の降雨分布を 
統合した（次頁図5）。最終的に、時系列で地点ごとの降水量を収
録したデータベース（降雨カタログ）を生成した。

【図２】ＡＩＲの従来の台風モデルと新水災モデルとの比較
（インターリスク総研作成）

【図３】新水災モデルの構成　　　　　　　　　　　（インターリスク総研作成）
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②河川流量と浸水深の算定
浸水深の算出には、まず降雨量から河川流量を求める水文解

析を行った。次に、河川流量から浸水深を算出する氾濫解析を
行った。水文解析では、ダム・貯水池・放水路を明示的に考慮し、
集水域ごとに時系列の流量を計算した。氾濫解析では破堤を考
慮し、25mメッシュごとの浸水深を解析した（図6）。

【図5】降雨分布の結合イメージ　　　　　　　　　　　　　　　 　（ＡＩＲ社提供図をインターリスク総研加工）

【図6】氾濫解析イメージ　　　　　　　　　　　（ＡＩＲ社提供図に一部追記）

様々な大きさ・種
類の建物や、自
動車などの建物
以外への被害

救急車

地域病院貯水・放水

ダム

氾濫域の土地利用状況・
標高に応じた氾濫

建物の地下への
浸水被害

•流域の土地利用状況
•土地の勾配
•河川の形状
•土壌への浸透等を考慮した流量

破堤

降雨・降雪・融雪

【図4】外水氾濫シミュレーションのイメージ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （インターリスク総研作成）

まず、およそ500mピッチで設定された河川断面ごとに水位を
計算する。次に、断面ごとに破堤した場合の浸水深分布を解析す
る。最後に、断面ごとの浸水深分布を重ね合わせ、河川全体の浸
水深分布を作成する。

③被害の算定
洪水による保険対象物の被害率は、浸水深に応じて高くな

る。そこで、例えば建物の場合は、建物の基礎・構造・内装・設備
ごとに浸水深と被害率との関係式である被害関数を設定した 

（次頁図7）。それらの被害関数を組み合わせ、建物の用途・構造・
階数ごとの被害関数を構築した。構築した被害関数は、最新の研
究成果の知見を取り入れ、また保険会社の保険金支払情報等と
整合するよう較正した。

〈
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④保険損害額の算定
保険対象物の位置情報および再調達価額と、計算された浸水

深とを結び付けて、被害関数を適用し保険損害額を計算すること
ができる。日本全国の建物を対象として、1万年分の計算を実施
した際のモデルの出力結果の一例を図8に示す。モデルは確率論
的な計算を行うことができ、再現期間ごとの保険損害額を求める
ことが可能である。

４	新水災モデルのそのほかの特長
⑴複合災害の予測

新水災モデルと、台風に起因する風災および高潮を同時に計
算することが可能である。同時計算することにより、複合災害によ
る総合的な被害額の予測が可能である。

⑵日本全国を網羅

日本全国の総延長10万kmを超える河川、総面積33.8万km2に
およぶ2万超の流域をモデル化し、日本全国を対象とした被害予
測が可能である。

⑶土地利用・ダム・貯水池のモデル化

降雨の流出や氾濫の過程は、土地の利用状況によって変化す
る。新水災モデルでは、ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）とＮＡ
ＳＡ（アメリカ航空宇宙局）が提供する土地利用データを融合し
てモデルに組み込み、各地点の土地利用状況を考慮している。

ダムや貯水池により、河川水がいったん貯留されると河川の水
位が下がり、放流時には河川の水位が上がる。これらの施設のオ
ペレーションをモデル化することにより、ダム・貯水池の影響をモ
デルに反映している。

⑷観測に基づいた河川断面の入力

一般に公開されている標高データでは、川底の高さは分からな
い。しかし、河川流量の算定の過程では、河川断面データが必要
である。新水災モデルでは、重要と判断した河川については、国
土交通省による実測の河川断面データをモデルに反映し、その
ほかの部分は河川断面を推定してモデル化している。

⑸融雪の影響の考慮

降雨は気温が低いときには、雪として保存され、気温が上がっ
たときに溶けて流出する。新水災モデルでは気温も計算し、融雪
の影響を考慮している。

⑹破堤のモデル化

河川流量が大きくなると破堤のリスクが高まることが知られて
いる。また破堤が発生すると、その地点から大量の水が市街地
等に流れ、大きな被害をもたらす可能性がある。新水災モデルで
は、流量に応じた破堤の確率曲線を構築し、片岸・両岸破堤共に
モデルに組み込んでいる。

【図8】確率モデルの出力結果の一例
（ＡＩＲ社提供図をインターリスク総研加工）

【図7】建物被害関数の構築イメージ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＡＩＲ社提供図を基にインターリスク総研作成）
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⑺天文潮位・高潮の影響

天文潮位や高潮が高くなると、河口付近では河川水位が上昇
し、洪水が発生しやすくなる。新水災モデルでは、天文潮位およ
び高潮を計算し、その結果を洪水リスクの上昇に反映している。

⑻被害関数の種類

洪水被害関数は、商業・工場・住宅物件だけでなく、自動車や
貨物、土木構造物など、各種保険対象物を対象として構築してい
る。また、建物の階数を入力すればより実態に近い損害額が予測
できるよう、細かい区分の被害関数を用意している。

⑼地下施設

地下施設は、洪水による水が浸入して、たとえその場所におけ
る浸水深が小さい場合であっても、被害が大きくなると考えられ
る。新水災モデルでは、地下施設の被害を考慮するようモデル化
している。

⑽歴史イベント、政府シナリオ

過去に発生したイベントが、現在発生した場合の推定損害額
を計算することができる。例えば、伊勢湾台風（1959年）や東海
豪雨（2000年）、近年のものでは関東・東北豪雨（2015年）をモデ
ルに実装している。また、政府が想定するイベントが発生した場
合の損害額も予測することができる。新水災モデルでは、荒川・
淀川等代表的な河川の政府シナリオをモデルに組み込んでい
る。2015年の水防法の改正により、浸水想定区域は「想定しうる
最大規模の降雨」を前提としたものも作成されることとなり、順
次、想定最大規模の降雨を対象とした浸水想定区域図が公表
されている。新水災モデルでは、水防法の改正により公表された
想定最大規模の浸水想定区域図を再現した政府シナリオも準
備しており、当該シナリオを対象とした保険損害額も推定するこ
とができる。

５	 水災リスク軽減に向けたモデルの活用可能性
新水災モデルは、企業のリスクを精緻に定量的に評価するた

め、多種多様な被害関数を用意するなど、きめ細かいリスク分
析が可能になるように開発しており、2018年4月ごろからこのモ
デルを活用したコンサルティングサービスを提供する予定であ
る。過去の大雨や津波等の浸水被害を受けて敷地の地盤を局
所的にかさ上げしている企業も多くある。新水災モデルでは、 

そのような局所的な地盤のかさ上げも計算時に考慮することが
でき、また氾濫解析も全国を25mメッシュといった高い解像度
で分析することができる。また、複数地点での被害を同時に計
算できるため、全国の事業所を対象とした総合的なリスク診断
が可能である。

６	おわりに
洪水リスクへの関心の更なる高まりを、政府の動向や業務を通

して感じているところである。新水災モデルは現在活用できるリ
ソース・知見を駆使して開発したモデルであるが、計算機の能力
の向上や学術研究の進行により、今後改善する余地が出てくると
考えられる。気候変動の影響、河川堤防の整備状況、破堤メカニ
ズムの解明、都市の排水能力の評価などに関する研究の進捗状
況を注視し、引き続きモデルの精緻化を図る取り組みを推進して
いきたい。

本稿の執筆にあたっては、ＡＩＲ社の藤村和也氏に協力を得
た。この場を借りて感謝の意を表する。

以上

参考文献・資料等

1）Munich Re「TOPIC GEO」
＜https://www.munichre.com/site/mram-mobile/get/
documents_E-253943638/mram/assetpool.mr_america/
PDFs/3_Publications/TOPICS_GEO/TOPICS_GEO_2017.pdf＞
（最終アクセス2017年8月1日）

2）中央防災会議「防災基本計画 平成28年5月」
＜http://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/pdf/kihon_
basic_plan160216.pdf＞（最終アクセス2017年8月1日）

3）エーオンベンフィールドジャパン株式会社「金融庁委託調査 自然災害
リスクに係る外部調達モデルの構造等に関する調査報告書」
＜http://www.fsa.go.jp/common/about/research/20120706/01.
pdf＞（最終アクセス2017年8月1日）

注）
　　　　　　
1）再解析データ

再解析データとは、過去の大気や海洋の循環・状態を、当時の観測データと最
新の数値予報モデルを用いて、コンピュータで再現したデータである。数値予
報モデルで短時間予報を行い、予報値を作り、観測値を使って誤差を修正する

（データ同化）。このようなプロセスで過去数十年分計算することにより再解析
データが構築される
代表的な再解析データとして、ヨーロッパ中期予報センターのERA-Interim、
気象庁のJRA-55、アメリカ海洋大気庁のNCEP/CFSRなどがある
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～TCFD提言を踏まえて～

企業における気候関連リスクの
シナリオ分析の必要性

〈特集〉気候変動②

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 さ き

崎 康
こ う す け

介

１	はじめに

2015年4月、Ｇ20財務相・中央銀行総裁会議は、金融安定理事
会（ＦＳＢ）注1）に対して、気候関連課題について金融セクターがど
のように考慮すべきか、検討するよう要請した。

その背景として、気候変動に起因する経済的損失の拡大が懸
念されること、またその対策として温室効果ガス（GHG）の排出
制限および低炭素経済への移行が進むことによって、化石エネ
ルギー関連資産の価値が毀損（きそん）することが懸念され始
めたことなどが挙げられる。金融市場は資産に関するこれらのリ
スクを早期評価し、適切な資本の配分を行うことが求められる。
しかし、既存の気候変動に関する企業の情報開示基準の多く
が、GHG排出量やそれ以外の持続可能性指標に焦点を当てた
ものであり、気候変動による財務的影響に関する情報は限られ
ている。

したがってＦＳＢは、企業が「金融市場が気候関連リスクを測
定し対応するために、必要とされる情報開示のあり方を理解し、
投資家のニーズに合わせた情報開示を行う」ことが重要と判断
した。ＦＳＢは2015年12月に、マイケル・ブルームバーグ元ニュー
ヨーク市長を座長とする民間有識者による「気候関連財務情報
開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）」を設置し、2017年6月29日に情報
開示のための提言をまとめた最終報告書1）、提言の実施に関す
る付属書2）、気候関連シナリオ分析の活用に関する技術補足書3）

（以下、合わせて「ＴＣＦＤ提言」と呼ぶ）が公表された。最終報告
書については、2017年7月7日から8日に開催されたＧ20ハンブル
ク・サミットで報告され、付属文書（ハンブルク行動計画など）に
取り上げられた。

ＴＣＦＤ提言は企業にとってボランタリーなものとして位置
づけられているが、すでに国際社会に大きな波紋が広がっており

（後述）、わが国の金融機関や企業も早晩、影響を受けると考え
られる。そこで本稿ではＴＣＦＤ提言の概要を紹介した上で、特
に重要と位置づけられる気候関連シナリオ分析について考察し
たい。

２ 気候関連のリスクと機会が
財務に与える影響

ＴＣＦＤ提言では、気候関連のリスクを「移行リスク」と「物理的
リスク」に大別している（次頁表１）。

移行リスクとは、気候変動の緩和および適応に取り組む低炭
素経済へ移行することに伴う法規制、技術、市場の変化によるリ
スクである。例えば炭素税や排出権取引制度などの炭素価格制
度が施行されることによるコスト増加が挙げられる。さらに炭素
価格が導入されることにより、石炭鉱山、油・ガス田、GHG排出効
率の悪い生産設備などの化石エネルギー関連資産の価値が毀
損することも考えられる。また低炭素型の製品、技術、生産設備
導入のための投資のほか、そのような投資をせずに低炭素型経
済に対応しなかった場合に製品需要減少を招く可能性も想定さ
れる。2015年12月にパリ協定が締結され、「世界の平均気温上昇
を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに1.5℃に
抑える努力を追及する」目標（以下、「2℃目標」）に向かって国際
社会が動き出している中で、このような移行リスクは非常に重要
な課題といえる。

一方、物理的リスクとは、気候変動が顕在化することによるリス
クである。例えば台風や洪水による資産の直接的な損害、サプラ
イチェーンの寸断による間接的な影響などが挙げられる。また長
期的な気候パターンの変化により、水や食料などの原材料の利
用可能性や質が悪化することも考えられ、ひいては操業コストに
影響が及ぶ可能性もある。このように風水災や水枯渇などが厳し
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タイプ 気候関連リスク 潜在的な財務的影響

移
行
リ
ス
ク

政策／規制
－炭素価格の上昇
－GHG排出量報告義務の強化
－製品・サービスへの規制・義務の強化
－訴訟の増加

－操業コストの増加（例：順法コスト、保険料）
－政策の変化による現有資産の償却、資産の減損、早期除却
－罰金および裁判に起因するコスト増加、製品・サービスの需要減少

技術

－製品・サービスの低炭素排出型への移行
－新規技術への投資の失敗
－低炭素技術への移行のためのコスト

－現有資産の償却、早期除却
－製品・サービスの需要減少
－新しい代替技術の研究開発のための支出
－技術開発のための先行設備投資
－新たな手法や生産工程を採用・配置するための費用

市場

－消費者行動の変化
－マーケットシグナルの不確実性
－原材料コストの上昇

－消費者選好の変化による製品・サービスの需減少
－投入価格（例：エネルギー、水）と産出要件（例：廃棄物処理）の変化に

よる生産コストの増加
－収益減をもたらす収益構造と収益源の変化
－資産価格の変動（例：化石資源埋蔵量、土地価格、有価証券の評価）

評判

－消費者選好の変化
－GHG排出量の多いセクターへの非難
－ステークホルダーの懸念の増加または 

ネガティブな反応

－製品・サービスの需要減少による収益減少
－生産能力の低下による収益減少（例：計画認可の遅延、サプライ

チェーンの妨害）
－従業員の管理計画への負の影響（例：従業員の募集、維持）
－資本の利用可能性の低下

物
理
的
リ
ス
ク

急性

－サイクロンや洪水等の異常気象の激甚
化

－物流の混乱等による生産能力減少による収益減少
－従業員への負の影響（例：健康、安全、欠勤）による収益減少およびコ

スト増加
－現有資産の償却および早期除却（例：高リスク地域にある資産・不動

産価値の低下
－操業コストの増加（例：水力発電所や原子力・火力発電所の冷却水へ

の水供給の不足）
－資本コストの増加（例：施設の物的損害）
－売上高や生産量の低下による収益減少
－高リスク地域にある資産の保険料の増加、保険手配の困難化

慢性

－降水パターンの変化、気象パターンの極
端な変動

－平均気温、海面の上昇

くなる高リスク地域にある資産は、価値が低下する恐れもある。
気候関連リスクの大きさや種類は業種、立地、組織によって異

なる。そして財務的影響の大きさは、各社のリスクと機会、そして
リスク管理と戦略によって決まる（図１）。

【表１】気候関連リスクおよび潜在的な財務影響

（参考文献1）を基にインターリスク総研仮訳）

【図１】気候関連リスクと機会が財務に与える影響の全体像　　　　　　　　　　　　（参考文献1）を基にインターリスク総研仮訳）

〈特集〉気候変動②
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３	ＴＣＦＤ提言が推奨する情報開示
ＴＣＦＤは企業に対して、年次財務報告において気候関連財務

情報を開示することを推奨している。
ＴＣＦＤ提言は情報開示の中核的要素として「ガバナンス」、

「戦略」、「リスクマネジメント」、「指標および目標」を据えている
（表２）。また、財務報告に含める内容はマテリアリティ（重要性）
の原則に従って行われるが、気候関連リスクは長期的な側面が
あることから、簡単に重要でないと結論を下すことには注意する
必要があると指摘している。その上で、気候変動はほぼ全ての業
種に影響があり投資家の特段の注意が必要なことから、ＴＣＦＤ
は少なくとも「ガバナンス」と「リスクマネジメント」に関する情報
は財務報告に含むべきとしている。

一方、「戦略」と「指標および目標」については、そのような情報
が重要だと考えられる場合に、財務報告に含まれるべきとして 

いる。しかし、気候変動と関連の深い4種類の非金融産業分野 
（表３）のうち年間売上高10億米ドル相当以上の企業は、「戦略」
と「指標および目標」に関する情報を重要でないと判断して財務
報告に含めないとしても、他の報告書の中での開示を検討するよ
う求められている。

４	気候関連シナリオ分析の重要性
表２で示した「推奨される開示内容」の多くは、ＯＥＣＤ（経済

協力開発機構）コーポレート・ガバナンス原則、国際統合報告フ
レームワーク（ＩＩＲＦ）、ＧＲＩ注2）ガイドライン、ＣＤＰ注3）などの既
存のサステナビリティ情報開示基準に含まれている2）。しかしな
がら表２の「戦略c」で述べられている気候関連シナリオ分析を含
む開示基準は、気候変動開示基準委員会（ＣＤＳＢ）注4）の「気候

ガバナンス 戦略 リスクマネジメント 指標および目標
気候関連のリスクと機会に関
する組織のガバナンスを開示
する

気候関連のリスクと機会が組
織のビジネス、戦略、財務計
画に与える実際および潜在
的な影響を開示する

組織がどのように気候関連
のリスクを特定、評価および
マネジメントしているかにつ
いて開示する

気候関連のリスクと機会を評
価・管理する際に、使用する
指標と目標を、そのような情
報が重要である場合に、開示
する

推奨される開示内容
a)気候関連のリスクと機会に

関する取締役会による監
視体制を説明する

a)組織が特定した、短期・中
期・長期の気候関連のリス
クと機会を説明する

a)組織が気候関連のリスク
を特定し、評価するプロセ
スを説明する

a)組織が、自らの戦略とリス
クマネジメントプロセスに
沿って、気候関連のリスク
と機会を評価するために
用いる指標を開示する

b)気候関連のリスクと機会を
評価・管理するにあたって、
経営者の役割を説明する

b)気候関連のリスクと機会
が組織のビジネス、戦略、
財務計画に与える影響を
開示する

b)組織が気候関連のリスク
をマネジメントするプロセ
スを説明する

b)Scope1、Scope2および
該当する場合はScope3
のGHG排出量と、その関
連するリスクを説明する

c)2℃シナリオを含む複数の
異なる気候関連シナリオに
対して、組織のビジネス、
戦略、財務計画がどの程
度、強じんであるかを説明
する

c)組織が気候関連のリスク
を特定、評価およびマネジ
メントするプロセスについ
て、組織の総合的なリスク
マネジメントプロセスにど
のように統合されているか
について説明する

c)組織が気候関連のリスク
と機会を管理するために
使用する目標と目標に対
する実績を開示する

大分類 少分類

エネルギー 石油・ガス、石炭、電力事業

運輸 航空貨物、航空旅客、海運、鉄道輸送、トラック輸送、自動車・部品

素材・建築物 鉱業、化学、建築資材、資本財、不動産管理・開発

農業、食品、林産物 飲料、農業、加工食品・加工肉、製紙・林業製品

【表２】推奨される情報開示

（参考文献1）を基にインターリスク総研仮訳）

【表３】４種類の非金融産業分野

（参考文献1）を基にインターリスク総研仮訳）



RMFOCUS Vol.63 〈2017 Autumn〉　20

変動情報開示フレームワーク」に限られている。
ＴＣＦＤ提言は、まだ企業の気候関連シナリオ分析は比較的新

しいものであり、開示を行っている企業は少ないとしながらも、企
業がシナリオ分析によって将来評価を行い、移行リスクや物理的
リスクに対してどれほど脆弱であるか、その脆弱性にいかに取り組
むかを開示することは、投資家等にとって重要であるとしている。

このようなシナリオ分析は、近い将来、主流化していくものと考
えられる。たとえば企業の気候関連情報開示に強い影響力を持
つＣＤＰは、機関投資家を代表して企業に送付している気候変動
質問書について、ＴＣＦＤ提言の推奨する情報開示と重なる点が
多いが、シナリオ分析は本質的に新しい点であるとしている。その
上で2017年には「シナリオ分析の実施の有無」という項目を質問
書に追加したほか4）、2018年以降はシナリオ分析の開示内容にも
踏み込んでいくものと考えられる。さらにＣＤＰはデータベースシ
ステムにも投資して、シナリオ分析を含むＴＣＦＤ提言に対応して
いくとのことである5）。

５	気候関連シナリオ分析の概要
⑴シナリオ分析のプロセス

ＴＣＦＤ提言はすべてのセクターに対する指針として、「2℃シナ
リオと整合する低炭素経済への移行シナリオ」と、関係する企業
は「物理的リスクが強まるシナリオ」を考慮して、自社の戦略が気
候関連のリスクと機会に対してどれほど耐性を備えているか説明
すべきとしている。一方で、シナリオ分析は、初期の段階では定性

的な分析も多いだろうとし、必ずしも財務インパクトの金銭評価
を求めているわけではないことに留意したい。

基本的に2℃シナリオの方が移行リスクは大きくなり、より気温
上昇が大きいシナリオになるにつれて物理的リスクが大きくなる
傾向があることを念頭に（図２）、分析対象とするリスクに応じて、
少なくともリスクエクスポージャーが大きくなるシナリオを含めて
シナリオを選択することが望まれる。

シナリオ分析のプロセスは、まず自社にとって重要な気候関連
リスクを選定した上で、そのリスクエクスポージャーを検討する
のに適したシナリオを選択または構築する。また、自社事業への
将来的な影響のタイミングを考慮して、短期・中期・長期の時間
軸を設定する。そしてシナリオに基づいて、事業への影響を評価
し、潜在的に必要となる対策を特定することになる（図３）。

【図２】気候変動シナリオの選択　　　（参考文献6）にインターリスク総研加筆）

【図３】気候関連シナリオ分析のプロセス　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考文献3）を基にインターリスク総研仮訳）
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⑵活用しうるシナリオの例

資源メジャーなどの一部の企業はシナリオを自ら構築している
が、多くの企業は公的機関やNGOなどが公表するシナリオを活
用することになると考えられる。シナリオで予測されている市場、
技術、政策データと現時点での自社事業の見通しを総合して、リ
スク評価を行うことになる（図４）。

移行シナリオ分析を行う場合に多用されるものとしては、国
際エネルギー機関（ＩＥＡ）が毎年11月に発表している"World 
Energy Outlook（ＷＥＯ）"がある（表４）。ほかにもＤＤＰＰ注5）、
国際NGOのGreenpeaceなどもそれぞれ2℃目標を前提とし
たシナリオを提示している。再生可能エネルギーなどの技術の
発展や普及の予測については、ＩＥＡの"Energy Technology 
Perspectives（ＥＴＰ）"や国際再生可能エネルギー機関 

（ＩＲＥＮＡ）に詳しいデータが掲載されている。同じ2℃目標を目
指していても、シナリオによって各国政策の予測、CO2貯留技術
を考慮するかどうかなどの仮定が異なる点に留意して、シナリオ
を選択することが望まれる。

化石エネルギー関連資産が価値毀損（座礁資産化）するリスク
は、移行リスクの最重要テーマの一つである。金融系NGOである
カーボン・トラッカーは世界の化石エネルギー関連資産を対象
に、採掘のための設備投資額（ＣＡＰＥＸ）あたりのGHG排出効
率という観点から、主要化石燃料産出国ごとに座礁資産化する
割合をＩＥＡの2℃（450ppm）シナリオや新政策シナリオに沿って
分析している9）。このような手法は参考になると考えられる。

機関投資家の移行リスクへの関心は高く、例えばメガバンク
のＨＳＢＣが資源メジャー各社の座礁資産を計算し、収益への
影響を試算している10）ほか資産運用コンサルティング会社の 

【図４】非金融産業分野における移行リスクのシナリオ分析に必要となるデータ例　　　　　（インターリスク総研作成）

【表４】ＩＥＡ ＷＥＯおよびＩＰＣＣのシナリオ

※ 平均気温上昇は、産業革命前から21世紀末までの増加分　　　　　　　　　　　　　 　　（参考文献6）7）8）を基にインターリスク総研作成）

シナリオ 概要 平均気温上昇12) 仮定／予測結果例

現状政策（CPS）
シナリオ

現時点で実施措置まで講じられている政策のみ
を考慮し、これらの政策が強化されずに持続す
ると仮定したシナリオ

3.6℃
(2.6〜4.9℃）

＜予測結果＞
2040年までの
地域、主要国別の一次エネルギー・電力
構成、化石エネルギーの需給および価
格、CO2貯留技術の普及度、エネルギー
効率　など
＜仮定＞
主要国の化石燃料に対する補助金の廃
止時期、炭素価格の設定価格や導入時
期　など

※予測データの一部はNPSシナリオに限る

新政策（NPS）
シナリオ

現時点で採用されている、エネルギー市場に影
響を与える政策措置を含み、さらにこれまでに
発表された他の関連するエネルギーやGHG削
減を示唆するものも、厳密な実施措置がまだ完
全に定められていない段階でも考慮に入れて
いる。また気候変動枠組条約に基づく国別目標

（INDCs）も含む

2.8℃
(2.3〜3.5℃）

450ppmシナリオ
大気中のGHG濃度を（2℃目標達成の確率が
66%とされる）450ppmに抑えるためのエネル
ギー需給構造を分析したもの

2℃

RCP2.6シナリオ 将来の気温上昇を2℃以下に抑える目標のもと
に開発された排出量の最も低いシナリオ

1.6℃
（0.9〜2.3℃）

2100年までを対象にマクロスケールでの
気温、海面水位、洪水頻度、海面のpH、
年平均降水量、台風の頻度および強度、
作物収量、その他地域別の物理的リスク
の主要な定性的な情報　など

※予測データによっては、一部シナリオに
限る

RCP4.5シナリオ
中間的シナリオ

2.4℃
（1.7〜3.2℃）

RCP6.0シナリオ 2.8℃
（2.0〜3.7℃）

RCP8.5シナリオ 2100年におけるGHG排出量の最大排出量に相
当するシナリオ

4.3℃
（3.2〜5.4℃）

IE
A 

W
EO

IP
CC
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マーサー11）や大手格付機関のムーディーズ12）も、それぞれ2℃シ
ナリオに基づいて13業種の収益への影響を試算している。

物理的シナリオについては、国連気候変動に関する政府間パ
ネル（ＩＰＣＣ）注6）第5次報告書に掲載されているデータ（表4）が
参考になるほか、国際機関や各国政府、研究機関が独自に詳細
の評価を行っていることが多い。また物理的リスクの主要なテー
マの一つである水資源の枯渇については、ＩＰＣＣのシナリオに
基づくいくつかの予測サービスまたはデータベースが提供されて
いる13）。

６	ＴＣＦＤ提言に対する国際社会の反応
すでに100社以上の企業14）がＴＣＦＤ提言の支持を表明してい

るほか、360以上の投資家（運用資産総額19兆米ドル）がＧ20各
国に対して提言を支持するよう求めた15）。また、気候変動の情報
開示に関係する主要な国際組織（ＣＤＰ、ＣＤＳＢなど）や経済団
体（世界経済フォーラム（ＷＥＦ）、持続可能な開発のための世界
経済人会議（ＷＢＣＳＤ）注7）など）がＴＣＦＤの提言を支持する声
明を早々に打ち出している16）17）。

ＴＣＦＤ提言を実現するための動きも始まっている。2017年6月
に大手機関投資家などの30以上の組織が参加している「2°投資
イニシアチブ」は、電力、自動車、鉄鋼、セメント、航空、船舶の6業
種を対象に、2℃目標に基づき移行リスクシナリオを構築するた
めのガイドライン18）を公開した。またハンブルク・サミット直後の
7月11日には、国連環境計画・金融イニシアチブ（ＵＮＥＰ−ＦＩ）と
バークレイズ、シティ、サンテンダールなどの11行（その後に1行加
入）が、ＴＣＦＤ提言を実践することを目的に、気候関連のリスク
および機会を評価するための分析ツールと指標を開発すること
を表明した19）。さらに7月17日には、ＣＤＳＢがＴＣＦＤ提言を実施
する企業のイニシアチブを、数カ月以内に発足させることを公表
している20）。本イニシアチブのコミットメントに署名した企業は、
2020年までに気候変動に関する財務情報を開示するとしており、
具体的な目標年を定めていることも特筆すべき点である。

各国の金融政策にも影響を及ぼしている。欧州委員会では「持
続可能な金融のためのハイレベル有識者会合（ＨＬＥＧ）」を2016
年12月に設置し、ＥＵの金融政策に関する提言を取りまとめてい
る。2017年7月13日に公表されたＨＬＥＧの中間報告書では、欧州
企業の競争力を維持しつつ、ＴＣＦＤの枠組みを制度に統合して
いくべきとし、2018年のＥＵ非財務情報開示指令の改定時がその
チャンスであるとしている21）。

ＴＣＦＤは5年程度の期間を想定して、ＴＣＦＤ提言を採用する
企業を増やし、普及させる考え1）であり、今後、ますます影響が広
がるものと考えられる。

７	おわりに
⑴環境課題の自社事業への影響を測るということ

気候変動や生物多様性などの環境課題を、経営的視点で自
社のビジネスリスクおよび機会としてとらえ、マネジメントを行
う考え方は、ISO14001の2015年改正などを経て企業に定着し
てきている22）。ＴＣＦＤで提言されている情報開示枠組みに対応
するマネジメント方法として、ISO14001などの既存の自社の（環
境）リスクマネジメントシステムを併用することで一定の対応は
可能である23）。

事業の環境影響の定量化については、これまでGHG排出量だ
けでなく、水使用や大気汚染などにしても、「社会へ与える影響」
を測ることが主目的であった。しかし今後は、ＴＣＦＤ提言のよう
に自社事業への影響を測ることも、等しく重要になる（図５）。

これは気候変動に限ったことではなく、生物多様性を含む自然
資本全般に共通する潮流である。250以上の企業、NGO、国際機
関などが参画する自然資本連合は、2016年7月に自然資本を事業
プロセスに組み込むための「自然資本プロトコル」を公表したが、
ここでも目的に応じて社会への影響だけでなく、自社事業への影
響も測定することを推奨している。したがって、このような流れは
気候変動に留まらず、重要になっていくものと考えられる24）。

【図５】自然資本への影響・依存とビジネスリスク・機会との関係
（参考文献25）を基にインターリスク総研仮訳）
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24) 「新エターナル第38号　自然資本をビジネスプロセスに組み込む」 
インターリスク総研、2016年3月

25) Natural Capital Coalition "Natural Capital Protocol" 2016.7
26) Ministère de la transition Écologique et solidaire "Plan 

Climat" 2017.7.6

注）
　　　　　　
1) ＦＳＢ

Ｇ2０諸国等の財務省、中央銀行、監督当局や国際機関等をメンバーとする国際
金融システムの脆弱性の評価および安定を図る機関である

2) ＧＲＩ（Global Reporting Initiative）
組織がサステナビリティ報告を行うための国際基準「サステナビリティ・レポー
ティング・ガイドライン」を策定している非営利団体。同ガイドラインは世界9０か
国、数千の組織に活用されており、国際的に大きな影響力を持つ

3) ＣＤＰ
827の機関投資家（運用資産総額1００兆米ドル）を代表して企業に対して気候変
動に関する質問書を送付し、その結果を評価および開示するプログラムである
が、2０16年には世界で5,8００社が回答している

4) ＣＤＳＢ
2００7年の世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で設立されたコンソーシア
ムであり、企業の気候変動情報開示フレームワークを提案している。世界35０以
上の企業がＣＤＳＢのフレームワークを用いて情報開示を行っている

5) ＤＤＰＰ
"Deep Decarbonization Pathways Project"の略で、持続可能開発・国際
関係研究所（IDDRI）と国連持続可能な開発ソリューションネットワーク（SDSN）
によるコンソーシアム

6) ＩＰＣＣ
国連環境計画と世界気象機関により設立され、気候変動に関する最新の科学
的知見を取りまとめる機関である

7) ＷＢＣＳＤ
持続可能な世界への移行を加速するために、2００以上のグローバル企業（合計
年間収益8.5兆米ドル）のCEOによって主導される組織。7０か国にネットワーク
を持つ

⑵2℃シナリオを想定する重要性

人によっては、2℃シナリオを理想論にすぎないと考えているか
もしれない。しかし2017年7月にフランス政府やイギリス政府が
2040年までに内燃機関車両の販売を禁止すると発表したように

（表５）、国際的または各国の低炭素経済への移行が急激に進
展する可能性がある。企業は2℃目標シナリオを含めた複数のシ
ナリオを想定して中長期的な事業戦略を策定することが期待さ
れる。

以上

2050年にカーボンニュートラルを達成する

運輸 ①2040年までに内燃機関車両の販売を停止
②2022年時点でガソリンとディーゼル燃料の課税水準を

統一

電力 ①2022年までに石炭火力を全廃
②2025年時点で原子力の割合を50%に引き下げ

全般 ①2030年時点で炭素課税を100ユーロ／トンに引き上げ

【表５】フランス気候変動対策プラン（2017年7月6日）の概要26）

〈特集〉気候変動②
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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  環境・ＣＳＲグループ
主任コンサルタント 　  　 　  川

か わ さ き

﨑 亜
あ き こ

希子

１	はじめに
　
2017年7月、三井住友海上火災保険株式会社と株式会社イン

ターリスク総研は、セミナー「急伸するＥＳＧ投資と求められる企
業のＥＳＧ戦略」を開催した。本稿ではその要旨について報告する。

セミナー「急伸するＥＳＧ投資と
求められる企業のＥＳＧ戦略」
開催報告

２	背景
昨今、「ＥＳＧ」という言葉が新聞などのマスメディアで

取り上げられ、目にする機会が増えてきた。ＥＳＧとは、環境
（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）を
指し、企業のＥＳＧ項目を考慮する「ＥＳＧ投資」が国内において
活発化している。ＥＳＧ投資の取引額は、世界全体では18兆2760
億米ドル（2014年）から22兆8900億米ドル（2016年）へ、日本にお
いては、70億米ドル（約0.8兆円；2014年）から4740億米ドル（約52
兆円；2016年）と大幅な伸びを示している。

ＥＳＧ投資が注目されるようになったきっかけとして、2006年に
「責任投資原則」注１）（以下、「ＰＲＩ」）が発表されたことが挙げら
れる。ＰＲＩは、機関投資家がＥＳＧを考慮し投資分析や意思決
定プロセスを行うことなどを盛り込んだ六つの原則からなる枠組
みで、環境問題などの社会課題の解決には金融業界が経済活動
を通じ与える影響が重要との認識が背景にある。

日本においては、日本再興戦略注２）のもと、2014年に金融庁か
ら「日本版スチュワードシップ・コード」（以下、「スチュワードシッ
プ・コード」）が、2015年には東京証券取引所から「コーポレートガ
バナンス・コード」が策定された。スチュワードシップ・コードは機
関投資家に対して、またコーポレートガバナンス・コードは上場企
業に対して、ＥＳＧを考慮した投資／事業活動を求めている。さら
に、2015年9月には、世界最大規模の年金資産を持つ年金積立金
管理運用独立行政法人（以下、「ＧＰＩＦ」）が、ＰＲＩに署名した。
これらの動きが契機となり、日本においてＥＳＧ投資が広く認知
されるようになった。

このような情勢を受けて、ＥＳＧ投資の最新動向と求められる
企業のＥＳＧ戦略の重要性、および環境・社会課題に関する事業
リスクと機会についての情報を発信することを目的として、本セミ
ナーを開催した。

14：00
　〜
14：10

開会の挨拶
株式会社インターリスク総研　
代表取締役社長　村戸 眞

14：10
　〜
14：40

ＥＳＧ投資に関する基礎的な考え方
環境省 大臣官房 環境経済課　
課長補佐　泉 晋様

14：40
　〜
15：10

ＥＳＧ投資における投資家の視点
三井住友アセットマネジメント株式会社 
企業調査グループ スチュワードシップ推進室長　齊藤 太様

15：10
　〜
15：45

求められる企業のＥＳＧ戦略の全体像
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 シニアマネジャー・上席コンサルタント
猪刈 正利

15：45 休憩

16：00
　〜
16：30

環境（E）課題：気候変動、水、生物多様性リスクへの対応
同 上席コンサルタント　寺崎 康介

16：30
　〜
17：00

社会（S）課題：人権リスクへの対応
同 上席コンサルタント　寺田 祐

● 開 催 日 ： 2017年7月21日（金）
● 開催場所 ： 三井住友海上　駿河台ビル　大ホール
● 主 催 ： 三井住友海上火災保険株式会社

株式会社インターリスク総研
● 参加者数 ： 113名

【表１】開催日時等およびプログラム
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３	講演内容
⑴ＥＳＧ投資に関する基礎的な考え方

環境省 大臣官房 環境経済課 課長補佐　泉 晋氏より、環境
省が2017年1月に公表した「ＥＳＧ投資に関する基礎的な考え
方」(参考文献１）、以下、「ＥＳＧ検討会報告書」）について解説いた
だいた（図１）。講演の要旨は以下のとおり。

① ＥＳＧ検討会報告書「ＥＳＧ投資に関する基礎的な考え方」
ＥＳＧ検討会報告書は、近年の地球環境問題をめぐる認識の

変化が背景にある。20世紀後半までは、経済活動によって排出さ
れるCO2は地球の自浄・再生能力によって問題視されることがあ
まりなかった。しかし2015年のパリ協定注3）の長期目標からもわか
るとおり、21世紀は地球環境資源が限界に近づきつつあることを

意識せざるを得ない状況下にあり、サステナビリティ（持続可能
性）の視点が必要となってくる。

また本報告書では、経済的利益を生み出す機能を最大限発揮
する上で、資金拠出者、資産運用者、資金利用者のインベストメン
ト・チェーンの、おのおのの投資における時間軸の持ち方や共有
のあり方が重要であることを主張している。図２のとおり、財務情
報や非財務情報の重要度は時間軸によって相対的に変化しうる
ものであり、時間軸が長いほど財務情報だけでは説明のつかな
い非財務情報が重要になると考えられる。

②ＥＳＧ投資とＧ２０、ＦＳＢ-ＴＣＦＤ
環境と金融をめぐる新たな潮流が生まれている。2015年9月、

金融安定理事会（以下、「ＦＳＢ」）注4）議長で英国中央銀行総裁の
Mark Carney氏は、気候変動は「物理的リスク」、「賠償責任リス
ク」、「移行リスク」の三つの経路から金融システムの安定を損な
う恐れがあることを述べた。Ｇ20の要請のもと、ＦＳＢは実行組織
として「気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）」を設置
し、2017年6月に「気候変動関連の財務情報開示に関する最終報
告書」(以下、「ＴＣＦＤ最終報告書」)を発表した。同報告書では、
気候関連リスク・機会に関する非財務情報が市場評価の対象と
なるよう、財務的インパクトとして開示されるべきことが提言され
ている（次頁図３）。

また、2017年7月に開催されたＧ20ハンブルク・サミットにおい
て、米国を除くＧ20各国は、パリ協定は後戻りできないこととして
合意するなど、世界各国においても、喫緊の地球環境問題への対
応に関する認識が再確認されている。

【図１】泉 晋氏（環境省）

【図２】投資時間軸と非財務情報の関係図　　　　　　　　　　　　　　 　　（参考文献１）を基に泉氏作成）
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⑵ＥＳＧ投資における投資家の視点

三井住友アセットマネジメント株式会社(以下、「ＳＭＡＭ社」) 
企業調査グループ スチュワードシップ推進室長　齊藤 太氏
が、ＳＭＡＭ社のＥＳＧ評価について解説したのち、企業に対し
て次のようなメッセージを発信した（図４）。講演の要旨は以下
のとおり。

①ＳＭＡＭ社のＥＳＧ評価の考え方
ＥＳＧ投資は証券会社や運用会社が時代の流れを受けて新た

に作ったものととらえられることがあるが、投資家は従来からＥＳ
Ｇの視点を持って企業を調査・理解、投資判断しており、決して新
しい概念ではない。

ＳＭＡＭ社は、公開情報と同社独自のアナリスト情報（対話に
よる企業の将来変化への洞察など）に基づいたＥＳＧ評価を基本
方針にしている。

次頁図５のように、ＥＳＧを評価する際、企業を1本の樹木に
例えるとわかりやすい。財務情報は見えやすい幹や枝、葉っぱ、
果実として、非財務情報は直接見えない根ととらえる。共に企業
の構成要素であり、理解を深める必要がある。同社は、根（＝非
財務情報）の評価の高さを企業の強さと考える。根（＝非財務情
報）が強ければ、資源価格、金利、世界情勢、消費者需要動向の
変化といった外部環境の変化があっても、幹（＝財務情報）は耐
える、または変化に柔軟に対応することができると考えるからで
ある。

②企業へのメッセージ
最近のＳＭＡＭ社のＥＳＧファンド残高の伸長の程度や、2017

年7月にＧＰＩＦがＥＳＧ指数の運用を開始したことなどから、今
後もＥＳＧ投資額は増えることが予想される。このような情勢か
らも、ＥＳＧを企業の経営戦略に組み込んでいくことが望まれる。
なお、実施にあたっては、以下の投資家の視点を念頭に置くこと
が重要である。

a．ＥＳＧ対応のあり方
⒜ＥＳＧの中長期的な経営戦略への反映
•ＥＳＧを含む非財務情報は企業価値の大きな構成要素
であり、中長期的な経営戦略に反映させることが重要
•特定の部署での立ち上げにとどまらず、全社レベルの戦
略への落とし込み、および全社での重要性の共有

⒝ＥＳＧ情報開示への工夫
•できるだけ開示する（投資上、情報の出し惜しみは損）
•分かりやすさ、第三者評価の記載
•今後の方針の記載

【図４】齊藤 太氏（三井住友アセットマネジメント株式会社）

【図３】気候関連リスク・機会がもたらす財務的インパクト　　　　（ＴＣＦＤ最終報告書を基に泉氏作成）
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b．ＥＳＧを経営戦略に組み込むプロセス
⒜ＥＳＧの理解・社内浸透
⒝ストーリー性を持った統合報告書の作成
•アニュアルレポート・財務報告書と環境報告書・ＣＳＲ報
告書を単に結合させたものではなく、企業の環境、社会、
ガバナンス対応が、従業員や地域・社会、企業の業績、企
業の将来にどのように反映されるかなどストーリー性を
持たせる
•統合報告書の作成が、企業の縦割り体制に横串がささる
機会をもたらす

⑶求められる企業のＥＳＧ戦略の全体像

インターリスク総研　猪刈 正利が、企業に求められるＥＳＧ戦
略の全体像に関して、次の6点を指摘した。

①2050年を見据えた長期ビジョンの策定と定量／定性目標の
設定
パリ協定など、気候変動に関する長期ビジョンの重要性が世

界的に高まっている。国内においても、例えば環境省の「環境報
告ガイドライン及び環境会計ガイドライン改訂に向けた論点整
理」（以下、「論点整理」）においても、長期ビジョン・目標策定の必
要性やメリットが強調されている。なお同論点整理では、「長期目
標：必ずしも具体的な数値目標があるとは限らず、定性的な目標
となる場合がある。」とわざわざ注釈が付されているということを
強調した（参考文献２））。　

②ＥＳＧ課題がもたらすリスクと機会の再認識
ＴＣＦＤ最終報告書をはじめとする各種事例をみても、環境

課題、社会課題、ガバナンス課題に起因するリスクと機会を再認
識することが必要である。また、このプロセスにおけるバウンダリ

（境界）は、自社はもちろん、重要なＥＳＧ課題であればバリュー
チェーンにまで拡大する必要がある。

③マテリアル（重要）な個別課題への喫緊の対応
マテリアルな個別課題を考える上で、日本においては環境省の

「論点整理」、国際的には世界経済フォーラム（ダボス会議）注5）

の「The Global Risks Report 2017」（参考文献３））が参考とな
る。その中では、「異常気象、大規模な自然災害、気候変動緩和・
適応の失敗、水リスク、生物多様性の喪失」が重大な経営リスク
に位置づけられていることより、喫緊に対応すべき課題であるこ
とがわかる。

④各種ツールのホリスティック（包括的）な活用
現在、ISO26000、ISO14001:2015、ＧＲＩ注6）、ＩＩＲＣ注7）など、Ｃ

ＳＲやＥＳＧに関連する国際規格や開示基準のツールが各種存
在する。これらツールが対象とする領域はそれぞれ異なるが、バ
リューチェーンでリスクや機会を認識・把握するという考え方は
共通している（次頁表２）。各ツールを別個に扱うのではなく、包
括的に活用することで無駄や偏りのないＥＳＧマネジメントが可
能となる。

【図５】ＥＳＧ評価のイメージ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （齊藤氏作成）
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⑤事業プロセス・経営戦略（例：中長期経営計画）へのＥＳＧ課
題対応統合
ISO26000やISO14001：2015においてもＥＳＧ課題を事業プロ

セスに統合することが示されている。

⑥ＣＳＲレポート／サスティナビリティレポート／統合レポート
の更なる進化
ステークホルダー、特に長期的思考の機関投資家は、財務

諸表以外に企業のＥＳＧに対する考え方、方針にも注視し始め
ている。外部から正しく評価されるためには、自社のみならずバ
リューチェーンのＥＳＧ課題をリスク・機会の両面からとらえ、
過去情報だけでなく長期ビジョン・目標といった将来情報を掲
げ、焦点を絞った（＝マテリアリティを重視）情報発信が必要と
なる。

⑷環境（Environment）課題：気候変動、水、生物
多様性リスクへの対応

インターリスク総研　寺崎 康介が、環境課題のうち、「気候変
動、水、生物多様性リスクへの対応」について、事例を交えて解説
した。講演の要旨は以下のとおり。

①気候変動、水リスクへの対応
企業の気候変動によるリスクは、「物理的リスク」と「移行リス

ク」に分類される。物理的リスクとは、台風、洪水、降水や気象パ
ターンの極端な変動などのリスクを言い、移行リスクとは、規制・
政策の変更、市場の変化などによるリスクを指す。両方のリスクを
考慮することが重要である。

a．物理的リスクについて
ＩＰＣＣ第5次報告書注8）のデータによると、このまま特段の

対策を行わない場合、世界平均気温は21世紀末に工業化前
（1850〜1900年）に比べて3.2〜5.4℃上昇すると予測されてい
る。またGHG（温室効果ガス）排出量を最大限抑えるシナリオ
でも、21世紀末における世界平均気温は1.5〜2℃上昇すること
が示されている。同報告書では、気候変動による主要なリスク

として、海面上昇、洪水・豪雨、水不足、生態系の損失、食糧不
足などが示されているが、水に関連するリスクが多いことがわ
かる。さらに、水リスクが顕在化している地域が既にあり、企業
によっては断水による生産停止、干ばつによる原材料価格の高
騰、水資源税の導入など、財務への影響が生じている。
b．移行リスクについて

2℃目標注9）というＧＨＧ排出量を最大限に抑えるシナリオの
実現に向けて、今後、政策転換や規制が強化され、移行リスク
が増加することが予想される。

カーボン・バジェット注10）という考え方があり、2℃目標の達成
には、現在確認されている化石燃料埋蔵量のうち、1/3程度し
か燃焼が許されない状況であると指摘されている。つまり2℃
目標の達成のためには、エネルギー構造を含む大胆な脱炭素
化社会への転換が必要とされる。

既にそのような動きは始まっており、例えば2017年7月、フラ
ンスが2050年のカーボンニュートラル達成目標を発表した。
その目標の中には2040年までに内燃機関車両の販売停止な
どの踏み込んだ内容が掲げられている。さらに、「ＲＥ100注11）」や

「Science Based Target注12）」といった企業によるイニシア
チブの発足、化石燃料を扱う事業から投資を引き上げる「ダイ
ベストメント(投資引揚げ)」や、企業の気候変動への取り組み
状況などを報告させるＣＤＰプログラム注13）といった投資家に
よるアプローチなど各方面で2℃目標達成に向けた動きが広
がっている。

企業は2℃目標を理想論としてリスクシナリオから排除せず、
有力なシナリオの一つとして受け止め、移行リスクに備える必
要がある。

②生物多様性リスクへの対応
我々の社会や経済は、鉱物、石油、ガスや、生物多様性に由来

する水や食料などの各種サービスをもたらす自然資本に依存し、
影響を与えている（次頁図６）。近年の人口増加や経済活動の拡
大によって、生物多様性を含む自然資本への依存度が増大し、枯
渇が危惧されている。

生物多様性と各種サービスの直接的な利用が少ない小売、製
造業のような企業であっても、原材料調達において間接的に生
物多様性に影響を与えている。例えば、パーム油は、食品や洗剤、
プラスチックなど業種を問わず、世界で最も利用されている植物
油である。パーム油生産増大によって、広大な熱帯雨林の不法伐
採や、多様な動植物種の絶滅の危機、地域住民との土地紛争な
ど多くの問題が発生した。これらの問題は他のコモディティ（穀物
や非鉄金属などの商品）にも共通する。このような問題を解決す
るために、多くの企業、企業イニシアチブにおいて森林破壊ゼロ
を宣言する動きが広がっている。また、持続可能な調達に向けた
動きは、農林水産物だけでなく金属資源にも波及している。

【表２】ＣＳＲ／ＥＳＧ関連の国際的な各種ツール（例）

（インターリスク総研作成）
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このような情勢のもと、企業による自然資本への影響や依存を
評価する取り組みも拡大している。2016年7月に自然資本プロト
コル注14）という、自然資本評価の枠組みが国際機関より示されて
いることからも、今後ますます、自然資本を評価する企業が増える
ことが予想される。

⑸社会（Social）課題：人権リスクへの対応

最後にインターリスク総研　寺田 祐が、社会課題のうちの「人
権リスクへの対応」について、事例を交えて解説した。講演の要旨
は以下のとおり。

① 人権リスクをめぐる動向
ビジネスで考慮すべき人権は、社員などの健康と安全、地域社

会への影響など幅広く、また、国や地域、時代で考え方が変わる
ことから、人権という概念の把握に企業でも苦労する場合があ
る。しかし、企業活動のグローバル化やIT技術の進化とともに、世
界中で人権問題が顕在化し始めており、何らかの対応が求めら
れるようになる。

人権侵害は主に新興国で発生しており、人権に関する法整備
の遅れや、法律があっても執行できていないことがその要因に挙
げられる。ビジネスと人権に関する中心的な規範、国連「ビジネス
と人権に関する指導原則」（参考資料４）、以下、「国連指導原則」）
では、企業が与えた直接的な被害やダメージに対して責任を負う
ことは当然であるが、事業パートナーやサプライヤーなどが引き
起こす間接的な被害・ダメージについても一部責任を負うとして
いる。したがって、日本企業であっても、新興国におけるサプライ

チェーンなどでの人権侵害についても監視・監督することが必要
である。

さらに近年、ビジネスと人権に関する規範が次々に策定され、
ISO26000や国連指導原則のような法的拘束力を持たないもの

（いわゆる「ソフト・ロー」）から、現代奴隷法（英国）注15）や児童労
働デュー・デリジェンス法（オランダ）注16）といったハード・ロー（法
規制）化へと、世界的潮流が変わってきている。また、ＣＨＲＢ注17）

が世界的な企業を対象にした人権に関する企業のベンチマーク
を公開した。こうしたベンチマークが定着していくことは、企業の
意識変革や、消費者や投資家の人権への関心を高めるきっかけ
となる。

日本では、女性活躍推進、長時間労働問題、ＬＧＢＴ、外国
人労働者など労働環境の変化とともに、柔軟な労働環境の整
備が求められ始めている。また、2016年11月の国連人権フォー
ラムにおいて、日本は人権に関するナショナルアクションプラン
の策定を宣言したことで、近い将来、国から具体的な計画が示
されることから、国内企業においても人権への配慮が重要性
を増す。

②人権リスクへの企業の対応
a．人権デュー・デリジェンスの考え方

国連指導原則では企業に「方針によるコミットメント」、「人
権デュー・デリジェンス」、「是正」、「救済へのアクセス」の対応
を求めている（次頁図７）。人権デュー・デリジェンスとは、人権
影響評価を実施し、企業の優先的な人権課題を明確にした上
で、人権リスクのマネジメントを業務プロセスに組み込んでい
くサイクルのことである。最初のステップとなる人権影響評価
では、自社の事業活動やサプライチェーンを考慮した上で、適
切な評価の範囲（スコープ）を決めることが大切である。
b．コレクティブ・アクションの活用

コレクティブ・アクションとは、同業界の複数事業者などが共
同して、人権リスク軽減に影響力を発揮することを言い、個別
企業で対応するより大きなプレッシャーをサプライヤーなどに
与えることができる。また、行動規範や監査のルールが統一さ
れるなど効率性の向上や、他社企業のノウハウの共有、好事例
などの学習機会といったメリットがある。

【図６】生物多様性と社会・経済の関係
（出典：自然資本連合“Draft For Consultation Natural Capital Protocol”
2015年11月 を基にインターリスク総研作成）
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1）環境省「ＥＳＧ検討会報告書」
＜http://www.env.go.jp/policy/esg/index.html＞ （最終アクセ
ス2017年8月21日)

2）環境省「環境報告ガイドライン及び環境会計ガイドライン改定に向け
た論点整理」
＜http://www.env.go.jp/press/103968.html＞（最終アクセス
2017年8月21日）

3）World Economic Forum「The Global Risks Report 2017」
＜http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf＞
（最終アクセス2017年8月30日）

4）United Nations「Guiding Principles on Business and Human 
Rights」
＜http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf＞（最終アクセス2017年8
月30日）

注）
　　　　　　
1）責任投資原則（ＰＲＩ；Principles for Responsible Investment）

第7代国連事務総長のコフィー・アナンが提唱し、国連環境計画・金融イニシアチ
ブ（ＵＮＥＰ-ＦＩ）および国連グローバルコンパクト（ＵＮＧＣ）により策定されたＥＳ
Ｇ問題を考慮した機関投資家向けの投資原則

2）日本再興戦略
アベノミクス「第三の矢」である成長戦略。日本の稼ぐ力を取り戻すために、企
業統治（コーポレートガバナンス）の強化として、コーポレートガバナンス・コード
の策定および金融機関による経営支援機能の強化がうたわれている

3）パリ協定（Paris Agreement）
第21回気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ21）が開催されたパリにおいて採択
された、気候変動に関する協定

4）金融安定理事会（ＦＳＢ；Financial Stability Board）
グローバルに金融システムを安定させることを目的とした組織。主要国の金融
当局、国際金融機関などで構成される

5）世界経済フォーラム（World Economic Forum）
ビジネス、政界、学界などのリーダーが連携し、世界情勢の改善に取り組むこと
を目的とした国際機関。年次総会がスイスのダボスで開催されることより「ダボ
ス会議」とも呼ばれる

6)ＧＲＩ（Global Reporting Initiative）
組織がサステナビリティ報告を行うための国際基準「サステナビリティ・レポー
ティング・ガイドライン」を策定している非営利団体。
同ガイドラインは世界90か国、数千の組織に活用されており、国際的に大きな
影響力を持つ

7)ＩIＲＣ（The International Integrated Reporting Council：国際統合報告委員会）
企業の財務情報と、ＥＳＧ関連の非財務情報を統合した報告のフレームワークを
開発している国際的な団体。持続可能な社会の構築に向けた企業の取り組み
と財務パフォーマンスを関連付けて体系的に開示する統合報告によって、事業
活動とＥＳＧへの取り組みの関連性を明らかにすることを目的としている

8）ＩＰＣＣ第5次報告書
気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ；Intergovernmental Panel on Climate 
Change）が作成する、気候変動に関する科学的知見に基づく報告書。第1次報告
書が作成されたのは199０年で、現時点で第5次報告書まで作成されている

9）2℃目標
2００9年の第15回気候変動枠組条約締約国会議 （ＣＯＰ15)での取り決めの一つ
で、地球の気温上昇を2℃以内に抑えるという目標。ＣＯＰ15では最終的な全会
一致の採択はされなかったが、2０15年のＣＯＰ21では法的拘束力をもつものとし
て合意、採択された

1０）カーボン・バジェット
温室効果ガスの累計排出量に上限を設けるもので、地球温暖化をある一定の
レベルに抑えることを目的としている

11）ＲＥ1００
再生可能エネルギー1００％の事業運営を目指す国際イニシアチブ。約1００社が
加盟

12）Science Based Target
2℃目標に沿ったGHG排出削減をコミットするイニシアチブ。約29０社が加盟

13）ＣＤＰプログラム
国際NGOのＣＤＰ（Carbon Disclosure Project）が開発。世界の大企業を中
心に気候変動取り組みについて質問書を送り情報開示を推進している。気候変
動以外にも、水リスク、森林破壊について調査範囲が広がっている

14）自然資本プロトコル
自然資本を評価し、経営の意思決定に反映させるまでのプロセスを示した枠組
み。自然資本連合（ＮＣＣ；Natural Capital Coalition）が策定

15）現代奴隷法
2０15年3月に英国において策定された、人権に関する法律。英国で一定規模の
事業を行う企業に対して、取り組みなど公開することを課している

16）児童労働デュー・デリジェンス法
2０17年にオランダにおいて策定された、児童労働に関する法律。基本的にオラ
ンダに年2回以上製品・サービスを輸出する企業が対象で、児童労働の関与確
認などのステートメントを規制当局に提出する必要がある

17）ＣＨＲＢ（The Corporate Human Rights Benchmark）
投資家やNGOなどによるイニシアチブ。世界で初めて人権に関する企業のベ
ンチマークを公開

４	おわりに
本セミナーには、大手企業の経営企画部門や広報・CSR部門、

総務部、環境部、品質管理部などの各部署から、また、執行役員、
部長、室長など、経営層やそれに近い方々からの参加が多くあり、
ＥＳＧ戦略に関する企業の、とりわけ経営層の関心の高さを裏付
けるものとなった。

本稿はセミナーのエッセンスを抽出したものであるが、ＥＳＧ投
資および企業に求められるＥＳＧ戦略の理解深化の一助となれ
ば幸いである。

　以上

【図７】指導原則が企業に求める対応とその事例
（出典：EC“Sector guide on Implementing the UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights”2013年7月 を基にインターリスク総研作成）
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苦情対応態勢構築

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 
上席コンサルタント　 　 　 　  　 　 　 　  人

ひ と み

見 健
け ん た

太

１	はじめに
昨今、消費者の権利意識の高まりなどによって製品・サービス

や企業の顧客対応に関する苦情件数は増加傾向にある。その一
つの要因として、2009年9月の消費者庁の設置および消費者安全
法などの関連法の施行などが挙げられる。これらの施策により、
消費者の安全に関わる情報の迅速な収集および提供が強化され
るとともに、特に苦情に関連して、都道府県における消費生活セ
ンター設置義務化や国・地方の消費者相談窓口のネットワーク
化により、消費者の声の受け皿が強化され、消費者が苦情を表明
しやすい環境が整備されてきた。

その中で多くの企業では、顧客対応部門を充実させ、顧客
満足度を向上させるための種々の取り組みを行っているが、
中にはコスト削減の潮流のなかで顧客対応部門の人員削減や

「効率化」・「無駄の削減」といった名目のもと、顧客対応が軽
視されるケースも発生している。また、対応組織自体が整備で
きていない企業も存在するのが実状である。たとえば、コール
センターのアウトソーシングなどにより、相談対応の効率化を
図る一方、エスカレーションした苦情対応など、初期対応での
解決が困難な場合に関するノウハウは依然として社内の特定
の個人に蓄積され、共有されていないなどのケースが見受け
られる。

また、理不尽な主張をする「悪質クレーマー」の出現により、苦
情対応が困難かつ長期化し、組織が疲弊したり、消費者が発信し
た情報を瞬時に世界中へ拡散できるＳＮＳの普及により、当事者
間の話し合いが世間に暴露され、風評被害を受けるなど、企業を
取り巻く環境は大きく変化している。

こうした背景から、企業においては「役職員の誤った顧客対応・
苦情対応によって消費者の支持・信用を失うリスク」が高まって
おり、苦情対応に関するマネジメントシステムの構築や苦情対応

ISO10002に見る
企業の苦情対応態勢構築の
重要性

マニュアルの整備など自社における苦情対応態勢の強化および
それらを踏まえた苦情対応が求められている。

　

２	ＩＳＯ10002とは
企業が苦情対応態勢を強化するに際して、顧客対応・苦情対

応に関係する各部門の役割と権限を明確にし、担当者が苦情対
応を実施するにあたっての具体的な手順を定め、適切な苦情対
応の実施が維持されるよう検証する仕組みが必要である。

上記取り組みに際して参考となるのが、国際規格ＩＳＯ10002、
および「ＪＩＳＱ10002：2015品質マネジメント−顧客満足−組織に
おける苦情対応のための指針」である。

ＩＳＯ10002は、2004年にＩＳＯ（国際標準化機構）によって策定
され、組織が備えるべき苦情対応プロセス（マネジメントシステ
ム）を定めた国際規格である。日本ではＩＳＯ10002の完全翻訳版
として「ＪＩＳＱ10002：2005　品質マネジメント−顧客満足−組織
における苦情対応のための指針」が発行され、ＪＩＳ規格となって
いる（2014年に一部改訂、軽微な改正であり主要規格内容に変
更はない）。

本規格の最大の特徴は、苦情対応だけでなく、顧客満足（ＣＳ）
の向上を目的にしたマネジメントシステムを組織内に構築するこ
とを目的にしている点である。つまり、苦情の受け付けから対応、
解決までの一連の苦情対応プロセスを示すだけに留まらず、苦情
を組織内で集約・整理し、それらの分析から製品・サービスの改
善に生かすプロセスまでを提示している。

その他の主な特徴は以下のとおりである。
•マネジメントシステム構築のための組織体制として、最高責任

者、所管部門である苦情対応管理部門、苦情対応の窓口と
なる第一線の顧客対応部門と、役割ごとにＰＤＣＡサイクル
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に沿って苦情対応マネジメントシステムを構築・運用すること
を求めている。

•同じく国際規格のＩＳＯ9001（品質）やＩＳＯ14001（環境）のよ
うな、審査機関などによる規格適合の第三者認証ではなく、
当事者自らが評価を行い、その適合を宣言するという、「自己
適合宣言」を前提としている。そのため、自己適合宣言の信
頼性を確保するためにも、規格への適合に関する継続的な
チェックと改善に向けた取り組みが求められる。

•取引先（法人、個人を問わず）からの苦情を取り扱う企業で
あれば、業種、業態、規模を問わず、適用可能なものとなって
いる。そのため、あらゆる組織で使用されることを意図してお
り、苦情対応プロセスの設計および実施に関する指針を提
供している（規格の項目は、表１を参照）。

３ ＩＳＯ10002の求める苦情対応
マネジメントシステム構築に向けて

苦情対応マネジメントシステムの構築は、マネジメントシステム
の確立に向けた目標を設定することから始まる。目標設定なしに
場当たり的に対応しようとすれば、重要な問題点を見逃し、構築し
たマネジメントシステムが十分に機能しないことになりかねない。

例えば、ＩＳＯ10002の自己適合宣言を目指して取り組みを進め
る場合は、以下の点に留意すべきである。

⑴現状評価

本規格を導入する際には、まず初めに自社の苦情対応マネジメ
ントシステムの現状を確認する必要がある。現状評価にあたって
は、主に本規格の「4.基本原則」以降の各項目に照らして、自社の
これまでの取り組みを確認することが求められる。

取り組みを進めるにあたってのポイントは以下のとおりである。
•自社における顧客対応や苦情対応に関する規程・マニュアル

類など、関連する資料を精査するとともに、責任者や実際に
苦情対応を行う担当者に対して、アンケートやヒアリングを
通じて、運用の実態を把握する。

•苦情対応を推進する主管部署は、苦情の迅速・円満・適正な
解決を阻害する要因と課題を洗い出す。

⑵社内体制の構築または再整備

本規格では顧客対応部門による苦情対応だけでなく、苦情対
応管理部門や監査部門など、様々な部門と連携して、取り組むこ
とが求められる。

そのため上記（1）の現状評価を踏まえ、リストラクチャリング
（抜本的な体制再構築）、またはリニューアルプラン（現状の体制
の部分修正）を選択のうえ、効果的な苦情対応体制を構築するこ
とが求められる。

その際に求められる主な取り組みについて、以下の各セグメン
ト別に記載する。

①トップマネジメント
•効果的かつ効率的な苦情対応に積極的に取り組むことを宣

言し、推進する。
•顧客重視の苦情対応方針を明確に設定し、社内外に周知する。
•苦情対応プロセスおよび目標を設定し、定期的にレビューす

るなど、ＰＤＣＡサイクルを維持する。
　

【表１】ＩＳＯ10002の項目

1．適用範囲

2．引用規格

3．定義

4．基本原則

4.1 一般　4.2 公開性　4.3 アクセスの容易性　4.4 応答性
4.5 客観性　4.6 料金　4.7 機密保持
4.8 顧客重視のアプローチ
4.9 説明責任　4.10 継続的改善

5．苦情対応の枠組み

5.1 コミットメント　5.2 方針　5.3 責任及び権限

6．計画及び設計

6.1 一般　6.2 目標　6.3 活動　6.4 経営資源

7．苦情対応プロセスの実施

7.1 コミュニケーション　7.2 苦情の受理　7.3 苦情の追跡
7.4 苦情の受理通知　7.5 苦情の初期評価　7.6 苦情の調査
7.7 苦情への対応　7.8 決定事項の伝達　7.9 苦情対応の終了

8．維持及び改善

8.1 情報の収集　8.2 苦情の分析及び評価
8.3 苦情対応プロセスに対する満足度　
8.4 苦情対応プロセスの監視　8.5 苦情対応プロセスの監査
8.6 苦情対応プロセスのマネジメントレビュー　8.7 継続的改善

苦
情

対
応

態
勢

構
築
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②苦情対応管理部門（例：ＣＳ推進部、お客さまサービス部、企
業品質管理部など）
•社外関係者への公開性、アクセスの容易性などに留意した苦

情対応プロセスを構築する。
•関係者が苦情対応を共有できるモニタリングシステムを構築

する。
•苦情対応に関する目標を設定する。
•苦情発生原因に関する分析方法を検討する。
•顧客対応や苦情対応終了の判断基準などを記載したマニュ

アルなど、文書体系を整備する（苦情対応マニュアルの目次
例は、表２を参照）。

•苦情対応に関する研修などを各階層別に実施するよう年初
に計画し、実行する。

　

③顧客対応部門（例：営業部、コールセンター部など）
•苦情申出者に対する適時、適切な対応を行う。
•苦情対応マニュアルに沿った顧客対応が実施できるように、

定期的に研修などを実施する。
•苦情対応を実施するにあたっての課題や、発生した苦情の再

発防止策を検討し、実践するなど、改善活動を継続する。
　

④監査部門
•内部監査体制を見直し、苦情対応に関する項目を定期監査

項目とする。
•マネジメントレビューを実施する。

４	ＩＳＯ10002を導入するメリット
本規格は、顧客からの苦情について、顧客重視、消費者保護の

観点から、その苦情に適切かつ迅速に対応する方法について理
解するとともに、管理を支援することを目的としたものであり、企
業において本規格に沿った苦情対応マネジメントシステムを導入
することによる主なメリットとして以下が挙げられる。

⑴顧客重視の組織風土の醸成

経営トップのコミットメントにより、顧客重視の苦情対応方針
を明確に設定し、その方針に沿って経営資源（人財、設備投資、
教育など）を整備することにより、組織内に顧客重視の意識を醸
成することができる。

これにより、苦情を積極的に受け入れ、誠意をもって対応・解決
し、諸改善に結び付けていくという顧客重視の姿勢を従業員が
理解し、実践することで、顧客満足を高めることが可能となる。

⑵顧客対応レベルの向上

関係する各部門の責任・役割の分担を明確にし、体系的な苦
情対応ルールを構築することにより、特定の個人に蓄積されてい
るノウハウを社内で共有し、全社的な対応レベルの底上げを図る
ことができる。

また、苦情対応を通じて、より顧客の立場を重視したアプロー
チを心がけることで、従業員の顧客対応スキルの向上を促進して
いくことが可能となる。

【表２】苦情対応マニュアルの目次例

第 1 章　基本理念

1. 会社方針、経営理念
2. 苦情対応基本方針

第 2 章　役割と権限

1. 最高責任者の責任
2. 苦情対応責任者の責務
3. 顧客対応部門の基本的活動
（1）体制の維持構築　（2）日常業務　（3）定期的業務

4. 関連部門の基本的活動
（1）日常業務　（2）定期的業務

第 3 章　基本対応ルール

1. 顧客別対応フロー
（1）基本パターン　（2）個別パターン

2. 段階別対応フロー
（1）部署別役割・権限　（2）担当者別役割・権限

第 4 章　緊急時対応ルール

1. 緊急時の定義
2. 緊急時の役割と権限
3. 緊急時対応ガイドライン

第 5 章　Q&A等

1.Q&A
（1）共通　（2）個別対応

2. 苦情対応ツール

第 6 章　事例検討（類型別対応ガイドライン）
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⑶ブランド力の強化

苦情対応をマネジメントシステムとして構築し、ＰＤＣＡサイク
ルを回すことにより、顧客ニーズの把握、自社の製品・サービスプ
ロセスの見直しを通じて苦情対応および製品・サービスを継続
的に改善し、顧客満足度の向上と企業ブランド価値の向上につ
なげることが可能となる。

⑷継続的な改善

定期的に苦情対応管理部門が、苦情対応の分析を実施するこ
とで、苦情対応プロセスが有効に機能する仕組みかどうかチェッ
クするとともに、必要に応じて見直しを図る。そうすることで、顧
客情報の収集・分析・対応能力のレベルが向上し、顧客ニーズを
明確に把握することで、製品やサービスの品質改善につなげるこ
とができる。

また本規格に沿った取り組みを行うことで、取り組みの合理性、
効率性が図られるとともに、取り組み内容の客観性も担保できる。

５	まとめ
企業において苦情対応とは、顧客から申し出のあった苦情に対

し、適時・適切に対応することで最終的に納得いただくものとし
て、日常の業務に組み込まれていることが多い。確かにこの対応
によって自社の対応でマイナスになることはないだろう。しかし、
自社の苦情対応プロセスの改善や製品・サービスの見直しに活
かすことが可能である情報が苦情対応を通じて収集されている
にもかかわらず、有効に活用されていないケースが多い。このよう
な現状を見直す一つの考え方として、ＩＳＯ10002の活用は有力
な選択肢になる。

上述したとおり、昨今の企業を取り巻く環境の変化により、苦
情対応をおろそかにした結果、直接的な損害にとどまらず、企業
の存続を危うくするほどの風評被害を招く可能性さえありえる時
代となっている。

そのような中で、本規格に沿って苦情対応マネジメントシステ
ムを導入することは非常に有効な取り組みと考える。企業はいま
一度自社の苦情対応態勢を見直すとともに、苦情を通じた顧客
の真のニーズを把握し、自社の製品やサービスを改善することで
品質向上につなげる好循環をもたらす取り組みを進めることが
求められる。

　以上

苦情対応態勢構築

苦
情

対
応

態
勢

構
築



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 
マネジャー・上席コンサルタント 　  　 梶

か じ う ら

浦 勉
つとむ

35　RMFOCUS Vol.63 〈2017 Autumn〉

１	はじめに
運輸安全マネジメント制度は、運輸事業者の安全確保につい

て企業組織として取組を促す制度である。当該制度において、
運輸事業者は経営トップの主体的関与の下、安全統括管理者
の選任と安全管理規程の作成を通じ、ＰＤＣＡサイクルを用い
た安全管理体制を構築・運営し、国土交通省は運輸事象者に
対する助言等を実施（以下、「運輸安全マネジメント評価」）する
ことで、保安監査と併せて両輪となって運輸事業者の安全確保
に寄与する。

その運輸事業者における安全管理体制の構築・改善に関わる
取組の狙いとその進め方の参考例として国土交通省から発出さ
れている「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイ
ドライン」（以下、「ガイドライン」）が、2010年3月以降7年ぶりに
2017年7月6日付で改訂された。

ガイドラインは、運輸事業者が運輸安全マネジメントに取り
組む際に最も注目している文書であるため、その改訂内容は今
後の運輸事業者における安全管理体制の構築・改善に影響を
及ぼす。

本稿では、ガイドラインの参考資料である「中小規模自動車運
送事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」（以
下、「中小規模向けガイドライン」）に注目して概説したい。

なお、ガイドライン「5．運輸事業者に期待される安全管理の取
組」14項目の改訂点については、インターリスク総研が8月1日に
発行している『交通リスク情報＜2017 No.1＞ 「運輸事業者にお
ける安全管理の進め方に関するガイドライン」の平成29年改訂
概要』を参考いただきたい。

２ 中小規模向けガイドラインの必要性と
その背景

⑴2017年7月のガイドライン改訂までの流れ

国土交通省は、運輸審議会運輸安全確保部会のとりまとめの
中で、2006年から10年間の制度運用から明らかになった課題を
主に以下の3点とした。

①未だ取組の途上にある事業者が多数存在すること
②自動車輸送分野における取組の一層の展開の必要性
③今日的な課題である人材不足から生じる高齢化、輸送施設

等の老朽化、自然災害、テロ、感染症等への取組の必要性
特に自動車輸送分野においては、(a)安全管理規程の作成・届

け出、(b)安全統括管理者の選任・届け出等の義務付けが事業規
模によって対象・対象外に分かれているため、制度発足当時は中
小規模事業者を中心に多数の義務付け対象外事業者が存在し
ていた。

しかし、2012年4月に発生した関越道における高速ツアーバス
事故、2016年1月に発生した軽井沢スキーバス事故等を契機と
した貸切バス事業者の安全性の確保に対する社会的要請の高
まりに応えるため、旅客自動車運送事業運輸規則の改正等によ
り、現在では貸切バス事業者（貸切委託運行の許可を受けた乗
合バス事業者を含む）のすべてが上記(a)(b)の義務付け対象と
なっている。なお、安全管理規程等の義務対象規模については
次頁表１を参考とされたい。

運輸安全マネジメント

運輸安全マネジメント制度における「中小規模
自動車運送事業者における安全管理の進め方
に関するガイドライン」の概説



RMFOCUS Vol.63 〈2017 Autumn〉　36

また、陸海空すべての分野に共通する課題として、同制度10年
間の知見を踏まえたガイドラインの見直し、運輸安全マネジメン
ト評価の類型化等を行うとともに、効果的な評価の実施に向け
た評価体制の強化、安全統括管理者との密接な連携等の措置を
講じることが必要と整理されている。

上記の背景を踏まえ、2017年7月にガイドラインは改訂される
こととなった。

なお、運輸審議会運輸安全確保部会でのとりまとめについて
は、表２を参考とされたい。

⑵中小規模向けガイドライン策定の経緯

2017年7月のガイドライン改訂の中で、2010年3月ガイドライン
に収録されていた、『「運輸事業者における安全管理の進め方に

関するガイドライン」の取組事例集』が削除され、代わりに中小規
模向けガイドラインが収録された。

この中小規模向けガイドラインが策定された背景には、2013年
10月以降、すべての貸切バス事業者が安全管理規程等の義務付
け対象となり、新たに約4,000社が義務付け事業者として加わっ
たことが挙げられる。それら新たに加わった貸切バス事業者の多
くが中小規模の事業者であるため、大手事業者に比べると組織
体制、人材および経営資源に制約があり、既存のガイドラインを
活用した運輸安全マネジメントの取組が難しいと感じるのではな
いかとの国土交通省の配慮があった。

この中小規模向けガイドラインは現在安全管理規程等の義務
付け対象外となっている中小規模のトラック運送事業者およびタ
クシー事業者に関しても利用することが可能となっている。国土
交通省としては、以下の中小規模自動車運送事業者が当該ガイ
ドラインを使用することを見込んでいる。

●保有車両数が概ね50両未満の貸切バス事業者（乗合バス
事業を兼業している者を含む。）

●保有車両数が概ね100両未満の乗合バス事業者、トラック
運送事業者及びタクシー事業者

制度発足当初（2006年） 現在（2017年）

◦200両以上のバス事業者
◦300両以上のタクシー・

トラック事業者
→

◦貸切バス事業者
◦貸切委託運行の許可を受

けた乗合バス事業者
◦200両以上の乗合・特定

バス事業者
◦300両以上のタクシー・

トラック事業者

Ⅰ 自動車輸送分野における措置
1 貸切バス事業者の安全性向上のた

めの重点的な措置
①貸切バス事業者への運輸安全マネジメント評価を重点的に実施し、今後5年間で全ての貸切バス事業

者の安全管理体制を確認
②前回の更新以降に行政処分を受けた貸切バス事業者が事業許可の更新を行う場合、認定事業者による

運輸安全マネジメント評価を受けることを更新の要件化
2 自動車輸送分野における取組を促

進するための方策
①各種インセンティブの付与

表彰制度の創設、Ｇマーク制度等との連携、損害保険会社との連携強化等により、努力義務事業者
の運輸安全マネジメント制度への自発的参加を促進

②トラック事業、タクシー事業の適用範囲を拡大
評価対象事業者を現状の300両以上保有する事業者から、200両以上保有する事業者へ拡大

Ⅱ 全ての分野に共通する措置
3 運輸事業者の取組の深化を促進す

る方策
①職員の高齢化やテロ・感染症等の新たなリスク等事業環境や社会環境の変化について経営トップの認

識と対応を促進
②安全統括管理者とのコミュニケーション強化のため安全統括管理者会議の創設、オンラインによる相

談・助言を実施
③グループ、系列事業者一体となった自発的な取組等を促進するインセンティブ強化
④親会社やグループ会社、民間リスクマネジメント会社の活用等による中小規模事業者の取組を容易に

する方策を促進
4 効果的な運輸安全マネジメント評

価のための国の体制の強化
①評価職員の分析力・提案力向上のため、人材育成方策の強化や民間リスクマネジメント会社等との連

携を推進。
②10年間の評価事例を類型化したデータベースを作成

5 情報通信技術の運輸安全マネジメ
ント分野への活用

ビッグデータ解析、IoTやAIの技術進歩を視野に入れ、情報通信技術を活用したより効率的・効果的な
安全管理体制の構築方策を検討

（出典：国土交通省「運輸安全マネジメントの実施義務と行政処分等との関係」を基
にインターリスク総研作成）

【表１】安全管理規程等の義務対象規模

（出典：国土交通省「運輸審議会運輸安全確保部会とりまとめ 運輸安全マネジメント制度の今後のあり方 〜これまでの10年を踏まえた運輸安全マネジメントのスパイラルアッ
プに向けて〜」を基にインターリスク総研作成）

【表２】運輸審議会運輸安全確保部会とりまとめ（概要）
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３	中小規模向けガイドラインの解説
⑴ガイドライン14項目との比較

中小規模向けガイドラインの特徴として、「運輸事業者に期待
される安全管理の取組」14項目が6項目にまとまっている点があ
る。表面上、取組項目が大幅に減っているようにも見えるが、6項
目の中に既存のガイドライン14項目の不可欠で重要な要素につ
いては組み込まれているため、どのような関係性になっているか
を以下表３に整理したい。

その他にも中小規模向けガイドラインには特徴として、本文の
間に、「取組のポイント」や「取組事例」という解説や取組の手掛
かりが組み込まれていて、(a)ガイドラインの要旨と、(b)具体的に
はどのように取り組めば良いのか、が構成でわかるようになって
いる。そのため初めて運輸安全マネジメントに取り組む事業者に
とって理解しやすくなっている。

⑵中小規模向けガイドライン各項目の解説

①経営トップの責務等

1．経営トップの責務等
輸送の安全は、運輸事業者の最も基本的なサービスである。
このため、代表者（経営者）は、自らが輸送の安全の最高責

任者として、以下のとおり、安全管理の体制を整え、取組計
画を作るとともに、社員・職員を指揮・指導して、その役割を
果たす。また、社員・職員の高齢化や車両・施設等の老朽化
への対応、自然災害、テロ、感染症への対応等の課題に対し
て的確に対応することが重要であることを認識する。
（1）輸送の安全に関する基本的な考え方（安全第一、法令遵

守等）を記載した安全方針を作り、事業者内部に周知徹
底する。

（2）安全方針に基づき、事業者が達成したい成果として安全
目標を設定し、目標を達成するための取組計画を決め、
安全運行に努める。

（3）重大な事故等が発生した場合の対応方法をあらかじめ
決める。

（4）輸送の安全に必要な人員や設備等を確保・整備する。
（5）安全管理の取組状況を年に1回は点検し、問題があれば

改善する。
（6）人員体制上、可能な場合には、選任した安全統括管理者

に次の事項を行わせる。
①安全方針を事業者内部に周知すること
②安全目標を作成し、社員・職員を指揮・指導し、安全目

標の達成に向けた取組を積極的に行うこと
③代表者（経営者）との連絡を密にし、輸送の安全に関

する情報を集め、代表者（経営者）に適時、適切に報告
すること

④人員規模に応じた安全管理の取組体制を決め、各自
の役割を定め、事業者内部に周知すること

⑤安全管理の取組状況を年に1回は点検し、その結果を
代表者（経営者）に適時、適切に報告すること

（7）輸送の安全に必要な手順・規則
安全統括管理者は、社員・職員に指示する等して、輸

送の安全に必要な手順・規則を作成し、事業者内部に周
知する。

（8）必要な要員の責任・権限
安全管理体制を適切に構築・改善するために必要な

要員の責任・権限を定め、事業者内部に周知する。
また、安全管理体制の運営上、必要な責任・権限の他、

関係法令等で定められている責任・権限を、必要とされ
る要員に与える。

（インターリスク総研作成）

中小規模向け
ガイドライン

ガイドライン
「5．運輸事業者に期待される安全管理の取組」

1．経営トップの責務
等

（ 1 ）経営トップの責務
（ 4 ）安全統括管理者の責務
（ 5 ）要員の責任・権限

2．安全管理の考え
と計画

（ 2 ）安全方針
（ 3 ）安全重点施策

3．情報伝達及びコ
ミュニケーショ
ンの確保

（ 6 ）情報伝達及びコミュニケーションの確保

4．事故情報等の
収集・活用

（ 7 ）事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用

5．教育・訓練等の
取組

（ 8 ）重大な事故等への対応
（ 9 ）関係法令等の遵守の確保
（10）安全管理体制の構築・改善に必要な教育・

訓練等

6. 点検及び見直し・
改善

（11）内部監査
（12）マネジメントレビューと継続的改善
（13）文書の作成及び管理
（14）記録の作成及び維持

【表３】中小規模向けガイドラインと既存ガイドラインとの相関

中小規模向けガイドライン本文
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中小規模向けガイドラインの「1．経営トップの責務等」は、ガイ
ドライン5．の「（1）経営トップの責務」「（4）安全統括管理者の責
務」「（5）要員の責任・権限」と実施内容自体にはほとんど変わり
はない。

表記上の主な違いとしては、「安全重点施策」の記載が「安全目
標」と「目標を達成するための取組計画」という具体的な表現に
なっているため、理解しやすくなっている。また、安全統括管理者
の実施内容が整理され、さらに行動が具体的に記載されている。

②安全管理の考えと計画

2．安全管理の考えと計画
代表者（経営者）及び安全統括管理者（以下「代表者（経

営者）等」という。）は、安全管理の考え方を定めた安全方針
や事業者が達成したい安全に関する目標とそのための具体
的取組計画（安全重点施策）について、以下の取組を行う。

（1）作成した安全方針を事業者内部に周知徹底する。また、
必要に応じて見直しを行う。

（2）安全方針に沿い、かつ、自らの安全に関する課題に基づ
き、年に1回、事業者が達成したい安全に関する目標とそ
のための具体的取組計画（安全重点施策）を作成し、目
標の達成に向けて取り組む。

（3）取組計画の進捗状況及び安全目標の達成状況を把握
し、必要に応じて見直しを行う

中小規模向けガイドラインの「2．安全管理の考えと計画」は、
ガイドライン5．の「（2）安全方針」「（3）安全重点施策」を整理した
内容となっている。

安全方針について、本文には「安全管理の考え方を定めた安
全方針」との記載であるが、「取組のポイント」には『※安全方針
には、少なくとも、「法令や規則を守ること」、「輸送の安全が第一
であること」および「安全管理体制を継続的に改善すること」等
を明記しましょう。』とあり、ガイドラインの内容を踏襲している。
法令遵守、安全最優先、継続的改善については、運輸安全マネジ
メントの安全方針において外せない合言葉となっていることが
わかる。

また、安全目標については「事業者が達成したい安全に関する
目標」となっていて、事業者の自主性を意識した記載となってい
る。安全目標とその取組計画については「取組のポイント」で詳細
に解説されているため一読の価値がある。内容としては、国土交
通省認定の「中小規模事業者を主な対象とした運輸安全マネジ
メントセミナー（ガイドライン）」における解説と共通であるが、安
全目標とその達成のための取組計画に"現場の社員・職員のモチ
ベーション"が高まるような配慮を求めている辺りが、ヒューマン
エラー事故の防止に対して実行性重視の制度であるといえる。取
り組む上で押さえておきたい点だ。

③情報伝達およびコミュニケーションの確保

3．情報伝達及びコミュニケーションの確保
事業者は、輸送の安全を確保するために必要となるさまざま

な情報伝達やコミュニケーションの確保に関する取組を行う。
（1）輸送の安全に関する情報の伝達

代表者（経営者）等は、輸送の安全に関する情報が適
時、適切に事業者内部に伝わるようにするとともに、現場
の課題等を適時、適切に把握する。なお、必要に応じて、
委託先事業者との情報伝達も行う。

（2）情報伝達及びコミュニケーションにおいて、明らかになっ
た課題等について、必要な措置を実施し、見直しを行う。

（3）関係法令等に従い、事業者において輸送の安全を確保
するために講じた措置、講じようとする措置等の輸送の
安全にかかわる情報を外部に対して公表する。

中小規模向けガイドラインの「3．情報伝達及びコミュニケー
ションの確保」は、ガイドライン5．の「（6）情報伝達及びコミュニ
ケーションの確保」と対応した内容となっている。

本文はガイドラインに比べ大変簡素になっているが、2017年改訂
を受けて、法令要求事項である安全情報の公表が明記されている。

本文を補うように「取組のポイント」と「取組事例」が充実して
いるのが、「3．情報伝達及びコミュニケーションの確保」の主な
特徴といえる。特に今までガイドラインでは理解しづらかった構
築する必要のある4本の情報の流れ、(i)「上から下」、(ii)「下から
上」、(iii)「事業者内部での横断的」、(iv)「外部（安全啓発活動）」
が非常に明確に記載されている。また、情報の流れに沿った具体
的な取組例や委託先事業者との安全情報の連携等も記載があ
り、これから運輸安全マネジメントに取り組む事業者にとっては
かなり理解しやすい内容となっている。

④事故情報等の収集・活用

4．事故情報等の収集・活用
事業者は、事故の再発防止又は未然防止を図るため、以

下の取組を行う。
また、必要に応じて、情報の分類・整理、対策の検討及び

効果把握・見直しにグループ会社または社外の機関（民間リ
スクマネジメント会社）等を活用することができる。
①社員・職員は、事故が発生した場合は、代表者（経営者）等

にその情報を適時、適切に報告する。
②代表者（経営者）は、自ら又は安全統括管理者に指示す

る等して、①で報告を受けた事故について、原因の究明を
行った上で、再発防止策を検討し、実施する。

③上記②で実施した対策の効果を把握し、必要に応じて、対
策の見直しを行う。

中小規模向けガイドライン本文

中小規模向けガイドライン本文

中小規模向けガイドライン本文
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④代表者（経営者）は、自ら、又は安全統括管理者に指示する
等して、必要に応じて、現場からのヒヤリ・ハット情報（事故
にはならなかったが、「ヒヤッと」した、「ハッと」したできごと）
を集め、事故防止のために適切な対応策を講じる。なお、特
に報告することの重要性を事業者内部に周知するとともに
自発的な報告に対する不利益が生じないよう配慮する。

⑤代表者（経営者）は、自ら、又は安全統括管理者に指示する
等して、他の事業者の事故事例やヒヤリ・ハット情報等につ
いても積極的に集め、事業者自らの事故防止に活用する。

⑥自動車事故報告規則（昭和26年運輸省令第104号）に定め
る事故があった場合は、国土交通省へ必要な報告又は届
出を行う。

中小規模向けガイドラインの「4．事故情報等の収集・活用」は、
ガイドライン5．の「（7）事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用」
と対応した内容となっている。
「4．事故情報等の収集・活用」の本文の主な特徴として、(a)事

故情報等の収集・活用が事故の再発防止又は未然防止であると
明記された点、(b)グループ会社、保険会社、インターリスク総研
のような民間リスクマネジメント会社の活用が具体的に明記され
た点、(c)事業者の規模を意識してか、事故が発生した場合は代
表者（経営者）等に情報を報告する点、(d)ヒヤリ・ハット情報の報
告の際に、報告者に不利益を生じさせないように明記された点、
(e)自動車事故報告規則に基づく重大事故の報告を明記した点
等が挙げられる。いずれもガイドラインでは広く解釈が可能な汎
用的表現になっていた事項が具体化されている。

また、「取組事例」では、損害保険会社の活用、ドライブレコー
ダーの活用、民間リスクマネジメント会社の活用等、大分踏み込
んだ記載がされていて、中小規模事業者にとって想像しやすい具
体例の記載がされている。

⑤教育・訓練等の取組

5．教育・訓練等の取組
事業者は、経営管理部門及び技能要員に対する必要な教

育・訓練の実施、重大な事故等への対応体制の整備、関係
法令等の遵守状況の確認など、輸送の安全を確保するため
に必要な以下の取組を行う。

（1）必要な教育・訓練等
①輸送の安全にかかわる者に対して、運輸安全マネジメ

ント制度の趣旨等の理解を深めるために必要な教育・
訓練を計画的に実施するとともに、実施後は定期的に
振り返りを行い、必要に応じて見直しを行う。また、教
育・訓練の実施にあたっては、グループ会社、外部（民
間リスクマネジメント会社等）等が主催する運輸安全
マネジメント制度に関するセミナー、講習会等を活用

する等により教育・訓練に代えることができる。
②運転士等現業実施部門の全ての社員・職員に対し、必

要な能力の習得及び技能の維持のための教育・訓練
を計画的に実施するとともに、実施後は定期的に振り
返りを行い、必要に応じて見直しを行う。

（2）重大な事故等への対応体制の整備
①重大な事故・災害等が発生した場合の対応方法等をあ

らかじめ定め、必要に応じて、想定シナリオを作成し情
報伝達訓練や机上シミュレーション等の訓練を実施す
る。また、可能な場合は、親会社、グループ会社又は委
託先事業者等と共同して訓練を実施することができる。

②①の訓練実施後は、必要に応じて振り返りを行い、把
握された課題や問題点を踏まえて、対応方法等の見
直しを図る。

（3）関係法令等の遵守状況の確認
輸送の安全に必要な関係法令、通達及び事業者で定

める規則を遵守するとともに、代表者（経営者）等はそれ
らの遵守状況を定期的に確認する。

中小規模向けガイドラインの「5．教育・訓練等の取組」は、ガイ
ドライン5．の「（8）重大な事故等への対応」「（9）関係法令等の遵
守の確保」「（10）安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練
等」と対応した内容となっている。
「必要な教育・訓練等」については、今までガイドラインでは理

解しづらかった、(a)管理者層に対する運輸安全マネジメント制
度の趣旨等の理解を深めるために必要な教育・訓練と、(b)現場
の社員・職員に対する必要な能力の習得及び技能の維持のため
の教育・訓練という二本柱が簡素に記載されている。

ガイドラインとの大きな違いとしては、「重大な事故等への対
応体制の整備」が「5．教育・訓練等の取組」に入ってきている。記
載内容としてはガイドラインと異なり、重大な事故・災害等が発
生した場合の対応訓練を中心的に記載してある。重大な事故等
へ取り組む上で対応訓練は必ず実施するようにされたい。

また、「関係法令等の遵守状況の確認」がここに記載されてい
る。「5．教育・訓練等の取組」から少しずれた内容のため理解しづ
らいが、代表者（経営者）等が関係法令を学ぶ必要があると理解
されたい。本文中に「遵守状況を定期的に確認」と記載があるの
で、次の「6．点検及び見直し・改善」の一部と理解されても良いと
思われる。実際、本文および「取組事例」共に法令遵守状況につ
いて定期的に確認するという内容だ。

⑥点検及び見直し・改善

6．点検及び見直し・改善
事業者は、輸送の安全の確保に向け、定期的に安全管理

の取組状況を点検し、把握した問題点を改善することが重

中小規模向けガイドライン本文
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要であり、以下の取組を行う。
（1）取組状況の点検等

①代表者（経営者）は、安全統括管理者や他の社員・職
員に指示して、別添2の「安全管理の取組状況の自己
チェックリスト」を活用して、少なくとも年に1回、安全
目標の達成状況や安全管理の取組状況を点検させ、
その結果を報告させる。

②上記①が困難な場合は、代表者（経営者）自らが別添2
の「安全管理の取組状況の自己チェックリスト」を活用
して点検することができる。

③可能な場合は、親会社、グループ会社、協力会社等と
連携し、社外の人材を活用して、内部監査を実施して
もらうこともできる。

（2）見直し・改善
①代表者（経営者）は、（１）の点検の結果、安全管理体

制に問題があることが分かった場合には、必要な見直
し・改善を行う。

②事業者は、現業実施部門等において把握した日常業
務で明らかになった課題等に対して、継続的に見直
し・改善を行う。

（3）文書・記録類の作成・維持
事業者は、安全管理体制を構築・改善するために作成

した文書類や安全管理体制の運用結果を残すために作
成した記録類を適切に管理又は維持する。

中小規模向けガイドラインの「6．点検及び見直し・改善」は、ガ
イドライン5．の「（11）内部監査」「（12）マネジメントレビューと継
続的改善」「（13）文書の作成及び管理」「（14）記録の作成及び維
持」と対応した内容となっている。

しかし、内部監査の要素はかなり少なくなっていて、本文中に
は社外の人材の活用可能性について触れている部分と、「取組事
例」に記載があるのみである。
「6．点検及び見直し・改善」の記載は、後述の「安全管理の取組

状況の自己チェックリスト」の活用に集約されているため、中小規
模事業者の方々は当該チェックリストの活用と、それによる安全
管理体制の改善を実施していただければ良いと思われる。
「文書・記録類の作成・維持」については、「取組のポイント」に

ある通り、必要最小限の作成とし、(a)文書は属人化の防止、(b)
記録は過去の安全対策の確認が主な目的となる。

⑶別添2「安全管理の取組状況の自己チェックリスト」について

中小規模向けガイドライン「6．点検及び見直し・改善」に2回登
場する「安全管理の取組状況の自己チェックリスト」は、本文の巻
末に「別添2」として掲載されていて、代表者（経営者）又は安全統
括管理者等が少なくとも年に1回は安全目標の達成状況や安全

管理の取組状況を点検するよう推奨されている。
この「安全管理の取組状況の自己チェックリスト」による点検の

主旨は、ガイドライン5．の「（11）内部監査」として実施することが
念頭に置かれている。そのため、ここで実施したチェック結果は記
録として保管し、安全管理体制の見直しに活用することが望まれ
ている。また、次年度に比較資料として活用することが推奨され
ている。記録として残す必要があるとあえて明記されているのは、
このチェックリストは年1回程度の使用頻度であるのに対して、そ
の結果は(a)翌年度にかけての重要な経営判断の材料となること
と、(b)過去の経営判断がどうであったか、そして、自社の安全管
理態勢がどのように改善をしていったかを振り返る上で重要な
記録だからである。事業者の方が取り組む際には忘れずに記録・
保管していただきたい。

４	おわりに
2017年7月のガイドライン改訂の中で追加された中小規模向け

ガイドラインについて、その特徴を総括すると、まず(a)本文と「取
組のポイント」と「取組事例」が分かれたことによる読みやすさ、
(b)汎用的な表現であった用語が具体化されたことによる理解の
しやすさ、(c)「取組のポイント」と「取組事例」が中小規模事業者
の実情に沿っている点、が挙げられる。

また、(i)ガイドラインと法令との関係性、(ii)事業者の自主性、
(iii)外部機関（グループ会社、損害保険会社、民間リスクマネジメ
ント会社等）の活用が明確化されているため、取組初期の事業
者様にとって運輸安全マネジメントの趣旨が理解しやすいものと
なっている。

上記の前提があっても、中小規模向けガイドラインに記載の内
容は、まだその取組には相応の努力を伴うものである。しかし、前
述の通り、安全管理の進め方はより簡潔になっており、事業者の
自主性が尊重された内容となっているため、民間リスクマネジメ
ント会社であるインターリスク総研として、中小規模自動車運送
事業者さまの多くがこの機会に運輸安全マネジメントの取組へ
一歩踏み出すことを願っている。

以上

参考文献・資料等

1）国土交通省「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドラ
イン〜輸送の安全性の更なる向上に向けて〜」2017年7月

2）国土交通省「運輸安全確保部会とりまとめ「運輸安全マネジメント制
度の今後のあり方」」2017年4月11日

3）国土交通省「メルマガ「運輸安全」」＜http://www.mlit.go.jp/
unyuanzen/mailmg.html＞（最終アクセス2017年9月10日）
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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）

41　RMFOCUS Vol.63 〈2017 Autumn〉

火災・爆発

●英ロンドンの高層住宅で大規模火災、約80人死亡
6月14日午前1時(現地時間)ごろ、ロンドン西部の24階建て高層住宅の
居住フロア4階（地上8階に相当）付近より火災が発生。炎は瞬く間に広
がり数時間で最上階に達した。消防車約40台、消防士約200人による消
火活動が行われたが、建物全体が真っ赤な炎と黒い煙に包まれ燃え続
け、鎮火には約24時間を要した。この高層住宅には約600人が居住して
いたとみられており、死者および死亡の可能性が高い行方不明者は少
なくとも79人、負傷者は約80人、とロンドン警視庁（以下、「警視庁」）は6
月19日に発表した。ビル全体が激しく焼損し、損傷の激しい遺体もあり、
死者の特定および死者数の確定には数カ月かかる見込み。
英国の法律では、スプリンクラー設備は、2007年以降に建てられた
30m以上の住宅用ビルには設置が義務付けられているが、この高層住
宅は1974年に建てられたもので、スプリンクラーは設置されておらず、
非常階段もビル中央部の1箇所にしかなかった。また、この高層住宅は、
火災発生の約1年前の2016年5月に約12億円を掛けた大規模改修が行
われており、改修では断熱機能および美観向上のために外壁に外装材
が取り付けられた。その外装材の材質・構造・取り付け方法等が、火の回
りが早かった原因と見られており、外装材を製造・販売した米国の会社
は、この火災を受け、同製品の高層ビル向けへの販売は中止すると発表
した。
火災となった高層住宅は、バッキンガム宮殿の西約5kmに位置し、富
裕層が多く住んでいるケンジントン・アンド・チェルシー区にあるが、こ
の区には貧困地域も点在しており、この高層住宅もその一つで、同区が
管理する低所得者向けの公営住宅の一つであった。
この公営住宅には、中東やアフリカ、アジア、南欧などからの多様な人
種の移民が多く住んでおり、病院やホテルの清掃、レジ係などの低賃金
労働に従事する者が多かったという。警視庁は6月23日の記者会見の中
で、被害の全容を把握するため当時火災現場にいた人物を全員把握し
たいと述べ、不法入国者等であっても内務省から入国資格を追及しな
いと保障されているので警察への被害申告を躊躇（ちゅうちょ）しない
でほしいと呼び掛けた。また、火災の原因は、火元の4階の部屋の冷蔵
庫であったと発表し、出火した米国大手家電メーカーの冷蔵庫のメー
カーと型番を発表のうえ、所有者はメーカーに連絡するよう促した。

風水雪災・豪雨・竜巻

●九州北部で記録的豪雨、土砂崩れ数百箇所、36人死亡5人行方不明
7月5日午後から6日午前にかけて、福岡県と大分県を中心とする九州
北部で猛烈な雨が降った。福岡県朝倉市では、5日の午後3時に1時間降
水量で観測史上最大の129.5ミリを記録。7月5日だけの降水量で7月の
平均雨量の約1.5倍の516ミリに達し、6日午前までの24時間降水量では
観測史上最大の545.5ミリを記録した。大分県日田市でも5日だけで336
ミリ、24時間では370ミリと猛烈な雨が降った。この集中豪雨により、山
林数百箇所で土砂崩れが発生。筑後川や遠賀川の支流の河川では氾濫
が相次ぎ、家屋やJR久大線の橋が流されるなど、大規模な被害をもたら
した。19日、気象庁はこの豪雨災害を「平成29年(2017年)7月九州北部豪
雨」と命名した。
8月7日の内閣府発表によると、濁流に流されたり土砂崩れに巻き込ま

れるなどによるこの災害の死者は、福岡県で33人、大分県3人の計36人。
行方不明者は福岡県で5人。両県における、負傷者は16名、家屋の全壊
212棟、半壊656棟、一部破損65棟、床上浸水359棟、床下浸水1,204棟、非
住宅被害は36棟。国土交通省の調査では、道路や河川の堤防などの公
共土木施設の被害は1,200箇所以上となっている。
この集中豪雨による福岡県内の河川や道路施設、農地、農作物などの
被害総額は1,941億円（8月20日福岡県発表）、大分県内は299億8,400万円
（8月22日大分県発表）と、両県を合わせた被害総額は、約2,240億円に
のぼる。
記録的な豪雨となった原因は、積乱雲が次々に発達し帯状に連なる

「線状降水帯」で、九州の北に停滞していた梅雨前線に向かって暖かく
湿った空気が流れ込み、福岡・佐賀県境にまたがる脊振（せふり）山の西
側から斜面を上って上昇気流が生まれ、積乱雲が発達、山に沿って積乱
雲が次々と形成され、山地の東側にあたる朝倉市や日田市に猛烈な雨
をもたらした。
記録的豪雨に加え、被害が拡大した主な原因として、多発した「表層
崩壊」とそれによる「大量の流木」があげられている。特に大きな被害と
なった朝倉市内を流れる赤谷川などの周辺では、約450箇所の土砂崩
れが発生し、約120万㎥の土砂が流れ込んだとみられている。そのほと
んどが斜面の浅い部分が崩れる「表層崩壊」だった。土砂崩れには表層
崩壊と、深い岩盤ごと崩れ落ちる「深層崩壊」とがあり、深層崩壊の方が
被害は大きくなりやすいが、今回は崩壊が多発したことで、大量の土砂
と流木があちこちから加わって一気に河川を流れ下り、人家を襲った
とみられている。また、被害を広げた大きな特徴は、「大量の流木」だっ
た。大量の流木が橋脚等にひっかかり濁流をせき止めて氾濫させ、さら
に住宅地に押し寄せた流木によって、水流だけの場合よりも破壊力が
増し、家屋に大きな被害をもたらしたとみられている。両県で河川に流
れ込んだ流木の総量は、およそ20万トン、38万㎥にのぼると推定されて
いる。

●ハリケーン「ハービー」直撃、米ヒューストンで大洪水、50人以上死亡
8月25日深夜（現地時間）、カテゴリー4（上から2番目のレベル）のハリ
ケーン「ハービー」が米国テキサス州沿岸部に上陸した。翌26日に熱帯
低気圧に変わったが、上陸後30日までの6日間にわたりテキサス州南部
に停滞し、大量の雨を降らせた。米国4番目の都市である同州ヒュースト
ン周辺ではハリケーンでは過去最大の約1,300ミリの降水量を観測。貯
水池等の堤防が各地で次々に決壊し、市域圏の約3割が水につかり、10
万軒以上の家屋が損壊。被災者は45万人にのぼる見込み。約4万3,500
人が避難所に避難したが、幹線道路も冠水して寸断され、取り残された
住民の救助活動も難航。8月末時点の報道によると死亡者は50人を超え
る見込み。
テキサス州沿岸部は油田地帯で、湾岸は石油や化学などのエネル
ギー産業の一大拠点となっており製油能力は米国の3分の1を占める
が、ハービーの直撃により、米国全体の製油能力の15%程度が操業停止
に追い込まれた。また、同地区にある日本企業の化学プラント等も操業
停止となり、自動車部品の原料の一つであるアクリル樹脂などの供給も
懸念される状況となっている。
死者数については、同州の早目の避難勧告が功を奏し、2005年のハリ
ケーン「カトリーナ」の1,800人と比べ少ないが、被害総額はカトリーナの
約1250億ドルを超えるのではないかと予測（8月31日時点）する現地メ
ディアもある。
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自動車・鉄道・船舶・航空機事故

●富山、北アルプス立山連峰に小型飛行機墜落、4人死亡
6月3日午後3時ごろ、富山県立山町の北アルプス・立山連峰の山中に、
4人乗りの小型飛行機が墜落し、乗っていた男性から携帯電話で「山中
で墜落した。2人は意識がなく、2人は意識がある」と110番通報があっ
た。墜落地点は、富山と長野との県境近くで、3千m級の山が連なり3m以
上雪が残っているところもある箇所。富山県警や自衛隊のヘリコプター
が出動し周辺を捜索したが、濃霧のため発見できず日没となり空からの
捜索を断念。徒歩で現場に向かった山岳警備隊も墜落現場を特定でき
ず、午後8時半ごろこの日の捜索を打ち切った。4日早朝に捜索を再開し、
午前5時すぎに獅子岳南東の標高2,300m付近の斜面で機体と中にいる
4人を発見した。4人はヘリコプターで富山市内の病院に搬送されたが、
全員の死亡が確認された。
この小型機にはＥＬＴ(航空機用救命無線機。航空機が事故に遭った
場合、その遭難地点を探知させるため遭難信号を送信する無線設備)が
搭載されていたが、遭難信号は発信されていなかった。
墜落した小型機は、地域航空会社S社所有の単発プロペラのセスナ
機。富山空港を午後2時23分に離陸し長野県の松本空港に向かってい
た。乗員4名のうち3名は、長野県にある産業用機械を製造する企業の社
員で同じ課に所属する同僚。うち1名が飛行機の操縦免許を持ち操縦を
趣味としており、その訓練飛行が目的であった。もう1名は、S社のベテラ
ンパイロットで、教官役として同乗していた。飛行計画では3日午前9時
半に松本空港を離陸して富山空港に向かい、復路は午後2時半に富山
空港から松本空港に向かうことになっていた。往路は天候を考慮し北ア
ルプスを迂回した日本海側を通るルートで飛行したとみられるが、復路
では往路と異なり、北アルプス越えを飛行するルートを選択していた。
機体が発見された斜面の雪上には、尾根から谷へ数百mにわたっ
て機体が滑ったような黒い跡が一直線に伸びており、機体はその先に
あった。機体は、前部が大きく壊れていた以外はほぼ原形をとどめてい
た。事故当時は、風速15m以上の強い西風が吹いていたと見られている
ことより、航空評論家等は、「尾根を越えた後に下降気流に遭遇し、軽量
で低速の機体は高度を維持できなかった可能性がある」と指摘してい
る。運輸安全委員会が事故原因の調査を行っているが、小型機でフライ
トレコーダ等は搭載されておらず、正式な原因究明は長期化が予想さ
れている。
　
●伊豆沖で米イージス艦と貨物船衝突、米軍乗員7人死亡
6月17日午前2時25分ごろ、静岡県・伊豆半島南端の石廊崎（いろうざ
き）沖南東約20kmの海上で、フィリピン船籍のコンテナ船(2万9,060トン)
から「米軍艦と衝突した」と第3管区海上保安本部に無線通報があった。
米軍艦は米海軍横須賀基地に配備されているイージス駆逐艦(8,315ト
ン)。衝突によってイージス艦は右舷中央付近が大きく破損し、艦長ら3
人が負傷したほか、乗員7人が行方不明となった。コンテナ船の乗員20
人にはケガはなく、船首左舷を損傷したが航行可能で、自力で午後5時
ごろ東京港に着岸した。米イージス艦は、タグボートに伴走されながら
航行し、午後7時ごろ横須賀基地に戻った。
18日午後、米海軍は艦内の居住区等で7人の遺体を発見したと発表。
米海軍によると、イージス艦は衝突により船底付近に開いた穴から大量
の水が流れ込み、死亡した乗員が見つかった居室部分や機械室などが
浸水したという。コンテナ船の船首下部の水の抵抗を減らすための球
状の突起部が、イージス艦の船底付近に突っ込み、船底に穴を開けたと
みられている。
コンテナ船には航行に関するデータを記録する装置が搭載されてお
り、その装置に残されていた周囲の船舶の動きを把握するレーダーの
記録などを海上保安庁が解析した結果、イージス艦側に衝突を回避す
る義務があった可能性があるという。

疾病関連

●南米原産毒アリ「ヒアリ」、国内各地で発見相次ぐ
6月13日、環境省は南米原産で毒針がある外来種のアリ「ヒアリ」が国
内で初めて確認されたと発表した。神戸市で陸揚げされた中国・広州市
からのコンテナ内で見つかったもので、コンテナは5月20日に神戸港に
到着した後、兵庫県尼崎市に輸送され、26日に通関手続きを行う業者が
中を確認したところ、幼虫や卵を含む大量のアリを発見して通報。ヒアリ
と確認された。6月18日、同省と神戸市は、神戸港のコンテナヤードでも
ヒアリ約100匹を見つけ殺虫剤で駆除したと発表した。ヒアリは体長約
2.5mm、赤茶色をしており、北米や中国などでは既に定着している。毒針
で刺されると激しい痛みとともに腫れ上がり、アレルギー反応で死亡す
る恐れもある。
ヒアリの国内初確認を受け、各地の港湾施設等で緊急点検が行われ
た結果、11都道府県14箇所（8月31日時点）で相次いでヒアリが発見、確
認された。横浜港では、埠頭のコンテナヤード内のアスファルトの割れ
目で、さなぎを含む700匹以上のヒアリが見つかっており、女王アリは
発見されなかったが、巣を作って繁殖していた可能性が高いとみられ
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相次ぐ発見を受け国土交通省は、ヒアリの定着防止にヒアリの繁殖
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テロ・暴力行為

●スペイン、バルセロナで連続テロ、車突入16人死亡、100人以上負傷
8月17日午後5時ごろ（現地時間）、スペイン東部バルセロナの観光客
でにぎわう市中心部のランブラス通りで白いワゴン車が群衆に突っ込
んだ。ワゴン車は、次々と人をはねながら歩道をジクザクに約500m走行
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いる。首謀者のイスラム教指導者は、16日夜に発生した住宅爆発事故で
死亡しており、爆発した住宅は犯行グループのアジトとして使われてい
たもので高性能爆薬等が見つかった。捜査当局によると、拘束された4
人を取り調べた結果、アジトで爆弾を製造しバルセロナの「サグラダファ
ミリア」等の主要な観光施設を爆破する大規模なテロを計画していた
が、16日夜の「誤爆」で当初の計画を急きょ変更。車を用いたテロに変更
したと供述しているという。



43　RMFOCUS Vol.63 〈2017 Autumn〉

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

編集後記
8月、9月と続けて巨大ハリケーンがアメリカ本土に上陸し、甚大な人的
被害と経済損失をもたらしました。9月のハリケーン「イルマ」では直撃に備
え、フロリダ州の人口の3分の1近くにあたる630万人に避難命令が出され
たと報道されています。
日本では考えられないようなスケールの避難命令ですが、日本でも北朝
鮮の脅威が深刻化する中、弾道ミサイル発射に備えた全国瞬時警報シス
テム（Jアラート）の活用・運営における課題が浮き彫りになっています。
9月1日は「防災の日」、その日を含む1週間が「防災週間」でした。台風、
高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、対処する心構えを準
備するため1960年に制定されました。1923年9月1日に発生し10万人以上
の死者・行方不明者を出した「関東大震災」に由来しています。
毎年この時期には全国各地で防災訓練が実施され、テレビや新聞等

のニュースでもその様子をよく目にします。さらにこの時期、災害を特集した
番組も数々流れます。先日視聴したテレビ番組では、都市直下地震、スー
パー台風をテーマにその闘いの最前線がクローズアップされていました。
近い将来日本が直面する巨大災害の脅威を目の当たりにして、科学的・
技術的な取組の重要性を再認識するとともに、町内会やマンション住民、
学区といった地域レベルでの日頃の備えと協力の重要性も痛感しました。
インターリスク総研も災害リスクの診断や対策のご提案を通じ、主とし
て国や地方自治体、企業の皆さまの防災・減災に向けた取組をサポートし
ていますが、これら組織レベルでの対策と合わせて、個人個人が地域にお
ける隣人同士の助け合いの精神も大切にしたいものです。

(A.N)

RMFOCUS（第63号）／2017年10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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〈本号でお話をうかがった方（敬称略）〉

中村 京太（なかむら きょうた）
生年月日:昭和44年9月22日生

【学歴】
1994年3月 横浜市立大学医学部医学科　卒業
2005年3月 博士（医学）

【職歴】
2007年4月 横浜市立大学附属病院 麻酔科・救急部　准教授

 横浜市立大学附属病院 シミュレーションセンター 
副センター長（兼）

2010年10月 横浜市立大学医学部医学科 救急医学 准教授
2012年4月 横浜市立大学附属市民総合医療センター 高度

救命救急センター 担当部長（兼）
2016年7月 横浜市立大学附属市民総合医療センター 准教授 

安全管理指導者

【受賞歴】
2011年10月 平成23年度消防庁長官表彰（一般による消防防

災機器の開発・改良）
2016年11月 第11回医療の質・安全学会学術集会 ベストプラ

クティス賞 最優秀賞

【外部委員等（現職）】
日本救急医学会関東地方会幹事、日本病院前救急診療医学会
評議員、横浜市病院安全管理者会議企画部会員、日本医療機能
評価機構認定病院患者安全推進協議会ジャーナル企画部会員

島谷 幸宏（しまたに ゆきひろ）
九州大学大学院(工学研究院 環境社会部門)教授
1955年 山口県生まれ
建設省土木研究所、国土交通省九州地方整備局の武雄河川事
務所長を経て九州大学 教授。日本湿地学会会長、応用生態工
学会副会長

【専門分野】
河川工学、河川環境
住民参加の川づくり、多自然川づくり、トキの野生復帰、自然再生、
川の風景デザイン、流域全体での治水、技術者の技術力向上など
の活動を行っている。

【著書】
水辺空間の魅力と創造（※）、河川風景デザイン、河川の自然環境
の保全と復元、楽しく学ぶ川の学校〈10〉豊かな川をめざして、エコ
テクノロジーによる河川・湖沼の水質浄化（※）、私たちの「いい川・
いい川づくり」最前線（※）など。
（※）共著

「~太陽光発電設備~メンテナンスに関するハンドブック」を作成

太陽光発電の設置台数はこの数年で大きく増加しましたが、既設物件の老朽化が徐々に進
み、事故を予防し発電効率を維持するためのメンテナンスの重要性が増してきています。
2015年11月に発行した「太陽光発電事業・事故リスクハンドブック」に続く第2弾となる本ハン
ドブックでは、ＦＩＴ法（※）の改正も踏まえた「太陽光発電設備のメンテナンス」に特化し、発電効
率維持、事故防止等のための適切なメンテナンスのポイント、メンテナンス不備により発生する
リスクおよびリスク軽減の対策といった、既に太陽光発電事業を実施されている事業者さまに
とって重要なポイントについてまとめています。
太陽光発電事業におけるメンテナンスの重要性をご理解いただき、本ハンドブックが事業に
おけるリスク軽減取り組みの一助となれば幸いです。

※電気事業者による再生可能エネルギーの調達に関する特別措置法

「バイオマス発電設備に関するハンドブック(改訂版)」を作成

本ハンドブックではバイオマスエネルギーの概要から、発電の仕組みなどをわかりやすく解説
しているほか、「事業」におけるリスクを明らかにし、その具体的な対策についてまとめています。
（改訂版には、火災・爆発、電気的事故・機械的事故、事業中断等による利益損失等の各リスク
のポイント・対策を追加しています）
また、発電事業の課題や実際の事故例を通じて、事故リスクについても分析していますので、
バイオマスエネルギーやバイオマス発電事業への理解、リスク低減取り組みの一助になれば幸
いです。

「防災推進国民大会2017」にMS&ADインシュアランス グループが出展します

2017年11月26日(日)～27日(月)に宮城県仙台市で開催される「防災推進国民大会2017」に、MS&ADインシュアランス グループ
が出展し、「企業のBCP策定と地域企業の取組み（仮）」をテーマにセミナーを開催します。
昨年8月に開催された第1回防災推進国民大会での水災対策フォーラムに引き続いて出展するものです。

【セミナー内容（予定）】
日　　時 2017年11月27日(月) 10:00-12:00
会　　場 仙台国際センター　会議棟　橘
開催概要 自然災害に対する危機意識が高まりつつあるなか、BCP策定に

課題感を持つ地域の中小企業も少なくないことから、講演および
パネルディスカッションによりBCP策定の重要性について普及啓
発する。
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RMFOCUS Vol.63 〈2017 Autumn〉　44

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

編集後記
8月、9月と続けて巨大ハリケーンがアメリカ本土に上陸し、甚大な人的
被害と経済損失をもたらしました。9月のハリケーン「イルマ」では直撃に備
え、フロリダ州の人口の3分の1近くにあたる630万人に避難命令が出され
たと報道されています。
日本では考えられないようなスケールの避難命令ですが、日本でも北朝
鮮の脅威が深刻化する中、弾道ミサイル発射に備えた全国瞬時警報シス
テム（Jアラート）の活用・運営における課題が浮き彫りになっています。
9月1日は「防災の日」、その日を含む1週間が「防災週間」でした。台風、
高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、対処する心構えを準
備するため1960年に制定されました。1923年9月1日に発生し10万人以上
の死者・行方不明者を出した「関東大震災」に由来しています。
毎年この時期には全国各地で防災訓練が実施され、テレビや新聞等

のニュースでもその様子をよく目にします。さらにこの時期、災害を特集した
番組も数々流れます。先日視聴したテレビ番組では、都市直下地震、スー
パー台風をテーマにその闘いの最前線がクローズアップされていました。
近い将来日本が直面する巨大災害の脅威を目の当たりにして、科学的・
技術的な取組の重要性を再認識するとともに、町内会やマンション住民、
学区といった地域レベルでの日頃の備えと協力の重要性も痛感しました。
インターリスク総研も災害リスクの診断や対策のご提案を通じ、主とし
て国や地方自治体、企業の皆さまの防災・減災に向けた取組をサポートし
ていますが、これら組織レベルでの対策と合わせて、個人個人が地域にお
ける隣人同士の助け合いの精神も大切にしたいものです。

(A.N)

RMFOCUS（第63号）／2017年10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）

書籍・その他

Vol.

63
2017

autumn

Information

〈本号でお話をうかがった方（敬称略）〉

中村 京太（なかむら きょうた）
生年月日:昭和44年9月22日生

【学歴】
1994年3月 横浜市立大学医学部医学科　卒業
2005年3月 博士（医学）

【職歴】
2007年4月 横浜市立大学附属病院 麻酔科・救急部　准教授

 横浜市立大学附属病院 シミュレーションセンター 
副センター長（兼）

2010年10月 横浜市立大学医学部医学科 救急医学 准教授
2012年4月 横浜市立大学附属市民総合医療センター 高度

救命救急センター 担当部長（兼）
2016年7月 横浜市立大学附属市民総合医療センター 准教授 

安全管理指導者

【受賞歴】
2011年10月 平成23年度消防庁長官表彰（一般による消防防

災機器の開発・改良）
2016年11月 第11回医療の質・安全学会学術集会 ベストプラ

クティス賞 最優秀賞

【外部委員等（現職）】
日本救急医学会関東地方会幹事、日本病院前救急診療医学会
評議員、横浜市病院安全管理者会議企画部会員、日本医療機能
評価機構認定病院患者安全推進協議会ジャーナル企画部会員

島谷 幸宏（しまたに ゆきひろ）
九州大学大学院(工学研究院 環境社会部門)教授
1955年 山口県生まれ
建設省土木研究所、国土交通省九州地方整備局の武雄河川事
務所長を経て九州大学 教授。日本湿地学会会長、応用生態工
学会副会長

【専門分野】
河川工学、河川環境
住民参加の川づくり、多自然川づくり、トキの野生復帰、自然再生、
川の風景デザイン、流域全体での治水、技術者の技術力向上など
の活動を行っている。

【著書】
水辺空間の魅力と創造（※）、河川風景デザイン、河川の自然環境
の保全と復元、楽しく学ぶ川の学校〈10〉豊かな川をめざして、エコ
テクノロジーによる河川・湖沼の水質浄化（※）、私たちの「いい川・
いい川づくり」最前線（※）など。
（※）共著

「~太陽光発電設備~メンテナンスに関するハンドブック」を作成

太陽光発電の設置台数はこの数年で大きく増加しましたが、既設物件の老朽化が徐々に進
み、事故を予防し発電効率を維持するためのメンテナンスの重要性が増してきています。
2015年11月に発行した「太陽光発電事業・事故リスクハンドブック」に続く第2弾となる本ハン
ドブックでは、ＦＩＴ法（※）の改正も踏まえた「太陽光発電設備のメンテナンス」に特化し、発電効
率維持、事故防止等のための適切なメンテナンスのポイント、メンテナンス不備により発生する
リスクおよびリスク軽減の対策といった、既に太陽光発電事業を実施されている事業者さまに
とって重要なポイントについてまとめています。
太陽光発電事業におけるメンテナンスの重要性をご理解いただき、本ハンドブックが事業に
おけるリスク軽減取り組みの一助となれば幸いです。

※電気事業者による再生可能エネルギーの調達に関する特別措置法

「バイオマス発電設備に関するハンドブック(改訂版)」を作成

本ハンドブックではバイオマスエネルギーの概要から、発電の仕組みなどをわかりやすく解説
しているほか、「事業」におけるリスクを明らかにし、その具体的な対策についてまとめています。
（改訂版には、火災・爆発、電気的事故・機械的事故、事業中断等による利益損失等の各リスク
のポイント・対策を追加しています）
また、発電事業の課題や実際の事故例を通じて、事故リスクについても分析していますので、
バイオマスエネルギーやバイオマス発電事業への理解、リスク低減取り組みの一助になれば幸
いです。

「防災推進国民大会2017」にMS&ADインシュアランス グループが出展します

2017年11月26日(日)～27日(月)に宮城県仙台市で開催される「防災推進国民大会2017」に、MS&ADインシュアランス グループ
が出展し、「企業のBCP策定と地域企業の取組み（仮）」をテーマにセミナーを開催します。
昨年8月に開催された第1回防災推進国民大会での水災対策フォーラムに引き続いて出展するものです。

【セミナー内容（予定）】
日　　時 2017年11月27日(月) 10:00-12:00
会　　場 仙台国際センター　会議棟　橘
開催概要 自然災害に対する危機意識が高まりつつあるなか、BCP策定に

課題感を持つ地域の中小企業も少なくないことから、講演および
パネルディスカッションによりBCP策定の重要性について普及啓
発する。
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病院における“レジリエンス”とは
～病院機能を維持するためのレジリエンス・アプローチ～

～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス

平成29年九州北部豪雨災害の現地調査から
～グリーンレジリエンス思考から見えてくること～

企業における気候関連リスクのシナリオ分析の必要性
～TCFD提言を踏まえて～

セミナー「急伸するＥＳＧ投資と求められる企業のＥＳＧ戦略」開催報告

年間シリーズ

気候変動特　集

高解像度水災リスク評価モデルの開発
～リスク細分化への対応を見据えて～

■ISO10002に見る企業の苦情対応態勢構築の重要性
■運輸安全マネジメント制度における「中小規模自動車運送事業者における
　安全管理の進め方に関するガイドライン」の概説
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