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災害時にも、
「見える化」された情報を全社で共有・連携し、スピーディーな対応を実現されている。その取り組みについて、セブン＆
アイ・ホールディングス株式会社 取締役執行役員

粟飯原 勝胤氏にお話をうかがった。

ための支援ツールである「グリーンレジリエンス・ポテンシャルマップ」を開発した。国土強靭化と地方創生に関する官民のデータを
統合し、関係者間で容易に共有、分析することを可能にするこの支援ツールの活用案を紹介する。

関原 優氏に、日々進化する

についても先進国と認識されるようになっている。その背景について、サイバーセキュリティの観点から概説するとともに、日本・
イスラエル両国の協力関係を考察する。

教訓を紹介いただくとともに、これら教訓を事業継続計画へ反映させるポイントと事業継続計画を組織に浸透させる人づくりに

BCP

災害復興法学を創設された岡本 正弁護士に、自然災害時にも企業等に求められる安全配慮義務に関して裁判例から得られた23の

海外事情

イスラエルは、近年多くのスタートアップ企業が生まれ、イノベーションの国として知られるようになった。また、サイバーセキュリティ

サイバー攻撃

対策は経営上の課題と認識されるようになってきた。三井物産セキュアディレクション株式会社
サイバー攻撃の脅威の状況と企業に求められる対応について解説いただく。

〈特別寄稿〉サイバーリスク

高度な標的型攻撃やランサムウェアなどの脅威により、大規模な情報漏えいや被害が顕在化し、この数年でサイバーセキュリティ

グリーンレジリエンス・
ポテンシャルマップの開発

インターリスク総研は、地方公共団体とその地域の企業や住民などがグリーンレジリエンスの考え方に基づいた取り組みを進める

セブン＆アイ・ＨＬＤＧS.における
防災・減災に関する取り組み

セブン-イレブンでは、東日本大震災の経験を踏まえ、災害対策システムを拡充し「セブンＶＩＥＷ」を構築。台風や洪水、大雪などの

ついて解説いただく。

話題の「健康経営」で企業が成長するためのポイントを従来の考え方に捉われない考え方で解説いただく。

理解し実践に活かすことを重視する「グループ・ダイナミックス（集団力学）」の観点から、安全文化醸成に関わるコミュニケーション
のインフラ創りとリーダーシップ力について、熊本大学名誉教授

吉田 道雄氏に解説いただく。

モデルを開発されたAIR Worldwide社 バイスプレジデント＆マネージングディレクター
等について紹介いただく。

藤村 和也氏に、評価手法・モデル

パンデミックリスク

定量的評価が難しいといわれるパンデミックリスクについて、疫学に基づく伝統的な手法ではなく、確率論に基づくリスク評価

対人関係力

組織で起きる事故や不祥事を防止するには、組織における安全文化醸成が求められる。現実の集団で起きている人間の行動を

健康経営

『健康学習』という独自のヘルスコミュニケーションで20年以上自治体や企業に講演やセミナーを続ける医師の石川 雄一氏に、
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セブン＆アイ・ホールディングスにおける
防災・減災に関する取り組み
【お話をうかがった方】
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
取締役 執行役員
あ

い

は ら

【聞き手】

株式会社インターリスク総研
新領域開発室
マネジャー・上席コンサルタント

か つ た ね

粟飯原 勝胤 氏

１.はじめに

あつし

特別研究員

ほ ん だ

し げ き

本田 茂樹

末現在）、
日本の総人口1億2,667万人（総務省統計局9月1日現

在概算値）
に対し、人口6,378人に1店舗の密度です。全国のコン

災害時も営業を継続できるよう対策をとっているコンビニエ

ビニの店舗数55,359店（日本FC協会2017年8月）
でみると、人口

心強い存在です。
コンビニ最大手のセブン-イレブンでは、
東日本

ある存在であり、24時間365日営業している
「近くて便利」なお

ＶＩＥＷ
（Visual Information Emergency Web）」
を構築さ

セブン-イレブンでは
「暮らしを支えるライフライン」
として、住

ンスストア
（以下、
「コンビニ」
）
は、
被災者、
住民にとって非常に
大震災の経験を踏まえ、
災害対策システムを拡充させ
「セブン

れました。台風や洪水、大雪などの災害時にも
「セブンＶＩＥＷ」

2,288人に1店舗の密度になります。
それだけお客さまの近くに
店として日常生活に欠かせない存在でもあります。

民の皆さまにとって最も身近で頼れる存在であり続けたいと考

で、
「見える化」
された情報を全社で共有・連携し、
スピーディー

えています。新潟県中越沖地震（2007年7月16日）
では、
セブン-

発展に向け、産官学の連携にも精力的に取り組まれています。

日本大震災（2011年3月11日）
では、商品の売り切れや停電等の

な対応を実現されています。
また、
日本の災害対策システムの
本稿では、
セブン-イレブンにおいて長年システムに携わり、災

害対策システム等を築き上げられたシステム管掌の最高責任

者である 粟飯原 勝胤 取締役 執行役員に、株式会社セブン＆

アイ・ホールディングス
（以下、
「セブン＆アイHLDGS.」）
におけ

る防災・減災に関する取り組みについてお話をうかがいました。

２．
セブン＆アイＨＬＤＧS.が考える災害対応
Ｑ.まずは災害時のセブン-イレブンのご対応についてお聞か
せ下さい。

地震等の災害時にコンビニに期待されることとして、
すぐさま

支援物資を運ぶこと、現金を店頭で用意することなどが挙げら

れます。
コンビニには即座に動くことが求められています。
セブ

ン-イレブンでは過去から様々な取り組みを行ってきました。

日本国内のセブン-イレブンの店舗数は19,860店（2017年9月

1

な か も と

中本 専
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イレブンのお店が開いていて、
お客さまから感謝されました。東

事情によりお店を閉めたら、お客さまからクレームがありまし

た。住民の皆さまにとってコンビニは、電気・ガス・水道と同じイ

ンフラであり、
あって当たり前と思われていることを強く感じま

した。

災害時のお店の営業の継続が重要であり、地方自治体と災

害の話をする際、
セブン-イレブンがいつもどおり営業している

こと、夜も電気がついていることが最大の安心感ですと必ず言

われます。
ものが運べず商品が空になってしまう、
そこが最大の

ポイントです。
お客さまにいつもと同じように安心して買い物を

していただくため、1時間でも早くものを届ける、1日でも早く復

旧させる、
お店を復旧させて普通の営業に戻すことが、民間とし

てできる地域への最大の災害対策と考えています。

災害時でもお客さまに商品をお届けするためには、工場に原

材料を運び、工場でものを作って店舗に運ぶ、一連のものの流

れであるサプライチェーン全体（次頁図１）を守る必要があり

ます。災害時でも普段どおり営業しているお店の状態をいかに
キープするかを考えています。

レジリエンス

〜強く、しなやかな社会づくり〜

セブン＆アイ・ホールディングスにおける防災・減災に関する取り組み

2005年4月に店舗の停電発生検知システムを開発したのが

災害対策システムの始まりです。私（粟飯原取締役）が2004

年に営業部門からシステム部門に異動後、初めて作り上げた

システムでもあります。各店舗にあるストアコンピューターと
ＵＰＳ
（無停電電源装置）
から発信される通知を日本電気株式

でしたが、停電発生状況の
「見える化」
につながり、社内各部で
共有して停電対策に活用できるようになりました。

私（粟飯原取締役）
は以前、
九州や中国地方で営業を担当し

ていました。
今では少なくなりましたが、
当時は毎年台風が上陸
【図１】店舗のサポート体制

する度に停電が発生し、
セブン-イレブンでも7〜11店舗が停電

していました。
お店が停電すると商品を退避させる必要があり、
オペレーション フィールド カウンセラー（以下、
「ＯＦＣ」）が

３．
セブンＶＩ
ＥＷとは
Ｑ.セブンＶＩＥＷについてご紹介いただけますか。
熊本地震の本震（2016年4月16日）後のセブンＶＩＥＷの画面

（図２）
で説明しましょう。店舗のプロットの色分けで緑は「正

常」、黄色は
「停電」、
オレンジは
「電池残量ゼロ」
（非常用バッテ

リーを含めた完全な停電）
を表しています。各店舗はオール電

化なので停電すると冷蔵庫が停止し、生鮮食料品や冷凍食品

がもちません。非常用バッテリーは2時間もちますが、非常照明

やＰＯＳシステム用です。回線障害は店舗とやり取りできないこ

とを示します。

サプライチェーンを構成する各施設の状況もわかります。配

送車両のトラックの色分けでは、30分間で100m以上動かない
車両が赤色で
「異常」
です。概況をつかむため位置情報はリアル

タイムではありません。画面上部の災害種類のアイコンでは、気
象庁から発表される情報を自動的に取り込んでいます。公共情

報はLアラート経由で発表される各自治体からの避難勧告、避

難指示であり、該当地域の市町村を色分けで自動的に表示し

ます。

アドバイスしますが、
暴風雨ではＯＦＣも移動できないので担当
店舗に行くこともできません。
オール電化のお店を守るため、
店

舗の停電状況を把握してフォロー、
アドバイスするのに停電情

報は重要です。
これが災害対策システム構築の始まりです。

新潟県中越沖地震では最大震度6強を記録し、新潟県や長

野県を中心に大きな被害が発生しました。
被災地で何が起きた

のか、東京では即座に把握することが困難です。現地のことは
現地でしかわからない状況にありました。地震時に被災地の状

況をいち早く知ることの重要性が高まりました。停電情報シス

テムにより5〜10店舗が停電していることはわかりましたので、
電柱が倒れている、
あるいは変電所にトラブルが起きているな

どは推測できます。
そこで、震度5弱以上の地震発生時、停電状
況により地域の被害状況を推定できると仮説を立てました。停

電が発生していなければ、店内で商品が落下しているかもしれ

ないが、甚大な被害ではないかもしれないと当たりをつけるこ

とができます。
その情報を発生15分以内に経営トップに報告す

ることにしました。対策本部設置の判断基準の一つになるかも

しれなかったからです。

最初の運用は2008年の茨城県沖地震（同年5月8日、最大震

度5弱）
で、停電発生店舗・回線異常店舗がないことを確認のう

え発生から19分後に報告しました。
当時は枕元に携帯電話を

置いて、株式会社ウェザーニューズの地震情報も参考にしまし

た。
3回、
4回と回を重ねるごとに報告に対する経営層の関心・意
識が高まり、
災害発生時に報告を待つようになってきました。

Ｑ.セブンＶＩＥＷの現行システムは2015年に運用が開始さ
れたとのことですが。

経営トップからの指示を受け、2015年にプロトタイプが完成

しました。初めて災害発生の場面で活用した画面が次頁図３

です。2015年3月2日早朝6時ごろに長野県で広域停電が発生、
セブンＶＩＥＷで188店での停電発生が確認されました。各店

舗には電池残量があるうちに発注・送信するよう案内しまし

【図２】
セブンＶ
Ｉ
ＥＷの画面イメージ
（2016年4月16日7:11時点）

た。
システムが動いている内に翌日の発注を済ませる必要が
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会社（以下、
「ＮＥＣ」）
のコールセンターで24時間365日監視す

るシステムです。
当時は通知がリストに上がってくるだけのもの

あるからです。

②津波

ている店舗は188店中88店ありました。街中も交通信号の停電

当エリア内で一定標高以下（例えば5mで指定可能）
の店舗を

物流対策をとる必要も出てきました。各店舗には冷蔵庫・冷凍

して流すことも可能です。

その3時間後、
一部地域で電力は復旧しましたが、
依然停電し

による渋滞が予想されますので、配送トラックの遅れに対する

セブンＶＩＥＷでは津波警報・注意報の発令エリア、
そして、該

抽出できます
（図５）
。
本部から警報内容を各店舗に緊急通報と

庫からの商品の退避連絡も行いました。

【図５】
セブンＶ
Ｉ
ＥＷの画面
（2016年2月16日時点）
【図３】
セブンＶ
Ｉ
ＥＷの画面
（2015年3月2日6:00時点）

③火山

全国50ヶ所の観測火山・ハザードマップも表示できます
（図

Ｑ.セブンＶＩＥＷの具体的な画面イメージについてご説明い
ただけますか。

セブンＶＩＥＷでは気象庁発表の情報・データを自動的に落

６）。桜島が噴火しても以前は影響を受ける可能性のある店舗
の位置がわからない状況でしたが、円描画機能、
スケール機能

も搭載した結果、指定した半径圏内の店舗のリストアップが可

能になりました。
噴火警報レベル、
ハザードマップと合わせ、
ライ

とし込んでいます。主な災害の画面について見ていきます。

ブカメラ画像もインターネット経由で映し出せます。
なお、
ライ

①地震

いて数多く一般に公表・配信されていますが、集約されたポー

マップ上に震源地、
エリアごとの震度が確認できます。図４は

ブカメラの映像は、
プライバシーの問題から非公表のものを除
タルサイトがないため、個々に探し出す必要があります。

熊本地震の震源と震度分布です。
レイヤー構造ですので店舗・
地区事務所・トラック等、選択して重ね合わせることができま

す。熊本地震では国土交通省と連携し、統合災害情報システム

「ＤｉＭＡＰＳ」
のデータをセブンＶＩＥＷに取り込んで活用しま
した。
自然災害発生時に被災地の空中写真をマップ上に重ね

合わせます。
リアルタイムではありませんが随時更新されますの

で、店舗周辺の被害状況を確認できました。

【図６】
セブンＶ
Ｉ
ＥＷの画面
（2016年2月5日19:13時点）

④大雨・洪水

平成27年（2015年）9月関東・東北豪雨では、常総市鬼怒川氾

濫による災害状況と店舗位置を確認するため、
ＤｉＭＡＰＳと
株式会社パスコ
（航空測量情報等の提供をおこなう企業）
の提

供による災害区域を重ね合わせた結果、被災店舗を5店特定で

【図４】
セブンＶ
Ｉ
ＥＷの画面
（2016年4月14日21:26時点）
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きました
（次頁図７）。

レジリエンス
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Ｑ.そのほか、
セブンＶＩＥＷにはどのような機能がありますか。
2015年11月より従来はスタンドアローンであった店内防犯カ

メラのクラウド化を始めました。地震等の災害発生時（甚大な
状況を確認することができます。新たな防犯カメラには警備会
社のサポートサービスが付帯されており、新設する店舗に設置

を推奨しています。

そのほか、スマホ写真を活用したフォトリポートもあります

（図９）。一番正確な情報データは現場からの写真です。
アプリ
【図７】
セブンＶ
Ｉ
ＥＷの画面
（2016年4月14日21:26時点）

⑤暴風

から写真と文字を送信すると、
セブンVIEW上で送信日時・場
所が自動表示されます。
スマートフォン搭載のGPSの精度も向
上しており、正確な情報データが得られます。

台風の進路も表示可能です。
株式会社ウェザーニューズから

情報を入手してセブンＶＩＥＷに取り込んでいます。
台風の進路

表示と店舗のプロットの重ね合わせにより、
危険性の高いエリア

とそこに含まれる店舗を事前に把握できます。
河川の水位の情

報も国土交通省から入手しており、
重ね合わせることができます。
⑥大雪

配送トラック5,500台の「見える化」により概況をつかめるよ

うになりました。各車両は車載端末を搭載しており、別のシステ
ムにより詳細データを取っています。
データが細か過ぎると全

体が把握できず初動の確定に時間を要してしまうため、
セブン
VIEWでは取り込むデータを絞っています。各車両の運転席に

【図９】
セブンＶ
Ｉ
ＥＷの「フォトリポート機能」の画面

はカメラが設置され、画像情報の入手も可能です
（図８）。

Ｑ.セブンＶＩＥＷのシステム構成についてご説明いただけますか。
システムの構築・構成の観点からまとめた次頁図１０と次頁

図１１で説明します。
①「何を？」

様々なデータが集結した構造でレイヤーに分かれているた

め、必要な情報データを取捨選択できます。停電情報（ＮＥＣ）、
車載端末情報（富士通株式会社）、店舗の専用線（ＮＴＴコミュ

ニケーションズ株式会社）、台風情報（ウェザーニューズ株式会

社）、各種災害情報（気象庁）、
ＤｉＭＡＰＳ
（国土交通省）、
Ｌア

ラートからの情報データを入手しています。
【図８】
セブンＶ
Ｉ
ＥＷの画面
（2016年1月24日時点）

⑦公共情報（Ｌアラート）

民間では珍しいようですが、
Ｌアラート
（一般財団法人マル

チメディア振興センターによる災害情報共有システム）にもつ
ながっています。
Ｌアラート受信後、
その避難勧告・指示情報が

テロップで、該当エリアが色分けで、避難場所も自動的に表示

され、
店舗のプロットと重ね合わせることができます。

②「どうやって？」

パフォーマンスの観点からクラウド基盤はグーグルを採用

し、従来のプライベートクラウドからパブリッククラウドに変更

しました。
ストリートビューを使うとお店の周りの様子もすぐに
わかります。
システム開発は株式会社パスコにアジャイル手法

（短期間の開発サイクルを反復する俊敏で柔軟な手法）
を用い
た開発を依頼しました。
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災害発生時に限り）、本部からも店内カメラの映像を見て被災

③「何で見る？」

スマートボード
（電子情報ボード、株式会社内田洋行）
を全

国21ケ所の拠点に配置して利用しています。

であり、提携先と相乗りができる構造にしています。同じフォー

マットに違うデータを重ねるのは容易なことではありません。

セブンＶＩＥＷは国内のみならず海外にも活用できます。国に

よって事業会社の形態が異なり調整が必要な場合があります

が、店舗情報、世界各地の気象情報も取り入れることができ、

グーグル基盤なのでマップやストリートビューもグローバルに
活用できます。

Ｑ.セブンＶＩＥＷの今後のアップグレードに向け必要なもの
は何でしょうか。

車（一般車両）
の情報が付加できればと考えています。現場を

走っている車からの情報をリアルタイムで集めることです。車の

情報を共有することが最大のポイントの一つと思っています。
【図１０】
セブンVIEWの構築

例えば特定非営利法人ＩＴＳ Ｊａｐａｎが有する自動車に関す

る情報は、法律上は一般に公開できないことになっています。
車の情報ということでは、運送業者のトラック、警備会社の警備

車両、宅配業者の車両も含め、使命をもって運行している車か

らの情報は正確であり、
リアルタイムで入手できる貴重な情報

リソースとなります。将来は災害時にドローンが上空を飛び回

る光景が浮かんできますが、
その映像・情報を活用できればと
思うとともに、
ポータルサイトの出現も期待する次第です。

情報は早ければ早いほど価値があり役に立ちます。情報は受

け取る側で時系列に並べ、
どの情報を利活用するのか取捨選

択を判断できますので、情報は積極的に公開されることを望ん

でいます。
その情報を重ね合わせ、
セブンＶＩＥＷは進化を続け

ます。
【図１１】
セブンVIEW：クラウド・情報階層イメージ

セブン-イレブンでは、全国60拠点に「大規模災害発生時

テレビ会議システム」
を設置し、全拠点をつないだ運用訓練を

毎月実施しています。熊本地震では発生直後からテレビ会議を
1〜3時間ごとに実施しました。
テレビ会議システムは営業部門

のそばに設置し、社長を含め役員全員が適時参加します。責任

者がすぐに集まる・会議する・手を打つ方針の下、情報共有と
対策はその場で決定するため持ち帰りはしません。
そのため、
テ

Ｑ.東日本大震災が発生したときのご対応について教えてい
ただけますか。

セブン-イレブンでは全国で1,896店舗が停電し、139店舗が

回線障害を起こしました。地震発生から14分後、詳細な店舗リ

レビ会議の出席者に権限が委譲されています。幹部が出席でき

ストを抽出して経営層に報告しました
（次頁表１）。

ます。
スピード重視です。

が発生し、対策が必要なことがわかります。長野・山梨、静岡・

ない場合でも、出席者の中で上位職の社員がその場で判断し

Ｑ.セブンＶＩＥＷのシステムを構築する過程で特にご苦労さ
れた点は何ですか。

情報をシステムに集約して
「見える化」を図ったことです。
こ

のシステムにはマニュアルがありません。誰にでもすぐわかり、

すぐに使えるよう工夫しました。
また、
レイヤー構造のシステム

5

４．
過去の大地震とセブンＶＩ
ＥＷ
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東北地方のみならず東京西部や神奈川でも相当数の停電

神奈川西部まで停電が多数発生していたことは、現地でさえ

もすぐには知る由もなく、重要な情報としてとらえました。
セブ

ン-イレブンでは対策本部をすぐさま立ち上げ、ヘリコプター

を手配、支援物資を運搬して現地で配布、発電機を確保して
提供しました。時間はかかりましたが、移動販売車で現地を回

り、移動ＡＴＭ車を現地で稼働させました。

その後、2014年は異常気象や自然災害が多い年でした。

2月の豪雪では物流網が長期にわたり寸断しました。雪のため

レジリエンス

〜強く、しなやかな社会づくり〜

セブン＆アイ・ホールディングスにおける防災・減災に関する取り組み

【表１】東日本大震災／停電店舗リスト
（2011年3月11日15:00時点）

有・活用できました。前震（2016年4月14日）
は夜21時26分に発

生しましたが、直後に災害対策本部を立ち上げ、3時間後には
社長を含め経営層が全員集まって陣頭指揮に当たり、
その場で
即決して対応しました。
日ごろの訓練の成果であり、東日本大
震災からの大きな進歩だと思います。

Ｑ.セブンVIEWの今後の構想はいかがでしょうか。
2015年度から始まった構築フェーズに加えて、2015年7月に

物資を運べないまま倉庫で食品が鮮度切れを起こしました。
商品部は商品部、物流部は物流部で判断し、生産・輸送を行っ

ていたためです。関係者全員で同じ情報を見る必要がありまし
た。
さらに4月にはチリ沖で発生した地震により太平洋側各地

に津波注意報が発表されましたが、セブン-イレブンのどの店

設立された
「日本防災産業会議」
における取り組みを中心とし

たアライアンスフェーズも進んでいます。
さらに2016年度からは

ＣＳＲフェーズの中で自治体との連携による社会貢献を模索す

る中、2016年6月に徳島県と災害時情報共有合意書を締結しま

した
（図１２）。

舗が津波注意報のエリアに入るのかすぐにはわかりませんで

した。8月の豪雨は広島市に大規模な土砂災害をもたらしまし

たが、
どの店舗が被害エリアにあるのかすぐにはわかりません。
9月の御嶽山の噴火でも影響を受けそうな範囲内の店舗情報

はすぐにはわかりません。

以上のような店舗・配送センター・工場がどこにあるのかもわ

からない状況下、
サプライチェーンを守るためにはより詳細な
地域情報の
「見える化」
の必要性を感じるようになりました。地

域の情報が必要であり、正しい情報をいち早く共有することが
必要です。
また、災害発生時の被害を最小限に抑えるには、初

動の対応が極めて重要です。
そこで、正しい情報をより早くわか

りやすく共有するため、状況を的確に判断できる情報システム
の構築に至った次第です。
セブンＶＩＥＷのコンセプトは、
「災害

【図１２】
セブンVIEWの発展構想

時、混乱している現地では被災者の安全確保が最優先。現地の
手をわずらわせることなく、
集められるだけの情報を自動で集め

て表示すること、早く概況をつかむこと」
です。被災者の立場に
立ったいち早い復旧を目指しています。

Ｑ.東日本大震災と5年後に発生した熊本地震の対応で大き
く変わった点、改善された点は何でしょうか。

東日本大震災は災害が甚大ですべてが初めての経験でした。

停電エリアが全国にわたっていたため、事態を公平性の観点か

らもいち早く把握し、災害対策本部を立ち上げて対応すること

Ｑ.徳島県との取り組み、
そして今後の展開について詳しくう
かがえますか。

徳島県はリスク対策、災害対策に非常に力を入れている自治

体の一つです。同県は災害への危機感が高く、災害対策に取り
組む組織もしっかりしています。徳島県と連携して以下二つの
取り組みおよび実証実験をしています。
①情報の発信に関する取り組み

各市町村が住民に知らせたいことを伝える場合、防災無線

に苦労しました。全国各地をつなぐテレビ会議もインターネッ

は住民によっては十分聞き取れない場合があったり、
インター

複数確保しています。

ます。そこで、セブン-イレブンの店頭に伝達事項の張り紙を

トが回線障害ですぐにはつながりませんでした。今では回線を
熊本地震ではそれらの問題点を克服し、2015年から運用が

始まっていたセブンＶＩＥＷの情報リソースを関係者全員で共

ネットはアクセス障害や停電でつながらないことが想定され

貼ることを考えました。開発費用も必要なく、既存の仕組みの
組み合わせで実現できます。

RMFOCUS Vol.64〈2018 Winter〉 6

セブン＆アイ・ＨＬＤＧS.における
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５．
様々なステークホルダーとの連携

レジリエンス

〜強く、しなやかな社会づくり〜

セブン＆アイ・ホールディングスにおける防災・減災に関する取り組み

まずは徳島市役所でＦＡＸを手書きで書き、非常ＦＡＸ回線

を通じてセブン＆アイHLDGS.の本部に発信します。本部から
は富士ゼロックス社が提供するネットプリントにプリントデータ

を登録し、
社内メールシステムでプリントデータをセブン-イレブ

持っている様々な情報を提供しあい共有することが重要です。
事前に情報の取り扱いや共有・利活用のルールを定めるなど、

ンの対象店舗に送ります。受け取ったお店で印刷して店頭の窓

「災害情報ハブ」に関する仕組みづくりに向け立ち上げられ

ところ、一番難しかったのは情報の新旧交代です。古い紙をは

ヤーで乗せればこのような仕組みづくりができること、情報を

ガラスに貼ります。最短で15分程度です。3月に実証実験をした
がし、新しい紙を貼ることに少々混乱しました。情報は絞らない

とすぐに店頭のフロントガラスが紙でいっぱいになってしまい
ます。

②物資輸送に関する取り組み

支援物資輸送の実証実験をしています。東京の倉庫から羽

田空港経由で空輸し徳島空港に到着後、
自衛隊のトラックで一

時集積所に集めた後、徳島市トラック協会所属のトラックで避

ました。
セブンＶＩＥＷの取組事例を紹介し、情報を集めてレイ
増やしていくとさらに発展が可能になることを官民で意見交換

をしています。

Ｑ.セブン＆アイHLDGS.は指定公共機関に指定されたとお
聞きしました。指定後は何か変わりましたか？

2017年7月に災害対策基本法に基づく指定公共機関に指定

難所に輸送します。
この試みは熊本地震で車を使用した避難者

されました。災害発生時にセブン-イレブンの全国ネットワーク

ているため届けることが可能になること、
自主防災組織・婦人

とで、災害応急対策に貢献することが求められます。平時にお

であり、
コンビニを活用してできることは何でもやってみるとい

災害予防の実施も求められます。暮らしを支えるライフラインと

が多かったためです。
セブン-イレブンならどこの店舗でも知っ
会・自治会を経由して支援物資を取りにきてもらうことも可能

を活用し、支援物資の調達、被災地への迅速な供給等を担うこ
いても防災業務計画・防災訓練に加え、物資・資材の備蓄等の

うことです。
ただし、
セブン-イレブン店舗において車中泊の被災

して、一層重要な役割を果たすことになります。

基本法の避難所に該当しないためハードルを越える必要があ

になります。災害に関する情報がこれまで以上に集まってくるこ

者に支援物資を配布するためには、店舗・駐車場が災害対策

ります。

今のところ徳島県との限定的な取り組みです。
セブン＆アイ

HLDGS.は徳島県と包括契約後、
お互いに何ができるか各市

町村と役割分担を考えたうえでモデルを作っています。
まずは

この取り組みを徳島モデルとして確立後、他県とも連携を広げ

ていきたいと思います。
ただ、災害によるリスクが高い県と低い
県がありますので、
リスクが高く対策への関心が高い県から連
携することになると思います。

Ｑ.そのほか、
セブン＆アイHLDGS.と産・官・学との連携につ
いてお聞かせ下さい。

セブン＆アイHLDGS.は日本防災産業会議に理事として参画

しています。官民でいろいろな情報を集めればいろいろなところ
が使えるので、
みんなで持ち寄ろうというコンセプトで、情報分

科会では情報の提供・共有・共用を目的にしています。業界を越

えて
「災害前」
「災害直後」
「災害後」
で何ができるのか、何を求
められているのかを検討しています。その最も基本となる情報

が道路・高速道路に関する車からの情報です。熊本地震では自

動車メーカーの車載器からのデータが道路の通行実績情報と

して無料で公開されていましたので、
トラックの通行可否の判
断に役立ちました。

また、
セブン＆アイHLDGS.のこれまでの取り組みが認めら

れ、2017年4月から
「国と地方・民間の
『災害情報ハブ』推進チー

ム」の委員として活動しています。同チームは中央防災会議

7

防災対策実行会議 災害対策標準化推進ワーキンググループ

に属します。災害時は国・地方公共団体、民間企業がそれぞれ
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セブン-イレブンにとっては物流面で物資の輸送がスムーズ

とも期待しています。

貴重なお話をおうかがいすることができました。本日はありが

とうございました。

（このインタビューは、2017年10月3日に行われたものです）

以上
※本稿の図・表についてはすべて、株式会社セブン＆アイHLDGS.
より提供

年間シリーズ

レジリエンス 〜強く、しなやかな社会づくり〜

グリーンレジリエンス・
ポテンシャルマップの開発

〜国土強靭化と地方創生の連携による相乗効果発揮のために〜

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

１．
はじめに
大規模震災発生確率の上昇や風水災の激化・頻発といった

は ら ぐ ち

まこと

原口 真

2．グリーンレジリエンス・ポテンシャルマップとは
グリーンレジリエンス・ポテンシャルマップ
（以下、
「ＧＲＰＭ」）

状況を受け、地域のレジリエンス力の向上が喫緊の課題となっ

は、
インターリスク総研が開発したもので、ＭＳ＆ＡＤグループ

ている。しかしながら、大規模自然災害が比較的少なかった高

と協定を締結している地方公共団体とその地域の企業や住民

度成長期以降の開発により、地域の地形（標高）、地盤、水文を

などがグリーンレジリエンスの考え方に基づいた取り組みを進

十分に把握しないまま建物立地やインフラ整備がすすんでし

めるための支援ツールである。

まったために、災害外力
（ハザード）
に暴露しやすい状況となっ

グリーンレジリエンスを推進するためには、国土強靭化と地

ている地域が少なくない。
また、経済のグローバル化で、地域外

方創生に関するデータを統合的に扱っていく必要があるが、
こ

および海外の自然資源への依存が高まり、地域の自然資本の

れらのデータは、相互に十分連携することなく行政や民間に散

恵みを活用しなくなっているところもある。
これにより、管理放

在している状況にある。

棄された山林や農地が増え、災害外力への脆弱性が増してい

例えば、地方創生の取り組みを支援するシステムとしては、経

る。
そして、有事の際にも地域の自然資本を使った自助、共助が

済産業省と内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局）
が提

できず、域外の資本を使った公助頼みとなっている。

供する
「地域経済分析システム」
（ＲＥＳＡＳ：リーサス）
がある。

こうした状況を改善するには、平時から地方創生の取り組み

ＲＥＳＡＳには、産業構造や人口動態、観光や医療福祉などに

を通じて、住民一人一人が、地域の自然資本を再発見、再活用

関する大量の数値情報が搭載されており、地方公共団体はこ

し、
また、地域の自然（地形（標高）、地盤、水文など）
を読み解い

れらを組み合わせながら、他地域との比較によって強みや弱み

た土地利用に転換していく必要がある。

を分析し、施策の立案・実行・検証に活用している。

※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。

ただし、
ＲＥＳＡＳは、
マクロなお金や人の流れを把握するた
めのデータは提供しているが、市区町村よりさらに細かい小地
域のデータや地方創生に関する拠点のデータなどは搭載して
いない。
これらのデータを把握するには、国土交通省が公開し
ている
「国土数値情報」
（街区レベルの精度での、地形、土地利
用、公共施設などの国土に関する基礎的な情報）
によって補完
することが必要である。
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グリーンレジリエンス・
ポテンシャルマップの開発

株式会社インターリスク総研

一方、国土強靭化に関するビッグデータでは、災害時の避難
や事前の防災対策に役立つシステムとして国土交通省が提供
する
「ハザードマップポータルサイト」がある。
このサイトでは、

ケース１ 林業活性化と山地災害軽減の両立
本誌63号の九州大学・島谷教授のインタビューでも示された

関係行政が公開している各種の防災情報について地図上で重

とおり、平成29年7月九州北部豪雨では、集中豪雨によって発

ねて、洪水、土砂災害、津波の情報を切り替えて見ることがで

生した数千箇所注1）ともいわれる山腹崩壊によって大量の流木

きるため、地方公共団体が、災害発生時の住民避難を迅速化し

が中小河川を流下して被害を拡大した。

「逃げ遅れゼロ」
を目指す施策などに活用されている。

従来都道府県は、土砂災害危険箇所を調べ公開している。

このように、国土強靭化と地方創生に関するデータはさまざ

これは、都道府県が、土砂災害防止法のもと、土砂災害警戒区

ま存在しているが、
それぞれの組織がそれぞれの目的で提供し

域を指定し、警戒避難体制の整備や危険箇所への建築物の立

ているため、一部を除き相互間の連携が十分に取れているとは

地・構造の規制などの対策を進めるためのベースとなるもので

言い難い状況にある。
これらを、統合的、多面的に扱うことがで

ある。
しかし今回の災害では、
この土砂災害危険箇所を超える

きれば、地域の自然がもたらす災害リスクポテンシャルを読み

広範囲から大量の土砂と流木が押し寄せ、指定箇所の下流部

取り、一方でその自然を活かしたビジネスと雇用を創出する地

にまで被害が及んでいる。
そもそも、土砂災害危険箇所は、
そこ

域のポテンシャルを見抜くことを容易にし、
それによって、地域

から外れれば安全という概念ではないのだが、一般の住民には

のレジリエンス力を向上させるための戦略検討に貢献できると

そのような認識は共有されていないと考えられる。

考えた。
ＧＲＰＭは、
こうした国土強靭化と地方創生に関する官民の

図１のＧＲＰＭでは、被害のあった朝倉市の土砂災害危険箇
所と実際の山地崩壊箇所の航空写真とを比較している。
ここに

データを、機能と価格面で近年進化の著しい空間情報マッピン

砂防堰堤、河川にかかる橋、道路、
また避難所になる施設など

グのプラットフォーム上で統合し、関係者間で容易に共有、分

の位置を示すことで、小河川流域ごとの脆弱性の違いを議論す

析することを支援するツールである。以下では、
ＧＲＰＭの活用

ることが可能となる。

案を示す。

【図１】奈良ヶ谷川
（朝倉市）
の山腹崩壊個所と土砂災害危険箇所
北川流域
（図右側）
と異なり奈良ヶ谷川の上流部
（図右上〜図中央）
は土砂災害危険箇所や砂防堰堤がないが、急傾斜地を中心に崩壊し、土砂災害危
険箇所の下流にまで土砂が広がっている
（朝倉地区 空中写真
（正射画像）
（2017年7月13日、国土地理院撮影）
を基にインターリスク総研作成）
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レジリエンス

〜強く、しなやかな社会づくり〜

グリーンレジリエンス・ポテンシャルマップの開発

今回被害をもたらした流木は、昭和30年代を中心とする拡
大造林期に先人が急傾斜地を上って植えた苗が成長したもの

ケース２ グリーンレジリエンス拠点による自助・

共助活動の強化

が多いと考えられる。
こうした場所の人工林は、傾斜がきつく
作業道がついていないことも多く、全国で放置されている状態
である。

現在国では、東日本大震災の教訓などを踏まえ、南海トラフ
地震などを想定した広域防災拠点の整備を進めている。
こうし

現在国では「森林環境税」を創設し、市町村の森林整備を

た公助が必要不可欠であると同時に、発災直後の自助・共助

支援することを検討している。浜松市の例を挙げると、図２の

という地域のレジリエンス力の強化が課題とされている。消防

ＧＲＰＭに市町村の森林計画図を重ね合わせることができれ

庁が指摘しているように
「過去の災害教訓を踏まえると、行政

ば、森林組合や自伐林業家などと山腹崩壊リスクポテンシャル

による対応のみでは被災者の救助や消火活動等に限界がある

を共有し、
リスクの高い場所を優先的に伐採して自然林に戻し

ため、住民自身・相互の活動体制をいかに整えるかが今後の課

ていくといった戦略を立てることが可能になる。
これによって、

題」
となっている。2）

ると考えられる。

しかしながら、熊本地震の際にも避難所で公助をただ待つ方
は多く、支援物資の分配が混乱する中で、大手スーパーがおに
ぎりなどを大量に空輸したことが美談として報道された。一方
で、指定避難所に入れない、行けないなどの理由から、公園など
を自主避難所として協力しあって炊き出しをしていたという状
況も見られた。南海トラフ地震のような広域災害では、発災直
後はさらなる混乱が予想され、
また自衛隊やボランティアなど
の支援も行き届かないことが想定される。
水の都であり、豊かな農村地帯でもある熊本で、発災直後
に避難所での炊き出しが難しかった状況が発生したことも

【図２】山腹崩壊リスクポテンシャルマップ
（浜松市天竜地区
（部分）
）
摘要 赤色のエリア：急傾斜地
（30度以上）
紫色のエリア：土砂災害危険箇所、太線
（濃緑色）
：林道、細線
（黄緑色）
：作業道
林道と作業道のデータは、浜松市役所提供

（インターリスク総研作成）
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新税を、
林業活性化と山地災害防止の両方に活かすことができ

踏まえれば、
「グリーンレジリエンス拠点」が小地域ごとにある
ことで地域のレジリエンス力が向上すると考えられる。平時より、

ケース3 応急仮設住宅ゼロの推進ツール

雨水（あまみず）を貯留でき、地産農産品が集積し、再生可能

地方公共団体は、大規模自然災害を想定して、災害廃棄物

エネルギーが利用できる拠点において、
キャンプイベントのよう

処理計画を策定したり、
プレハブ建築の協会と災害協定を締結

な活動を定期的に運営していれば、有事の際にも共助が機能

したりしている。
また、東日本大震災の際にプレハブよりも木造

するという発想である。

仮設住宅の快適さが認められ、最近では木造建築の協会と災

この発想は、大都市圏でも適用可能である。現在、国土交通
省は都市緑地法を改正して、公園の民間活用の促進や空き地
の市民緑地指定を推進している。
こうしたオープンスペースと小

害協定を締結する地方公共団体も増えており、地域産木材の
利用促進につながる可能性がある。
一方で、災害廃棄物の大半は、損壊家屋由来のものであり、

学校、公民館、道の駅、宿泊施設などが連携して、
グリーンレジ

その発生量と応急仮設住宅の必要数は相関するものと考えら

リエンス拠点化をすすめることが可能になってきている。

れる。本来は、住家を失わず、同じコミュニティに住み続けられ

図３のＧＲＰＭは、小地域ごとに太陽光発電所がどれぐらい

ることが望ましく、応急仮設住宅が不要となることが理想であ

あるかを示したものである。発災後に停電したとしても、太陽光

ろう。
しかし、住宅に関する事前防災・減災の取り組みは、基本

や小水力などのグリーン電力は生きている可能性が高く、電気

的に個人の判断にゆだねられているため、耐震改修や移転など

自動車などを介して給電（ＶｔｏＸ）
できれば、
スマートフォンの

が進みにくいという事情がある。発災後に要する復興費用の規

充電や照明などはもとより、調理家電を持ち寄って炊き出しす

模を考えれば、個人の財産に対しても事前防災・減災への支援

るといったことも可能となる。

を強力にすすめることで、財政的なメリットだけでなく、
コミュニ

電力会社に売電契約している発電所が電力を当該電力会社
以外に供給するのは法律上難しいとされているが、非常時にパ

ティ崩壊による人口減少の加速といった社会的なリスクの防
止にもつながると考えられる。

ワーコンディショナーを自立運転モードに切り替えて電力を提

ＧＲＰＭで、建物立地の地形と地盤の情報を背景に、住宅の

供するという市民発電所の事例もあるため、
これは行政の制度

レジリエンスに関する情報（構造、建築年など）
を重ね合わせて

設計次第であると考えられる。

いくことによって、小地域ごとの地震や水災に対する脆弱性の
違いを明らかにすることができる。
こうしたＧＲＰＭがあれば、

【図３】太陽光発電所と避難所の位置関係
（浜松市）
浜松市指定の避難所以外に都市公園、公共施設も避難場所として表示
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（浜松市提供のデータを基にインターリスク総研作成）

レジリエンス

〜強く、しなやかな社会づくり〜

グリーンレジリエンス・ポテンシャルマップの開発

1．コミュニティ内で、災害外力
（ハザード）
に対する暴露を
回避できている場所はどこか
2 ．災害外力に対して暴露可能性のある立地であるが、
ハード対策（地盤改良、耐震改修、嵩上げ、バイパス整
備、遊水池、等）により脆弱性を低減できている場所は
どこか
3．上記1.2.の条件を満たしていないため、耐震改修や移転
などに事前防災・減災を優先的に推進するべき場所は
どこか
4．事前防災・減災を進めたうえでも、被災して住家を失っ
た場合に、迅速に恒久復興住宅の建築に取り掛かれる
グリーンレジリエンス・
ポテンシャルマップの開発

コミュニティ内の安全な空き地はどこか
といった事前防災・減災の戦略を検討することが可能になる。

3．
おわりに
急速に進む少子化を少しでも緩和すべく地方創生を推進し、
地域に多様な働く場を創出して生産年齢人口比率を向上させ
ることの重要性は、論をまたない。
しかしながら、様々な被災地の復興状況を見ればわかるとお
り、大規模な自然災害を受けると、復興には相当長い期間を要
することになる。地方創生のチャンスに気を取られるあまり、事
前防災・減災への関心をおろそかにすれば、災害の際にそれま
で積み上げた地方創生の取り組みの成果が吹き飛んでしまう
リスクを感じる。
ＭＳ＆ＡＤグループの事業は
「リスクを見つけお伝えする」
こ
とから始まる。
それぞれの地域が自分たちの足元の自然災害ポ
テンシャルを容易に認識できるように、
そしてそうした自然がも
たらしてくれる恵みを地方創生の稼ぎに変えるヒントを容易に
発見できるように、
グリーンレジリエンス・ポテンシャルマップの
開発と普及を今後も推進していく。

参考文献・資料等
1）
「国土強靭化政策への緊急提言書2017年版」一般社団法人レジリ
エンスジャパン推進協議会、2017年
2）
「自主防災組織の手引き」総務省消防庁、2017年

以上

3）
「地方創生を統合思考で深化させる〜ローカル・アベノミクスに効
く、物の見方・考え方〜」インターリスク総研、新エターナル＜第
39号＞、2016年
4）
「エコロジカル・プランニングと国土庁の環境調査データを用い
た東日本大震災の復興計画への参画」、上原三知、望月俊佑、三
輪祐子、風景計画研究 第１号、2016年
5）
「レジリエンスと地方創生」林良嗣、鈴木康弘（編著）、明石書
店、2015年

注）
１）RMFOCUS前号
（第63号）
の九州大学・島谷教授のインタビュー記事内で、下記
の誤りがございました。お詫びして訂正いたします。WEB版では訂正済みです
７ページ （誤）
「数十箇所」 → （正）
「数千箇所」
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〈特別寄稿〉サイバーリスク

日々進化する
サイバー攻撃の脅威と
リスクへの対応
三井物産セキュアディレクション株式会社
コンサルティングサービス事業本部長
情報処理安全確保支援士

１

はじめに

２

せ き は ら

まさる

関原 優 氏

脅威情報と顕在化していない感染の実態

高度な標的型攻撃やランサムウェアなどの脅威により、大規模

ＭＢＳＤでは、自社ＳＯＣ
（プライベートＳＯＣ）サービスの検

な情報漏えいや被害が顕在化し、
この数年でサイバーセキュリ

知情報に加えて、海外の脅威情報 注1）サービスベンダーと提携

ティ対策は経営上の課題と認識されるようになってきた。
これら

し、不正サイトやマルウェアなどの情報を保持している。提携ベ

の認識の基、官公庁や金融機関、意識の高い大企業などではセ

ンダーでは世界中のネットワークや組織内で見つかったＵＲＬ、

キュリティ対策を推進しているが、一方、一部の日本企業ではＥ

疑わしいファイルなどを大量に分析し、他組織への攻撃に使わ

Ｃサイトや個人情報を保有していないなどという理由だけで自組

れた内容を把握しており、
それらの情報がＭＢＳＤに提供される

織のリスクを安易に小さいものと考え、検討や対策を怠っている

（次頁図１）。
このような不正サイトなどの情報をいち早く共有

ケースも散見される。
本稿において、三井物産セキュアディレクション株式会社（以

することで、同様の攻撃に対して検知・防御を行うことが可能と
なる。

下、
「ＭＢＳＤ」）
の知見を基に、
「顕在化していない脅威の状況」
と

これらの情報を基に不正サイトへアクセスしている日本のＩＰ

「これから想定される新たな脅威」を紹介することで、読者の皆

アドレスを調査したところ、ある時点で万単位のＩＰアドレスが

さまが、
自らの組織のリスクを正しく認識し、必要な対策を検討

Botnetと呼ばれるマルウェアに感染し攻撃者に利用されている

いただければ幸いである。

対象になっていることがわかった。
その中には上場企業のＩＰアド
レスや中小企業、個人がよく利用しているインターネット回線業
者のものが多数含まれていた。

＜三井物産セキュアディレクション株式会社の紹介＞
ＭＢＳＤは、セキュリティオペレーションセンター（以下、
「ＳＯＣ」）運営、疑似ハッキングによる脆弱性診断/侵入診
断、インシデント調査、
マルウェア解析などの高度セキュリ
ティ技術サービス、
コンサルティングサービスなどを提供し
ている企業であり、
日本有数の高度セキュリティ技術人材が
多数在籍しています。
親会社である三井物産のグローバルネットワークを活用
し、海外の最新ソリューションを提供するベンダーなどから
の情報収集、提携、提供された製品の検証などを通して知見
を蓄積し、
サービス提供を行っています。

日本にはマルウェアに感染している組織が多く存在し、攻撃
者の情報収集や他者への攻撃に利用されているという実態を
思い知らされた。昨今、攻撃者に狙われるような情報などを保有
していなくとも、
マルウェアを無作為に送り付けたり、不正サイト
からダウンロードさせたりして感染させる攻撃が横行している。
そのため、
セキュリティ対策が十分に行われていない組織は、高
度なマルウェアでなくとも気づかないうちに感染し、攻撃の温床
になってしまっているという側面があると考えられる。
MBSDでは、この脅威情報を用いたクラウド型のセキュア
Webプロキシサービスである、MBSD Secure Web Gateway
を使った不正通信の無償診断を提供している。実際に大部分の
診断対象企業で気づかないうちに不正サイトに誘導されていた
り、
マルウェアに感染していたりといった状況が発見されており、
後述のSandbox製品 注2）やコンテンツフィルターなどを多層に
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導入している企業であっても、攻撃を受けていることが診断結果

攻撃者は常に新たな攻撃手法を編み出し、防御をかいくぐって攻

からも確認されている
（図２）。

撃を成功させてしまう。
2012年ごろから日本でも標的型攻撃の脅威が認識されるよう

３

になり、
当初は中央官庁や防衛産業が対象と思われた。
しかしそ

日々進化するサイバー攻撃への対応

の後特定の大企業を狙ったもの、広範な組織を対象としたもの
など、攻撃対象が広がっていることがわかってきた。定義ファイル
によるパターンマッチングや不正と断定できるようなふるまいを

標的型攻撃やソフトウェアの脆弱性を突いた攻撃による情報

検知するウイルス対策ソフトの従来機能では捕捉できないマル

漏えい、Webサイトの改ざん、
ランサムウェアやビジネスメール詐

ウェアが利用されるようになり、結果としてそれらの捕捉のため

欺などによる金銭被害など、
セキュリティインシデントは毎日の様

にSandBox製品の購入が加速することになった。

に発生している。
インフルエンザウイルスが変異して毎年流行して

ところが、攻撃者はすぐにそれらのSandBox製品の攻略法を

しまうように、最新のネットワークセキュリティ製品を導入しても

編み出し、標的型攻撃はマルウェア検知だけでは防ぎきれない

サイバー攻撃

〈特別寄稿〉サイバーリスク

【図１】三井物産セキュアディレクションにおける脅威情報収集のイメージ

【図２】MBSD Secure Web Gatewayによる無償診断のイメージ
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ということが明確になった。
米国では2010年ごろから、社内の様々なログを統合的に集

４

企業／組織でのセキュリティ体制の
構築、運用

めて監視・相関分析を行い、マルウェアを検知できなくともそ
れが引き起こす挙動や感染後の証跡を検知・調査することに

常々、三井物産から有益なツール候補や投資先候補としての

より、
マルウェアの居場所を特定するため、
ＳＩＥＭ（Security

最新ソリューションを提供するベンダーの紹介を受け、実際に多

Information and Event Management）注3）に対する需要が

数の製品を技術面や運用面など含めて検証を実施するとともに、

拡大した。
米国の超大手企業はセキュリティ技術者を直接雇用し

導入ユーザーにおける評判や課題などを把握している。そのた

て、
ＳＩＥＭを用いたログ監視（統合ログ監視）
を実施するプライ

め、特に昨今の新たなツールの優劣や導入の実態についてよく相

ベートＳＯＣを構築・運用しはじめたが、米国でもセキュリティ人

談を受けている。
ここでは個別のツールの優劣には触れないが、

材が不足している。大企業であってもセキュリティ技術者の直接

前述のＳＩＥＭも含めてサイバー攻撃を単一のソリューションで

雇用が難しくプライベートＳＯＣの構築ができていないケースが

検知・防御できるものではなく、
ツールはセキュリティ対策のため

散見される。

の手段であると考えれば、最も重要なことは運用者が使いやすい

日本では2012年ごろからプライベートＳＯＣを構築し、統合ロ
グ監視を開始した大企業もあるが、
ＳＩＥＭ・統合ログ監視が特

ものかどうかということにつきる。
従来から提供されてきたセキュリティ機器のインシデント検知

にメディアに取り上げられるようになったのは2016年ごろからで、

アラートの分析や機器そのものの運用を代行するサービスであ

米国からはかなり遅れている。
また米国よりもさらにセキュリティ

るマネージドセキュリティサービス
（ＭＳＳ）
は高度な分析を代行

技術者が不足している日本では、
自社にセキュリティ技術者を多

するという点で意義は大きい。一方で、影響を受けている可能性

数採用しプライベートＳＯＣを運用することは困難であるため、

のある攻撃を検知した後は、ＭＳＳからの通知を受けて、他のシ

セキュリティ会社へアウトソースする形で進展しはじめている。

ステムログ等の調査や影響に対する対処を行うなど、最も大変な

ＳＩＥＭ・統合ログ監視の環境ができた後は、
より早期に攻撃検

対応はユーザー側で実施しなければならなかった。
しかし、
プライ

知や防御を行うために、前述の脅威情報を取り入れる組織も増

ベートＳＯＣでは、
ＳＩＥＭに格納されたシステムログの調査、
ネッ

えてきている。

トワーク機器などを活用した対処など、
ユーザーとともに対応を

また、多くのマルウェアはＰＣやサーバーなどのエンドポイン

行うことが求められる。そのような状況で特に重要となるのは、

ト
（ネットワークの末端に接続されたＰＣ、サーバー、モバイル

パートナーとなる運用委託先を含めたセキュリティチームや体制

デバイスなど）
で動作するため、
マルウェアの詳細な証跡を取得

をどのように構築するかである。
セキュリティ会社であっても本当

し、検知・対処を行うＥＤＲ(Endpoint and Response)注4）や、

に優秀なセキュリティ人材は限られている。
いかにパートナーと

ＡＩ技術などを活用してマルウェアに見られる構造などの類似

なる委託先を巻き込んで、
自社の目線で運用に関わらせることが

性を見つけるような次世代のアンチウイルスソフトウェアの導入

できるか、運用コストのかかる製品を必要以上に多重に整備せ

も進み始めた。ただし、2017年2月に米国サンフランシスコで開

ずに、効率的な運用ができるようにするかなど、運用全体を含め

注5）

催されたＲＳＡカンファレンス

ＵＳＡ2017に出展あるいは紹

た検討が重要である
（次頁図３）。

介を受けたベンダーを筆者が確認しただけでも、前述のＥＤＲや
次世代アンチウイルスといった新興のエンドポイントソフトウェ
アベンダーは80社あり、今後ベンダーの淘汰が進むものと想
定される。
日本市場で販売されているのはこれらの一部に過ぎ

５

ランサムウェアの脅威

ないが、国産のツール、従前のアンチウイルスソフトウェアベン
ダーが提供する新たなツールや新機能を含め選択肢が多いこ
とには変わりない。

サイバー攻撃は日々進化する一方、標的型攻撃はすべての会
社にとってリスクが大きいとは限らない。マルウェアに感染し、
メールをすべて見られたりファイルを持ち出されても、個人情報
や取引先の機微情報などが全くなく、
リスクは限定的であると考
える場合もあろう。実際に、産業スパイの対象になるのは、特殊な
技術を保有する、関連の業務に従事している、
グローバルに投資
しているといった特徴のある大企業などに限定される可能性が
高いという側面もある。
しかし、
ランサムウェアはかなり昔から存在していたものの、
過去3年ほどの間で大きな脅威になりつつある。
ランサムウェア
の多くは感染した対象のファイルを暗号化して、
ファイルを復元
する対価として数十万円から数百万円程度の身代金をビット
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【図３】企業/組織におけるセキュリティ運用イメージ

コインで獲得するものである。金銭目的の攻撃であり、対象は個

対応中である旨の謝罪告知を自社サイトへ掲載した。同社顧客

人でも中小企業でも大企業でも誰でも良い。
さらに、2017年5月

数千社の企業が利用するWebサイトやデータベース、
ファイル

に世界中で感染拡大し、連日メディアなどで報道されて近年最も

が影響を受けたとされている。
その多くは通販サイトに利用され

有名なマルウェアの一つとなった
「WannaCry」
は単にファイル

ており、同社がホスティングする約3,400のウェブサイトが被害に

を暗号化するだけではなく、Windowsの脆弱性を利用したワー

あったとされている。

ム型のマルウェアにランサムウェアを組み合わせて感染を拡大
させた攻撃であった。主に2017年3月に公開された更新プログラ
ムを適用していないWindows端末を中心に、感染した端末から

⑴要求された金銭とその影響

ネットワークを介して次々と手あたり次第に感染を広げ、暗号化

被害企業が発表した対応経緯によれば、攻撃者は暗号化され

されたファイルの被害以外にも、感染拡大により多数の端末や

たデータの復号に際し、
サーバー1台あたり当初10BTC（320万

システムが利用できないなどの2次被害へとつながったことも、

円相当）
の仮想通貨（ビットコイン）
を要求していた。攻撃者と値

WannaCryによる混乱が大きくなった要因と考えられる。

引き交渉の結果、
サーバー1台当たり5.4BTC（6月11日時点）
とな
り、6月12日時点で総額550BTC（1億7,657万円）
を要求された。
同

６

ランサムウェアを利用した
大規模金銭被害事例

日時点で同社が準備できる資金は4億ウォン
（約4,000万円）
が限
界だったが、攻撃者側の要求額との差は依然大きく、同社はブロ
グで交渉内容も一般に公開し、最終的に13億ウォン
（約1億3,000
万円）
を支払うことで妥結した。足りない費用については、同社の

2017年6月に韓国で起こった事件は、金銭被害の額だけでなく
1度のサイバー攻撃が被害企業の経営存続に大きな影響を与え
1）

たことでも世間の注目を集めた。

2017年6月10日、韓国でホスティングサービスを提供してい
る被害企業が同サービス提供のために自社管理する153台の
Linux

注6）

サーバーが、
ランサムウェア
「Erebus」
の亜種に感染し、

株式を担保に、復旧後に同社を買収する予定の企業から資金を
順次調達したとされている。
攻撃者に対する支払いは同社社長の個人名で3回にわけて実
施され、入金状況に応じて攻撃者から復号鍵を受け取り、6月22
日までにすべてのサーバーの復旧に必要な復号鍵を攻撃者か
ら受け取ったと報じられた。復旧については、7月10日時点で9割
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近い利用者のサーバーが復旧したが、
ファイル名にハングル文

で、攻撃者がネットワークやシステムを把握して致命的な攻撃を

字を使っていた一部のファイルは復号できなかったと報告してい

仕掛けてくる前に、早期に侵入を発見して対処できるようにする

る。
また、最終的にデータ復旧の代償として会社を売却せざるを

ことが必要である。具体的には、前述したＳＩＥＭによるシステム

得なくなったと発表している。

のログ管理とプライベートＳＯＣによるセキュリティ監視および
体制の構築である。

⑵攻撃の流れと被害の特徴
本事件において特徴的なのは、最初にバックアップデータが
暗号化された点である。
バックアップデータを暗号化したのちに

７

新たな脅威と今後起こりえる経営リスク

サーバー側のデータを暗号化すれば、復旧が不可能となり被害
は拡大するため、
身代金の獲得を確実なものとする意図があった
ものと推測される。

ランサムウェアの脅威はとどまることを知らず、新たな機能を
もったマルウェアが次々に出てきている。
たとえば、WannaCry
以降、
ワームにランサムウェアを組み合わせたものがいくつも出

攻撃の流れ：

てきている。
このような標的型攻撃とランサムウェアを組み合わ

①管理者アカウントを使ってサーバーの管理ネットワークに侵入

せた攻撃は新たな脅威となりえる可能性がある。前述の韓国の

②ランサムウェアを使いバックアップサーバーを暗号化

事例では、
ホスティング事業を提供するサーバーを停止させられ

③153台すべてのサーバーへランサムウェアを設置

た。同様のサービス事業者でなくとも、
たとえば決算前に会計シ

④午前1時に一斉にランサムウェアを動作させ1〜2分で全

ステムを一斉に暗号化により停止させられるような攻撃を受け、

サーバーの暗号化を完了

決算が出来ない状況が発生したら、
システムを復旧して決算をす
るために身代金を支払うであろうか。
もしかすると攻撃者は、決
算が出来ないことにより株価を下落させることが目的で、復旧す

⑶攻撃の本質
攻撃者はなぜ計画的にネットワークへの侵入やバックアップ
データの暗号化ができたのか、
この点については現時点でも判明

る方法を用意しないかもしれない。
目的が何にせよ、上場企業お
よびそのグループ会社の決算を止められてしまえば、影響を受け
る可能性のある企業は非常に広い範囲になるであろう
（表１）。
ＭＢＳＤでは、企業内の通常のＰＣをお借りしてネットワーク

していない。
いくつかの推測がなされているが、状況からすると、

内から内部システムに疑似攻撃を実施する標的型攻撃耐性診断

攻撃者はすべてのサーバーにアクセスできるアカウント情報を攻

（ペネトレーションテスト注7））を数十の企業で実施している。実

撃時点ですでに入手しており、
システムをよく理解していた可能

際に診断を行うと、
ほとんどの企業においてシステムの掌握が可

性が高いといえる。
つまり、
この事件における攻撃の本質にあるも

能な状況になっており、想像以上に感染後の内部侵入に対する

のは、単純なプログラムとしてのランサムウェアによる被害という

耐性が弱い企業が多いことが明らかになっている。
つまり、標的

よりも、
アカウント情報やシステム構成の漏えいというハッキング

型攻撃を受けてシステムを掌握されれば、環境によっては上記の

を土台としたランサムウェアの被害ともいえる。
また、各種のサー

様なシナリオを引き起こすことが可能になってしまうことが懸念

バーにおいて2011年に更新が終了したLinux OS（2.64.24.2）
が
利用されており、Webサイトでは
「Apacheバージョン1.3.36」
と
「PHPバージョン5.1.4」
が更新されずに利用されていたという報
道もあり、
それらが事実であれば、
サーバーの管理や脆弱性対策
が徹底されていなかったという点も併せて攻撃のきっかけを与え
た可能性は高いと思われる。

（4）被害から学ぶべきポイント
本事例を踏まえ最も意識すべき点は、企業がサイバー攻撃を
受けた場合、
たった一回の被害で倒産の危機に追い込まれてし
まう可能性も否定できないということである。
それだけ一つの侵
入を許すことは破滅的な損失につながる。
同様の被害を防ぐため
には、
アカウント管理、
アクセス制御、セグメント分離の徹底、適
切なパッチ適用を含めた脆弱性管理などをしっかりと行った上
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【表１】昨今のランサムウェアの機能比較

種類

拡散

暗号化

その他

WannaCry

ワーム
(脆弱性利用)

ランサムウェア
(ファイル暗号化)

NotPetya

ワーム
ランサムウェア
(脆弱性利用+
(ファイル+
搾取認証情報利用) ディスク MBR)

韓国の事例

標的型攻撃
ランサムウェア ホスティングサー
(長期間潜伏、内情 (ファイル暗号化) バーの一斉暗号
調査)
化 、事 業の停 止
に対する身代金
要求

新たなランサム 標的型攻撃
ランサムウェア
ウェア(想定)
(長期間潜伏、内情 (ファイル+
調査)
ディスク MBR)

暗号化を元に戻
せず破壊目的の
可能性もあり

決算時期に会計
システムを狙っ
た一 斉 暗 号 化 、
破壊

〈特別寄稿〉サイバーリスク

されるのである。
すべての企業が多額の費用を投じてプライベートＳＯＣを構
築、運用する必要はないが、
リスクをしっかりと把握した上で外部
からの攻撃が困難な環境にする、
あるいは致命的なリスクを発生
させないための対策を検討する必要があると考えている。

８

1）IT PRO「韓国でランサムウェア被害、バックアップも暗号化された」
＜http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/012900025/072500043/＞
（最終アクセス2017年11月17日）

注）

万が一の備えと
セキュリティ会社のリソース不足

セキュリティインシデントが発生した際にフォレンジック調査
等の緊急対応をセキュリティ会社に依頼しようとしても、実際に
はセキュリティ会社もフォレンジック調査やマルウェア解析の技
術者が少なく、
リソースが常に不足した状態になっているという
のを認識すべきである。
いくつかのセキュリティ会社に相談しても
対応開始までに数カ月待ちという状況が実際に発生している。

きている。
また、個人情報漏えい保険やサイバーセキュリティ保険の多く
にはセキュリティ会社を紹介するサービスが含まれているが、
そ
の多くは費用が補償されても早急に対応されることが保証される
とは限らない。緊急時の対応着手までに時間を要し、被害拡大や
原因究明が遅れることによる損害が発生してしまうことがあると
いうことを念頭に、対応保証型のサービスがあるか、優先的に対
応が行われるための枠組みを有しているかなどを含めて、
サービ
スを検討することが望ましいといえる。

おわりに

サイバー攻撃は日々進化し、新たな脅威が次々に発生してお
り、完全に防ぐことは非常に困難となっている。
セキュリティ対策
は高価な製品を多数導入すれば良いということは無く、
また何も
手を打たなくても良いというものでもない。新たな脅威に対して
継続的に自組織のリスクを把握し、適切なコストをかけて対応す
るとともに、状況によっては一部のリスクを許容し、保険などで対
応することも必要である。今一度、
自社を取り巻くリスクと対策状
況を再点検されることをお薦めする。
以上
※本稿の図・表についてはすべて、三井物産セキュアディレクション株式
会社より提供

2) Sandbox製品
疑わしいファイルをSandbox製品上に用意されたWindowsやOfficeアプリ
ケーションなどが動作する検査用環境で実際に動作させて、アンチウイルスソ
フトウェアで検知できない未知のマルウェアなどでも、不正な動作を発見して
検知することができる。
マルウェアの中には実行されている環境がSandbox製品の検査環境かどうか
を判別し、不正動作を止めることで検知をすり抜けるものもある
3) Ｓ
Ｉ
ＥＭ(Security Information and Event Management)
ファイアウォールやアンチウイルスソフトウェアなどのセキュリティ製品のログ
やネットワーク機器、アプリケーションなどのログなどを統合的に管理、保管し、
リアルタイムでの不正検出や、蓄積した過去のログからインシデント調査など
を行うことができる製品である。
サイバー攻撃に対する調査・分析は、攻撃/通信経路上の様々な機器のログを
横断的に調査する必要が多く、ログが一元管理されていなかったり、効率的に
検索/調査したりできるシステムが無い場合、膨大な調査時間を要する場合が
ある。筆者も１年間の過去ログの分析に4週間要したところ、
Ｓ
Ｉ
ＥＭ導入後に同
様の調査が数時間程度に短縮できた実績もあり、
ＳＯＣ運用には必須の製品で
ある
4) ＥＤＲ(Endpoint Detection and Response)
エンドポイントで動作させて、システム内の詳細な情報を収集し、不正な挙動の
発見や、侵入経路や攻撃による影響範囲の調査、不正プロセスの停止や通信
の遮断など攻撃に対する対処などを行うことができるソフトウェア製品である。
昨今のサイバー攻撃はネットワーク境界で動作するセキュリティ製品やアンチ
ウイルスソフトウェアなどでは完全に防御することが難しく、侵入後に発見でき
ずに長期間潜伏されてしまったり、攻撃行為の証跡を攻撃者により隠蔽された
りするため、多くの情報を搾取されるだけでなく、侵入経路や影響範囲が特定
しきれないケースがある。侵入を前提としてエンドポイント内で動作する証跡
を取得するとともに、早期にインシデント調査・対処を行うことが求められるた
め、EDR製品に注目が集まっている
5) ＲＳＡカンファレンス
1991年から開催されている情報セキュリティをテーマにした世界最大級のカン
ファレンスである。様々な分野の情報セキュリティに関わる講演や製品の展示、
商談の場として年々規模を拡大し、2017年に米国サンフランシスコで開催され
たカンファレンスでは来場者4万人、製品展示企業500社を超える規模となって
いる
6) Linux
本 稿 では 、W i n d o w s などと同 様 に 、
ＰＣや サー バ ー 上 で 動 作 するＯＳ
(Operating System)を指す。特にサーバー用途で使われていることが多く、
Webサーバーやメールサーバーはもちろんのこと幅広い用途で利用されている
7) ペネトレーションテスト
システムの脆弱性や設定の不備などを利用し、実際に攻撃者と同様にシステム
への侵入や情報取得といった攻撃を実施することで、システムの攻撃に対する
耐性を診断するテストである
8) ハッシュ値
ある計算方法により同じファイルの数値を計算すると一意の値となるもの。た
とえばマルウェアファイルであることがわかっているファイルと同じハッシュ値
のファイルがあれば、同一のマルウェアファイルであることがわかる
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されるように事前にセキュリティ会社と契約する企業も増えて

1) 脅威情報
攻撃者が利用している攻撃元のIPアドレス、マルウェア配布やマルウェアに感
染した端末をリモートから攻撃するためにアクセスさせるC&Cサーバーといわ
れるWebサイトのＵＲＬやドメイン名、攻撃で利用されるマルウェアファイルの
ハッシュ値 注8）、攻撃に利用されていた日時や継続性、攻撃者がどのような業
界・組織を狙っていてその攻撃方法や攻撃者の特徴、他の攻撃との関連性の調
査情報といった、サイバー攻撃に関する情報をいう。これらの情報をいち早く手
にいれることで、システムやセキュリティ機器のログなどから攻撃の検知・防御
を行うことができる

〈特別寄稿〉サイバーリスク

このような状況を踏まえ、定期のコンサルティングや対応保
証型のサービス契約などにより、万が一でも優先的に対応がな

９

参考文献・資料等

海外事情

イスラエル・スタートアップ企業と
サイバーセキュリティの国
株式会社インターリスク総研
新領域開発室
特別研究員

１

ほ

ん

だ

し

げ

き

本田 茂樹

はじめに

イスラエルは欧米各国で「中東のシリコンバレー」
と呼ばれ多
くのスタートアップ企業注１）が生まれていることで知られている。
それらの企業の中には大企業に買収されるところもあり、2017年
3月にインテル社が、
自動ブレーキの画像認識で強みを持つモー
ビルアイ社を約150億ドル
（約1兆7,500億円）
で買収したことは記
憶に新しい。
イスラエルは、
日本においてもサイバーセキュリティに関する
先進国と認識されているが、
その一方で、多くの日本人にとっては
「中東の国」、
「 死海で有名」
というイメージが強く、
「なぜイスラ
エルで多くのイノベーションが生まれるのか」
ということが語られ

【図２】前駐日イスラエル大使 ルツ・カハノフ氏との面談
（2017年8月31日）

ることはまれである。
筆者は、
イスラエル政府が主催するヤング・リーダーシップ・

本 稿では、それらの訪 問・意 見 交 換を基に、イスラエルが

プログラムに参加し
（2017年7月〜8月）
、
外務省などの政府機関

イノベーションの国といわれる背景をサイバーセキュリティの

（図１）
、
テルアビブ大学などの教育機関、
スタートアップ企業、
そし

観点から概説するとともに、日本・イスラエル両国の協力関係

てベンチャーキャピタルなどの投資家等を訪問し意見交換すると

を考える。

ともに、
その後、
前駐日イスラエル大使との面談を行った
（図２）
。

２

イスラエルのあらまし

イスラエルは中東に位置しており、西側に地中海を臨み、東を
ヨルダン、北東をシリア、北をレバノン、そして南をエジプトと接
している。国の面積は、約22,072平方キロメートルで日本の四国
とほぼ同じ大きさである
（次頁図３）。

【図１】
イスラエル外務省との打ち合わせ
（2017年7月31日）
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民間の研究機関、
そしてベンチャーキャピタルなどの投資家が、
スタートアップ企業として育て、
成長させていく流れである
（図４）
。

（■：パレスチナ自治政府
（ヨルダン川西岸およびガザ地区）
）
１）
【図３】
イスラエルの地図 （出典：外務省「イスラエル国」
）

民族は、
ユダヤ人が約75%、
アラブ人その他が約25%で構成さ

【図４】
イスラエルのイノベーションを支える
「エコシステム」
（インターリスク総研作成）

れており、主要言語は、ヘブライ語とアラビア語であるが、
ビジネ
スにおいては英語も使われている。
地理的には、北に山、そして南に砂漠があり、塩分濃度が高く
体が浮くことで知られている死海、
そして熱帯魚と美しいサンゴ

４

エコシステムを構成する組織・要素

また、
イスラエルには歴史的な建物や遺跡が多く残っており、
た

イスラエルのイノベーションを支えるエコシステムは、様々な組

とえば、3000年の歴史を持つ都市エルサレムは、
ユダヤ教、
キリス

織や要素によって構成されている。
ここでは、
それぞれの組織・要

ト教、
そしてイスラム教がそれぞれ聖地としていることでも有名で

素が、
どのような形で多くのスタートアップ企業の成長に貢献し

ある。

ているかを述べる。

３

⑴国の支援

イノベーションを支えるエコシステム

イスラエルは、
自国の人口が約870万人と限られ、
また天然資
源がほとんどないことから、研究開発を国の成長と発展のエンジ

イスラエルは、常に多くのイノベーションが生まれていることで

ンであると位置付け、
スタートアップ企業の支援に関して様々な

知られているが、
そのイノベーションを支える担い手は現地のイ

施策を展開している。実際、
イスラエルの研究開発予算は、
ＧＤＰ

スラエル人であり、世界中から集まる人材で構成されている米国

のおよそ5％と高い水準を示しており、ベンチャー企業の株式市

のシリコンバレーとは事情が異なる。

場であるアメリカのＮＡＳＤＡＱ市場への上場企業数も、中国に

さらに、
イスラエルの人口は約870万人と国内市場が限られて

次いで第2位となっている。

いることから、
スタートアップ企業の多くは最初からグローバル

国の
「MAGNETプログラム」
では、企業が有する技術がこのプ

マーケットを視野に入れていること、
また世界有数の企業がイス

ログラムの対象に選ばれると、その研究開発費のうち民間企業

ラエルのスタートアップ企業との協業をにらんでいることなど、
日

の場合は66％まで、研究機関の場合は80％までが支援される。

本の状況とも異なっている。

また、個人に対しても
「TNUFAプログラム」
による支援があり、

このイスラエルにおけるイノベーションの状況を考えるにあ

審査に合格した個人には、
最高5万ドルまでの資金が提供される。

たっては、
それを支えるエコシステムを忘れてはならない。本来、

さらに、国の支援で育った優秀な技術が商品化に結びつくため

エコシステムという言葉は、生物とそれを取り巻く環境を一つの

には、創業間もないスタートアップ企業に投資を行うベンチャー

まとまりとする生態系を意味しているが、
ここでのエコシステム

キャピタルからの支援も欠かせないことから、
イスラエルは、国内

は、
イスラエルにおける企業や組織、人材などが有機的に結びつ

のベンチャーキャピタル業界の振興も行った。

き、発展していく仕組みを指している。
具体的には、優秀な人材と優れた技術を、国や軍隊、大学や

1993年には、政府主導による官民出資のベンチャーキャピタ
ル「ヨズマファンド」が立ちあがり、その流れを受けて、現在では
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礁で有名な紅海など、
その自然は多様性に富んでいる。

およそ70のベンチャーキャピタルがイスラエル国内で事業を展開

から、優れた技術やアイディアを持つ企業を生み出すことが目的

している。

であり、
アクセラレーターの支援を受けるスタートアップ企業より
も若い段階の企業を対象としている。

⑵チャレンジ精神の基礎となる教育制度
イスラエルが世界のイノベーション拠点の地位を築いているこ
と、
そしてサイバーセキュリティ分野の先進国であることには、国
の教育制度も大きな役割を果たしている。
学校教育では、常にチャレンジすることが求められている。
たと
え間違えても失敗しても、
それが学びにつながり自分の成長につ

一方、
アクセラレーターは、
すでにある企業の成長を加速（アク
セラレート）
することを目指している。
アクセラレーターには、短期
間のプログラムが設定されており、
その選考を通過したスタート
アップ企業に対して、資金の提供や事業ノウハウの指導を行う。
スタートアップ企業は、
インキュベーターやアクセラレーターの
支援を受けることで、
その後、
ベンチャーキャピタルから投資を引
きつけやすくなることが考えられる。

ながるという風土があるため、生徒は間違いや失敗を恐れず行
動する。
イスラエルのスタートアップ企業が、一度失敗してもあき
らめず、二度、三度と起業を繰り返すというのも、
このあたりに理
由があると考えられる。

５

日本・イスラエル両国の協力関係

教育カリキュラムにも、
サイバーセキュリティ先進国をうかがわ
せる点がある。

日本とイスラエルの関係は、2014年から2015年にかけて両国首

幼稚園で読み書きの基本、数字を学び、小学校では英語とコン

脳が往来して以降、官民レベルで急速に発展している。
日本から

ピューターの基礎、
そして中学校でプログラミングと第二外国語

イスラエルに進出した企業数は倍増しており、
またその投資額も

を学ぶ。

約20倍となっている。

イスラエルでは、
徴兵制のもと、
18歳から男性は3年、
女性は2年
の兵役につくが、高校の卒業試験で優秀な成績を収めた学生は、
軍で最先端技術を研究することになる。
兵役を終えた後、大学に進学する場合もそのまま大学に進む
のではなく、
「ティウール
（小旅行）」
と呼ばれる海外旅行で見聞を
広める学生が多い。

⑴「日イスラエル・イノベーション・パートナーシップ」
に関する共同声明
2017年5月には、
イスラエルにおいて日イスラエル閣僚級経済
政策対話が開催され、
「日イスラエル・イノベーション・パートナー
シップ」
に関する共同声明が出されている
（次頁表１）。

⑶兵役の果たす役割
兵役も、
イスラエルがイノベーション国家に成長する理由の一
つとなっている。

協力内容は多様であるが、
イスラエルが高い専門性を有するサ
イバーセキュリティ分野の協力も含まれており、協力覚書では、新
設する産業サイバーセキュリティセンターを活用した人材育成や
ビジネス分野での連携促進がうたわれている。

入隊後は、若くして非常に高額な機器類の調達に関わる、
ある

また、企業間マッチングを推進するための枠組みとして
「日イス

いは文字通り生死に関わる事柄と関係することから、責任感、
そ

ラエル・イノベーション・ネットワーク」の構築などもその目標と

して独立心が強くなる。

なっている。

自分が所属する部隊によって、
そこで磨かれる知見や技術は異
なるが、
その後、企業等に就職するときの面接では、所属部隊を
聞かれることが多く、所属部隊のネットワークは兵役を離れても
続くものとなっている。
また、軍で開発された技術は、
メディカル、
ライフサイエンス、
フィンテックなど幅広い分野で民生用として移転することが可能
となっている。
たとえば、消化器を検査するカプセル型内視鏡は、
カメラを装備したミサイルの開発技術が転用されたものである。

⑵イスラエルのサイバーセキュリティへの取り組み
日本とイスラエル両国の協力関係構築については、
イスラエル
がサイバーセキュリティの先進国であることもその理由の一つと
考えられる。
そして、
そのイスラエルにおいてサイバーセキュリティの研究が
進んだ背景には、同国のその歴史的背景もあり、重要なインフラ
設備へのサイバー攻撃を戦略的脅威としていち早く取り上げた

⑷インキュベーターとアクセラレーター
スタートアップ企業を早い段階から支援するものに、
「インキュ
ベーター」
と
「アクセラレーター」
がある。
インキュベーターは、卵をかえす孵化（ふか）装置という意味
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からである。
具体的には、
それらの脅威に対抗するために、次のような取り
組みを行っている。
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【表１】
「日イスラエル・イノベーション・パートナーシップ」
に関する共同声明

（出典：経済産業省「日イスラエルイノベーションパートナーシップ」
に関する共同声明」
＜http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170508004/20170508004-1.pdf＞
（最終アクセス２０１７年１２月４日）
）

•１９９７年：サイバー攻撃の脅威を見極めるために、行政ポータ
•２００２年：重要インフラへのサイバー攻撃防止を目的として、国
家情報セキュリティ庁を創設
•２０１２年：国家主導のサイバー対策の集大成として、
イスラエ
ル国立サイバー局が創設され、国のサイバー防衛政策策定、

を生み出すことにたけているが、
その一方で、
自国の市場規模が
限られていることもあり、立ち上げた企業を大きくすることは必ず
しも得意とはいえない。
日本の企業が、
「１（いち）
を１００にすること」
を得意としているの
であれば、両者は相互に補完をすることで、持続可能なイノベー
ションが実現できるのではないかと考える。

民間企業との協力関係の構築、官民・国内外のサイバー防衛
の実務者との協力などを推進

以上

これらの他にも、国家主導のサイバー対策として、次のような
項目がある。
•基礎からの優れた教育訓練

•様々な分野にわたる応用的な研究開発
•研究開発に関わるインフラの整備

•技術および技術以外の両面に及ぶ複合的な法制上の対策
（安全と人権のバランスをとる）

参考文献・資料等
1)外務省「イスラエル国基礎データ」
＜http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/israel/＞（最終アクセス２０１７
年１２月４日）
2)「イスラエル」
（イスラエル大使館広報室）

６

おわりに

世界を代表するグローバル企業はイノベーションの国として
の魅力に引きつけられ、
イスラエルに研究開発拠点を置いている
が、
日本企業の進出はまだこれからである。
イスラエルでは、常に多くのスタートアップ企業が誕生してお

3)「大使に聞く 駐日イスラエル大使」
（雑誌「時評」2017年11月号、筆者が
インタビュー協力）

注）
1）スタートアップ企業
新しいビジネスモデルを開発することにより、創業から数年という短期間で急
成長し、最終的には株式市場での株式売却
（IPO）
、M&A
（バイアウト）
を出口戦
略としている

り、彼らは新しいものを生み出すこと、つまり
「ゼロから１（いち）
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ルサイト
「テヒラ
（Tehila）」
を立ち上げる

BCP

企業の安全配慮義務と事業継続計画
～BCPの本質と
「生活再建情報の知識の備え」
による人づくり～

銀座パートナーズ法律事務所
弁護士・博士
（法学）
・ファイナンシャルプランナー
（AFP）
お か も と

ただし

岡本 正 氏

１

競合他社への流出、
マーケットシェアの低下、企業評価の低下な

はじめに

どから企業を守るための経営戦略。
バックアップシステムの整備、
バックアップオフィスの確保、安否確認の迅速化、要員の確保、

本稿では、
自然災害において企業や行政の安全配慮義務違反

生産設備の代替などの対策を実施する
（Business Continuity

（損害賠償責任）
の有無が争われた裁判例を分析して抽出され

Plan: ＢＣＰ）。
ここでいう計画とは、単なる計画書の意味では

た教訓と、
それを組織の事業継続計画
（ＢＣＰ）
に反映するポイン

なく、
マネジメント全般を含むニュアンスで用いられている。
マ

トについて解説する。
そして、
事業継続計画や危機管理を組織の

ネジメントを強調する場合は、
ＢＣＭ（Business Continuity

一人一人が
「自分ごと」
にするための手法として、
「災害後の生活再

Management）
とする場合もある」
と説明されている注1）。

建情報の知識の備え研修プログラム」
の理論と実践を紹介する。

また、安全配慮義務とは「ある法律関係に基づいて特別な社
会的接触の関係に入った当事者間において、
当該法律関係の付
随義務として当事者の一方または双方が相手方に対して信義
則上負う義務」
であり、組織は当該相手方の生命・身体・財産等
の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない注2）。
この安全配慮義務は自然災害であっても同様に企業等が負担
する注3）。強調しておきたいのは、事業継続計画の策定の目的の第
一は、
あくまで組織に関わる従業員や顧客の安全の確保（人命の
保護）
だということである。
ハードやソフトの様々な復旧・復興へ
の道筋を進むためには、従業員や顧客の生命・身体・健康に対す
る安全性の確保、
すなわち
「人」
の安全の確保が大前提となる。
労働契約法では明文規定で使用者の労働者に対する安全

【図１】研修プログラム講演の様子

（筆者提供）

配慮義務が定められている注4）。
また、役員等会社との関係で委
任契約関係にあるものは、会社に対して「善管注意義務」を負
い注5）、
その中には当然に安全配慮義務を果たすことも含まれる。

２

また、株式会社の内部統制システム構築義務（組織の業務適正

事業継続計画と企業の安全配慮義務

確保義務）には「会社の損失危険の管理に関する規程その他の
体制」
があり、事業継続計画策定・整備を含むと解される注6）。
東日本大震災の教訓から、大都市圏では
「帰宅困難者対策」
が

23

事業継続計画は、
内閣府により
「災害時に特定された重要業務

喫緊の課題である。東京都は2013年4月に
「東京都帰宅困難者対

が中断しないこと、
また万一事業活動が中断した場合に目標復

策条例」
を施行し、企業に対して
「従業者の安全並びに管理する

旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴う顧客取引の

施設及び設備の安全性の確保に努めるとともに、大規模災害の
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発生時において、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連
携し、帰宅困難者対策に取り組むよう努めなければならない」
な
ど四つの努力義務を課している注7）。
これらは罰則規定もなく企
業の努力義務として記述されているが、万一災害時に保護すべき
対象者の生命・身体の安全を脅かせば、安全配慮義務違反の有
無を判断するにあたり、
当該条例が参照されることになると思わ
れる。筆者は2016年度に東京都から
「一時滞在施設開設アドバイ
ザー」
の委嘱を受け各所でセミナーとコンサルティングを実施し
たが、安全配慮義務等のリーガルリスクの観点による帰宅困難
者対策の検討は、
まだ十分ではないという実感を持った。

３

過去の裁判例を教訓とした
企業の危機管理施策の構築

筆者が創設し体系化を目指す
「災害復興法学」の研究 注8）、
日
本弁護士連合会災害復興支援委員会の活動、平成29年（2017
年）度関東弁護士会連合会シンポジウム委員会等における災害
法制研究、そして産学官組織のリスクマネジメント支援の一環
で、災害時の安全配慮義務違反の有無が争点となった裁判例や
和解事例を精査してきた。その結果、特に関東弁護士会連合会
における研究成果を経て、企業が教訓とすべき23の項目を抽出す
ることができた
（表１）注9）。検討した事例には2011年3月11日の東
日本大震災に関しては、幼稚園、保育園、小学校、銀行、
自動車学
校、防災センター、
その他官民施設において多数死傷者が発生し
年から80年代の土砂崩れ・崩落事故・宮城県沖地震による倒壊
事例・浅間山リフト崩落、1990年代以降の雲仙普賢岳火砕流・阪
神淡路大震災倒壊事例・落雷事例など社会的耳目を集めたもの
も多く含まれた
（21事例）。
【表１】安全配慮義務に関する裁判例から得られた教訓

教訓１

災害時にも安全配慮義務がある

教訓２

防災訓練については現実に被災したことをイメージして取り
組むべきである

教訓３

安全配慮義務の具体的内容として、職員の生命および身体
等を地震災害の危険から保護するために必要な行動指針を
策定すべき義務がある

建物等の所有者は、利用者への危害防止のため、建物に関す
る一定の技術上の知識を有しておくことが有益。裁判になる
こと自体を避けるべきである

教訓９

現場の責任者は、被災した現場において適切に判断できるだ
けの準備をすることが求められる

教訓１０ 現場での業務終了、避難対応開始を決定できる権限を現場
に委譲しておくこと
教訓１１ スマートフォンが広く普及し、停電していてもテレビやラジオ
を通じて情報を得ることは可能であることから、
「 停電してい
たので情報が得られなかった」
は弁解として通用しない。
また、
停電しても利用できる情報ツールを用意しておくべきである
教訓１２ 災害についての予見可能性は、災害当時の科学的な知見に
基づき判断される。平時においても被災時に備えた災害予測
に関する最新の科学的知見、情報を収集しておくことが重要
教訓１３ 耐震補強等の災害対策が実施される前に災害が発生してし
まった場合であっても、当時の知見や基準の内容を十分に考
慮しながら防災計画を進めていることが安全配慮義務を尽く
しているかどうかの結論を左右する
教訓１４ 被災後の二次災害防止のために、被災状況を復旧できない
場合では、当該施設の利用を禁止する、あるいは危険性を看
板等で明示することは不可欠である
教訓１５ 実際に体感した災害の大きさに応じて適切に情報収集すべき
である
教訓１６ たとえ災害発生前において安全配慮義務を尽くしていたとし
ても、災害発生後に現場の責任者が適切な指示をしなけれ
ば、安全配慮義務違反となりえる。現場の責任者は、情報収
集と必要な指示を行えるよう、訓練等の実施が必要である
教訓１７ 従業員、契約当事者において自らの生命・身体の安全を危惧
し、業務よりもそれらを優先させて避難をすることは法的にも
保護される利益であり、業務を放棄して避難したことを事業
者が責めることはできない
教訓１８ 責任者による避難に関する勤務時間中の適切な指示は、業
務命令・指示であり、職員は労働契約上、合理的な理由がな
ければこのような指示に従うものとして避難訓練の際にも確
認をする
教訓１９ 津波の襲来が迫り、到達時間も確定しえない状況において、
襲来する津波の高さや到達時刻等に関する専門家による合
理的な予想が存在する場合は、
これを疑うに足りる情報が存
在しない限り、
これを前提として適切な対応をとれば足りる
教訓
１９−２

命の被害をより確実に防止するためには、防災計画や津波警
報において想定される高さを超える津波が襲来する可能性
があることを銘記するとともに、想定外の津波の襲来にも備
えて、地震発生後直ちにより安全な場所に避難するように尽
力する必要がある

教訓２０ 速やかな就業義務の解除と安全な避難場所への避難指示の
過程で職員の安否確認が必要な場合には、当該安否確認も
安全配慮義務として履行すべきことに含まれる場合があるこ
とに注意が必要である

教訓４

避難訓練の際には、実際に避難場所に避難する訓練を行うの
が確実かつ最善の方法である

教訓５

防災マニュアルは作っただけではなく、それを従業員に周知
し、同マニュアルに基づき訓練を行っておく必要がある

教訓６

地域防災計画やハザードマップ等を確認し、災害発生の危険
性について事前に確認することは現場責任者の予見可能性
という観点からも必須である

教訓２１ 指定避難場所の管理者は、
いったん受け入れた避難者を指定
避難場所外に移動させる場合には、事前に登録した引き取り
責任者等への引き渡しである場合等を除き、
その移動が安全
であるかを確認する義務がある。避難者が自宅に戻る場合な
どであっても、漫然と帰宅させてはならない

教訓７

法令上要求されている管理を確実に遂行していたことをとら
えて
「瑕疵がない」
とされていることから、最低限の法令遵守
の必要性は強調しておくべきである

教訓２２ 過去に経験したことのある気象現象については不可抗力であ
るとの主張は容易ではない。
「想定外」
との主張は単なる言い
訳でしかない
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たものが多く含まれた
（20事例）。
それ以外の自然災害では、1970

教訓８

例として、
自動車学校が被告となり、現場等で犠牲になった者

行動」
である
（前頁表１ 教訓16等）。せっかく情報を入手できる

の遺族から損害賠償請求訴訟が提起された事案から教訓を抽

設備を整備しても、その情報を入手した者が適切な報告や判

出すると次のようになる。

断ができなければ人命保護は全うできない。情報に触れた者
では、裁

自身の「感度」
とでもいうべきものを向上させることが必要とな

判所が会社側の過失を認定するにあたって、①災害後に自動車

る。仮に組織の従業員の一人が、津波警報による避難を呼び

学校の教官らが接した情報は何か、②災害前の時点で津波予見

かける情報をラジオや消防車から聞いていたとしても、それだ

可能性があったか、③自動車学校による教習生らへの待機指示

けで次の行動に移せず、判断権者に情報が伝わっていなけれ

はあったか、④現場にいなかった会社役員らに避難指示義務が

ば、津波による犠牲を回避できない可能性がある。
また、場合に

あったか、⑤災害発生前から災害対策マニュアルを整備すべき義

よっては、一次的に情報を入手した者自身が、即座に危険回避

務があったかが主に争点となった。

行動（避難の呼びかけ）
を執らなければ、犠牲者を生んでしまう

第一審である仙台地方裁判所2015年1月13日判決

注10）

判決は、①について詳細な事実認定をし、6メートルの津波警

こともある。情報を入手するだけではなく、それに基づき自ら声

報があった
「第一報」時点では更なる情報収集義務はないが、10

を出し行動できる人材を、組織の隅々に育成しておかなければ

メートル以上の津波警報に大幅修正された
「第二報」以降、
自動

ならないのである。

車学校の教官らは、巡回していた消防車両による津波が来襲す
るので避難場所に避難すべき旨の警報には接していたと事実認
定した。
このため会社は津波の危険性を予見でき、
これに基づく
判断が必要だったとして会社の安全配慮義務違反を認定した。

⑵事業継続計画への具体的な反映事項
災害後にあっても
「災害後の情報収集」
と
「収集した情報に基

このような裁判例から導かれる教訓は、組織のすべての構成員

づく適切な判断と行動」
を成し遂げるためには、①現場における

が、災害発生後にできうる限りの情報収集を実施し、
そのうえで

判断権者との連絡途絶を避ける工夫をすること、②平常時の判

情報に基づく適切な判断（経営判断や上司への報告等）ができ

断権者が不在の場合にも、組織側の判断権者不在を回避すべく

るようにしておく必要があったという観点である
（前頁表１ 教訓

権限の自動委譲を精緻にルール化すること、③適切な判断を迅

11・教訓16等）。

速にするために具体的な災害発生の瞬間における事業継続計画
（事前の危機対応マニュアル）を策定しておくこと、④事業継続

４

計画に基づく避難訓練を実施し、実現可能性を検証し続けるこ

教訓の事業継続計画への反映ポイント

と、
が必要である。
これらの事項を事業継続計画の記述に反映さ
せておく必要がある。
その結果、①防災情報収集体制というハードや仕組みの構築

⑴災害後に行うべき情報収集と情報を基にした
的確な判断

（組織図の見直しによる責任権限の自動委譲による判断権者不

具体的に企業はこれらの教訓をどのように事業継続計画に反

練の実施）
、
③情報収集や人命保護のための最低限の備蓄の準備

映させればよいか。先に示した教訓の中から、特に重要と思われ

（情報通信手段の確保、食料や非常トイレ備品・設備の確保）
と

るポイントについて検討する。

在の回避）、②適切な現場判断を行える人材育成、
すなわち防災
教育・危機管理教育（危機管理マニュアルの整備と実際の避難訓

いう具体的な改善行動が生まれてくるはずである。次頁図２は、

第１に重要なのは
「災害後の情報収集」
である
（前頁表１ 教訓

安全配慮義務の視点を事業継続計画へ反映し、具体的な改善

11等）。大災害後の緊急事態であっても、従業員、顧客、施設利

行動へつなげるポイントをまとめたものである。
そして、
その中で

用者らの人命の安全を守るためには、襲来する危険を察知する

も特に重視したいのは、災害後に情報を収集して被害を予見し、

努力を怠ることはできない。津波警報の場合は、双眼鏡を準備

その上での適切な判断ができる人材育成をしておかなければな

し建物から海を見張る、
テレビなどの報道を逐一確認する、通常

らないという点である。
マニュアルや情報収集体制を整備したの

の固定テレビが視聴できない場合はワンセグ放送を視聴する、

ち、
当該情報を扱うべき人材をできるだけ組織内に増やし、判断

送電網が断絶しても利用可能なラジオ放送で確認する、入手し

能力を身につける訓練が必要になる。
まさに
「人づくり」
こそが、事

た情報を常に判断権者に報告し指示を仰ぐ等が不可欠となる

業継続計画の本質である。

だろう注11）。
また、首都直下地震を想定した帰宅困難者対策の場
合は、交通情報、火災情報、道路状況、建物倒壊状況、橋梁の崩
落情報等を常に把握し、従業員や帰宅困難者の帰宅の是非や支
援を行う必要があるだろう。
第 2 に重 要 なのは「 収 集した情 報 に基づく適 切 な 判 断と
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（災害後に企業が講じるべき措置とそのための準備事項）
災害後の情報収集義務

判断権者不在の回避
責任権限の自動移譲

情報取得後の判断能力

事前マニュアル整備
災害対策訓練の実施

（具体的なチェックポイント）
□組織図の見直し（その周知と役割の明確化）

抱えるのかを、弁護士による膨大な被災者無料法律相談事例の
分析結果をベースに把握する、②生活再建にとって必要な情報
についてあらかじめ
「知識の備え」
を学ぶ、
ことを内容としている。
企業を構成・維持するのは、従業員であり顧客である。
その一人
一人が災害時に抱える生活上の悩みを想像・理解し、
そのうえで
その対応策となる公的支援情報を知ることは、災害をより等身大
に感じて、
「自分ごと」
としてとらえることの大きな助けとなる。
例えば 、図３は、東日本 大 震 災の被 災 地である石 巻 市に

□研修・訓練（意識付け・感受性の強化）

おける被 災 者の1 年 余りのリーガル・ニーズを示したもので

□措置を実現する最低限の備蓄品の用意（情報収集のための機器など）

ある注12）。石巻市は、震災当時人口約16万人と東北では大都市

【図２】安全配慮義務の観点での事業継続計画のチェックポイント
（モデル図）

であった一方で、建物の全半壊率51.0％、推定浸水域にかかる
人口比率69.8%、人口における死者行方不明者占有率2.4%とい
う甚大な被害を受けた。
そうした中で、
「5 不動産賃貸借（借家）」

５

事業継続計画を組織に浸透させる
人づくり

（18.0%）以外に、
「 9 住宅・車・船等のローン、
リース」
（ 10.3％）、
「12 震災関連法令」
（18.4%）
および「16 遺言・相続」
（18.5%）
が
非常に大きなリーガル・ニーズとなって顕現している。
「すべてを
失った、
いったいこれからどうなるのか、
どうやって生きていけば

組織における人づくりの手法として、一人一人が危機管理や企

よいのか」
「住宅ローンの支払いが迫っている。
もう破産するしか

業防災を
「自分ごと」
にするための
「災害後の生活再建情報の知

ないのか。絶望的だ」
という一人一人の悩みが生々しく浮かび上

識の備え 研修プログラム」
を紹介する。
プログラムは、①災害後

がる。
これらのニーズは、東日本大震災に限らず、
その後の大災害

に被災者の一人一人が、
どのような生活再建上の悩みや困難を

でも共通したものである。

BCP

注13）
【図3】東日本大震災におけるリーガル・ニーズの実相
（宮城県石巻市）
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したがって、表２にあるような被災者のニーズに応じた
「生活再

災害時に動けるようになり、社内の防災活動でもイノベーション

建情報」
について
「知識の備え」
をすることが極めて有効となる。

を発揮することにつながる。
そうした人材を育てる研修を施すこ

絶望の中で希望を見出すきっかけとなる情報を把握している者

とは、巡って組織のレジリエンスを強固なものにする。加えて、従

と、そうでない者は、被災後の行動指針や精神状態も大きく変

業員や顧客の中にも、災害対策において特に配慮が必要な高齢

わってくる。組織を構成する
「人」
のレジリエンスを、
「災害後の生

者、障害者、外国人、妊婦、子ども、難病者等の災害時要援護者

活再建情報の知識の備え 研修プログラム」
により身につけること

（要配慮者）
がいる。災害後の情報提供支援から取り残されやす

を目指すのである。人材強化が事業継続計画強化へ直結するこ

い災害時要援護者の立場にたち、多様な被災者の姿や生活再建

とが従業員一人一人にも実感できるはずである。

までの軌跡を、東日本大震災や熊本地震など現実の災害を通じ
て学び理解することは、
「ダイバーシティ啓発研修」
と呼ぶことも

【表２】被災者の生活再建のための制度の例

①罹災
（りさい）
証明書
「住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査
し、当該災害による被害の程度を証明する書面」
（災害対策基本法90
条の2第1項）
。東日本大震災の教訓を踏まえ、2013年6月の
「災害対策
基本法」
の一部改正により法制度化された。罹災証明書の被害認定
は、
その後様々な官民の支援や支払減免の基準となる
②被災者生活再建支援金
「被災者生活再建支援法」
に基づき支給される金銭をいう。一定規模
の住宅全壊被害等が発生した市町村等を対象に、住宅被害の程度に
応じて支援金が支給される。住宅全壊等の場合の基礎支援金が最大
で100万円、
その後の再建などの際の追加支援金が最大で200万円で
ある。基礎支援金には用途制限がない
③災害弔慰金
「災害弔慰金の支給等に関する法律」
に基づき支給される見舞金。災
害と死亡との間に相当因果関係がある場合に、遺族に災害弔慰金が
支給される。主たる生計維持者の死亡時は500万円。それ以外の者の
死亡時は250万円
④自然災害債務整理ガイドライン
（被災ローン減免制度）
東日本大震災の教訓を経て、全銀協が中心となり2015年12月に策定
された。現在は
「一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン
運営機関」
が運用している。災害救助法が適用される自然災害にお
いて利用でき、所得や収入などによる条件はあるが、手元に相当程
度の現金や資産を残したうえで、既存の個人住宅ローンや個人事業
ローンを減免することができる。利用時には弁護士の支援を受けるこ

ともできる

⑤住宅の応急修理制度
災害救助法の適用があった場合には、半壊や大規模半壊等の住宅の
応急修理制度が利用できる。2017年度の基準では、１世帯につき60万
円弱の支援がある。所得要件や修繕の範囲などが細かく条件指定さ
れているので、制度利用の可否について自治体に問い合わせながら
進めていくことが重要

災害により物理的破壊がおこり、多くの困難に直面するが、
そ
の裏側には、住まいやお金に関する
「人」
の
「生活再建」
のための
道筋があるこということを
「想像」できれば、それは想定外を想
定する訓練、
すなわち企業において革新的発想を企画推進する
人材を育成する
「イノベーション人材」
を生むことになる。従業員
個人の事前の知識の備えを組織の中に取り込むことで、社員が
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できるだろう。
「災害後の生活再建情報の知識の備え研修プログ
ラム」
が組織の
「人づくり」
に活用されることを期待する。
以上
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健康経営

「健康経営」
で成長する
企業になるために
株式会社 ヘルストラスト
代表取締役会長（医師）
い し か わ

ゆ う い ち

石川 雄一 氏

１

はじめに

現代は、技術や文化の進歩で物質的な生活は豊かになった
が、経済のグローバル化により教育など生活においても常に競

２

変化してきた「健康」の概念

⑴ヘルスケアに関する企業や国民の意識の変化

争が余儀なくされる時代になっている。
これまでは、誰もが可能

「健康」
とは何か。ＷＨＯ（世界保健機関）の定義である「健

性を持ち機会は均等に与えられると思われたが、勝ち負けが明

康とは、単に病気でないということではなく、肉体的にも、精

確になり自己実現を夢見てきた人々も、常に終わらない競争に

神的にも、そして社会的にも満たされた状態にあることをいう

漠然とした不安を感じ始めている。

"Health is a state of complete physical, mental and

また、最近では、多くの自然災害など自力ではどうしようもな

social well-being and not merely the absence of

い現実も目の当たりにし、安心に対する意識も徐々に変化して

disease or infirmity"」
は有名であるが、
「健康」
について何を

きている。健康もその一つで、
これまでは
「病気にはなりたくない

重視してきたかは我が国でも時代により異なる。

が、万一病気になったら保険で治療する」だったが、徐々に
「健

1800年代後半から1900年代初頭、健康は食事や運動よりも
経済の発展に関係した。
この時代はインフラ整備が重要で、例

となってきた。そして最近では「健康は長い人生で困らないため

えば下水道を整備することは赤痢の発生予防に寄与するなど、

の必須要件」
と価値観の変化が生まれている。

健康はライフラインの整備と関わっていた。

いまや世界に先駆け超高齢社会を迎え、少子化が深刻にな

1900年代半ば以降になると、幸いなことにインフラが整い経

る我が国においては年金や介護などの社会保障の持続が課題

済が一定の流れで動き始めた。
「 医療提供の環境整備」を重視

になっている。今まで「一人＝気楽」
と感じていた人も年齢を重

する動きとなり、病気を早期に見つけ治療することが健康であ

ねる毎に孤立に不安を感じ、
「 仲間」
とつながることの必要性を

ると考えるようになった。健康保険制度（社会保険）を整え、医

感じ始めた。"人生の健康"が大切になり、病気への対処だけで

学の進歩に合わせ医療機関を充実させ、
さらには健康診断等の

なく自らの人生や将来のための健康を考えなければならないこ

請負というビジネスが数多く生まれた。

とに気づき始めた。

そして、現代は、高齢化や人手不足など2025年問題*と言われ

こうした社会や人の意識の変化の中で個々人の仕事や生き

るような超高齢社会の到来という課題に直面している。企業に

方に対する価値観も変化し、企業も"従業員の健康とは何か"が

おいて
「従業員の健康」は、病気で働けなくなることで生じる損

問われる時代になってきた。

失を防止するという観点以上に、労働力をいかに長期的に安定

本稿では昨今話題の「健康経営」で企業が成長するための

して確保できるかという観点で元気で働ける環境づくりを重視

ポイントを、数値やデータなど従来の考え方に捉われず医師の

する考え方になってきている。

目線も踏まえ解説する。

＊2025年問題：約800万人とされる団塊の世代が2025年に後期高
齢者になり超高齢化社会へ突入する問題で、医療・介護・福祉
サービスの整備が急務である一方、社会保障財政の崩壊が懸念
されている。
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康は自分の生活を守る条件であり病気をしている余裕はない」

臨床の立場から見ても発病とは海面に突き出た氷山の一角

は重要なのだが、
これを数値に基づく
「身体の悪いところ探し」

である。氷山の裾（病気の原因）は海中にあり、
この見えない部

にとどめていることに疑問が残る。時間をかけて受診しているに

分に問題解決の糸口が潜んでいる。従業員がいきいきと働くた

もかかわらず、検査数値に問題がなければそれで終わりである。

めにはよりよい人生の実現が必要だが、そのためには海中にあ

基準を超えた項目があればその治療や食事制限・運動習慣など

る巨大な氷の塊に目を向けるべきであり、
いま、
その重要性に誰

の指導を行うという問題発見と対処に終始している。

もが気づき始めている。

特定健診もメタボであるか否かはそれが起因して脳卒中など
を発症させた人には重大な項目だが、そうでない者にとっては

⑵企業における
「健康経営」
の捉え方とその背景
企業は、成長に向けて常に○○経営ということをやってきた。

自覚症状も少ないためピンと来ない。健康な経営の実現という
観点から介入の仕方をいま一度考えてみる必要がある。
現在の健康管理のやり方は"課題解決的な思考"の典型であ

「安全な経営」
「収益重視の経営」
「顧客本位の経営」
「地域密着

る。重篤な疾患が見つかった場合それに対処するということは

の経営」
「グローバル経営」
「株主重視の経営」など、経営のキー

非常に重要だが、それに当てはまらない大半の従業員には"健

ワードは数多く、今の「健康経営」
もある意味そうした"経営"の

康のための有効な手段"とは感じにくい。
自分が健康であるとい

仕方を表す言葉の一つであると考えられる。

う感覚は数値だけでは決して判別できない。病歴や健康診断結

一方で、
「健康経営」
という言葉は、
いまだ概念も漠然としてい

果の数値にとどまらず業務や人間関係などによる様々なストレ

て広く社会に受け入れられてはいない。特定保健用食品（トク

ス、
プライベートの過ごし方など、目に見えないことが大きく影

ホ）のように"健康飲料"という言葉の意味や役割が広く認知さ

響しているからだ。

れているのとは異なり、
「 健康経営」
という概念が企業経営に必

例えば、"疲労"一つを見ても、実は肉体疲労・知能疲労・感情

要だということは何となく理解できるが、"健康"と"経営"を直接

疲労という三つに区分できる。最も厄介なのは知能や感情に関

結びつける意味が十分に説明されていない。だからこそ、
「 健康

わる疲労である。
この疲労は本人の主観であるため客観的な数

経営」
をどう捉え実践していくかが企業にとって重要となる。

値化が困難でありこれまで対策が後回しにされてきた。昨今、労

「健康経営」
とは従業員の健康管理を戦略的に活用する経営

災や自殺問題などが深刻になりようやく対策の必要性が認知さ

であるが、
すでに企業における従業員の健康管理は人事部門の

れ、
ストレスチェックも制度化され残業規制が強化されるように

みならず健康保険組合などがその役割を担っている。
しかし、

なった。
しかしながら、
これらも過労の顕在化に重きを置いた数

社内で大きな健康問題が生じたときは健康管理が企業の最重

値化に基づくものであり、一定基準を超過したところに対処する

要課題になるが、
日常的には経営トップは
「健康＜経営」
であり、

という考え方になっている。

健康保険組合は「健康＞経営」
というように、立場により優先順
位は異なる。

そもそも従業員の健康は健康保険組合や人事部だけで解決
できる課題ではない。ましてや経営者が半ば強制的に従業員

したがって、従業員がいきいきと働くためには健康が重要との

個々人の健康づくりを推進すれば済むという単純なものでもな

認識を経営者がしていても、そのことによって生産性や収益が

い。健康を害する従業員の発生の背景には事業運営に関係す

向上しないのであれば、経営者の従業員の健康に対する意識は

る大きな課題が秘められている可能性があることを再認識する

薄れてしまうのである。経営者や健康保健組合、従業員それぞ

べきである。

れの立場に考え方の差があることを理解し、なぜいま「健康経
営」が必要なのか、
「 健康経営」の実践により何が実現するのか
を真剣に考えなければ企業の成長に活かされない。
ところで、そもそも企業における
「健康」
とは何だろうか。企業

３

課題解決的思考から全体設計思考へ

として健康経営を推進するにあたり
「健康である」
ということの
意味について考えてみたい。
前述の通り、健康を推進する役割の多くは健康保険組合と人
事部門が担う。
これらの部署は原則的に法律にのっとり業務を

ここでは企業内での問題の大きさや数を概念（次頁図１）で

遂行している。労働基準法や労働安全衛生法などが求める水準

考えてみたい。例えば、
Ａの企業の場合は問題が大きな病巣に

（値）をクリアすることが最も重要と認識され、それは今も変っ
ていない。
もちろん、法で定められた年1回の定期健康診断の受診義務
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なっているため対処が急務である。一方で、
Ｂの企業は問題がい
ろいろあり真因の追求は必要だが経営への影響はさほど大きく
ない。
この場合、対処に注力しすぎることは得策ではない。組織

健康経営

の良いところやその理由にも着目し、将来的な目標を設定する

は大切だが、それでも検査における指摘事項への対処だけだ。
健康というのは検査結果への対処だけで実現できるものでは

ことが大切である。

ない。
Ａの企業

Bの企業

では、具体的にどうするか。健康診断の機会を、検査という
「問題探しの」発想から、将来を考えるための自身の"健康設計"
（良いところを見つけて、
どう生かすかの「宝探し」）の時間にし
てはどうだろうか。
この先数十年、健康にいきいきと仕事をするために、
自身の心
身の強み・弱み・経年変化を医師や保健師と確認し合い、
これか

＊▲…問題 ●…良いところ
【図１】企業内での問題の大きさや数の概念

らどうしていきたいか、計画を立てる制度に改めるのである。自
分の状態を多面的に評価するという図2のように、"全体を設計
する思考"ができれば健康診断はより大きな価値を持つ。
多くの人は、配偶者など近親者の死や自身の重篤な疾患の罹

人間でも同じことが言える。誰でも悪いところは複数ある。だ

患（りかん）などの人生の節目で、はじめて真剣に自身の健康を

が、問題の指摘だけでは良いところが見えないばかりか、
やる気

振り返り将来を考える。逆を言えば、平素は自身の健康について

を喪失させるネガティブな機運を生み出しかねない。実際に、
コ

じっくり考える機会はなかなか無い。

ンプライアンスやガバナンスやリスク管理などの個別問題の指

これからは
「健康経営」
も"課題解決的な思考"ではなく、"全体

摘に目を向けすぎ、
良いところを伸ばすという本質的な課題から

を設計する思考"が必要になる。時間をかけて健康を意識したと

眼を背けてきたことがいまの日本経済の低迷の一因になってい

き、それまでの自分自身を振り返り今後どう生き、
どのように自

ると気づいている企業経営者も多い。

己実現するかを考えられるようになる。

⑵定期健康診断の発想転換
人事評価には一年間の目標設定を基に評価を行う目標管理

４

産業医の役割

型の制度があり多くの企業でこれを採用しているが、企業自ら
も従業員の健康が将来的にどのような価値を持つのかについて
もよく理解し、健康に関して目標設定することが重要ではないだ

⑴全体的思考で産業医の役割を再確認
専門家というのはその仕事の特性上、課題解決的思考にな

ろうか。

りがちである。臨床医は治療の専門家であり、内科・外科・脳

ば従業員はみな健康になるのか。問題に早期に対処すること

神経外科など分野別の疾患を中心に診る。しかし、産業医は

課題解決的思考

全体設計思考

健康診断・特定健診

健康診断・特定健診

検査数値・画像所見・問診結果等

検査数値・画像所見・問診結果等
+生き方・健康づくり相談

悪いところの発見

悪いところ+良いところ・希望の発見

問題の対処（早期診断・早期治療）

問題の対処（早期診断・早期治療）
+人生設計

【図２】思考の転換イメージ
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健康診断受診率100％、二次検診受診率100％を実現すれ

別である。健康診断の記録を見て点検し熱中症防止やメタボ対

がある。

策に終始している産業医も残念ながらいまだに多いが、本来は

課題解決型の思考は問題を解決・解消しなければならないと

疾患だけでなく"企業を診る"ことが仕事だ。我々産業医には企

考えがちだが、課題が分かってもどうにもならないことがある。

業の労務管理を健康面から指導する使命があると考えている。

身体については過去に立ち戻って反省させても元に戻るわけで

一例だが、
「 喫煙はがんや循環器疾患を引き起こす非常に有

はない。正論やあるべき論だけの会話だけでは意味がない。表

害な習慣であり受動喫煙も同様である」
という医学的な根拠を

面的な会話ではなく共に考えることで患者の本音が出てくる。

掲げ、喫煙者を減らすことや社内禁煙の強化を推進する企業は

従業員一人ひとりがどう生きていくかを産業医が本人と一緒に

多い。筆者が顧問を務める企業も同様だが、その企業の従業員

考える。
そのことが必要になっている。

から
「イライラして落ち着かない」
と相談を受けたことがあった。
彼は喫煙者だったが、社内の完全禁煙によって勤務時間中の喫
煙ができなくなったと言う。彼の仕事はシステム関係で1日中パ
ソコンに向かっているため人と会話することがほとんどないらし

５ 「健康」への再考から生まれる「健康経営」

い。実際、彼にとって数時間に一度の喫煙室での同僚との会話
は息抜きだったが、喫煙室の撤去で社内での会話がなくなり精
神的に不安定になったというのだ。

⑴「健康」
であるとは

喫煙が健康被害をもたらすことは事実だ。禁煙を勧めること

たとえ心身が「健康」であっても、年齢とともに将来への悩み

は従業員の健康配慮の観点で必要である。
しかし、ダメだから

や不安が大きな課題として認識され始める。
「これまで会社のた

排除ではなく排除した時の影響を多面的に考え社内を完全禁

めに、家族のために必死に働いてきたが、定年退職後は何をし

煙にするのと同時に、新たな交流の場を検討するという必要も

たらよいのか」
「 生きるとは何なのか」などといった悩みや不安

あったのではないか。そうした助言を行うのも筆者たち産業医

の解消も
「健康経営」
の課題に入る。

の役割だと思う。

以前なら、定年退職は"Happy Retirement"だったのでこう

うつ病の発生率を調べその発生予防や対処を行う、あるい

した悩みは少なかったかもしれない。現代は、平均寿命は伸び

は、労災事故の発生をどのように予防するかなども産業医の必

たが社会保障制度の持続可能性の不安がつきまとう。核家族

要な仕事だが、なぜ不調者が発生するのかを分析し、それに基

化で親類縁者や近所の人との付き合いも希薄になり頼れる人

づき環境改善を提言することが大切である。多くの者が数値化

もいないなど孤独の時代を生きている。
このような時代は、地域

によって基準から外れた部分にフォーカスしがちだが、企業を

や職場での人との関わりを大切にし、
自分に最適な居場所を見

良くするためには数値化できない定性的な部分に目を向けた全

つけるスキルを若い時から身につけておく必要がある。企業に

体的な思考に基づく対処が必要だ。産業医はその大切さを自ら

とって会社を支えてきた従業員の将来を考え、"100年の健康人

認識し、経営者や健康を担う担当者と一緒に"健康な企業"を考

生"を考える場をつくり支援するのも重要な役割となる。

えるべき時代にきている。

また、
「 健康」
とは"元気と病気の調和"である。長寿化した現

糖尿病患者の診療の際、
「なぜこうなったのか分かりますか」

代は病気を永遠に予防することは難しい。かつては大病を患う

という姿勢で臨むと、
「会社の付き合いで飲みすぎたせい」
とか、

とすぐに亡くなることが多かったが今は違う。完治しなくても病

「仕事上、自分の体調が多少犠牲になったとしてもそれを言

気と向き合いながら仕事や日常生活を送ることができる。
これ

い訳にはできない」
といった言い訳や反論しか出てこない。
この

からの時代は病気という経験からその先をどのように生きてい

時、筆者は「なぜこうなったのか」
とは聞かず、
「 糖尿病になった

くか考える必要があり、病気になってもそこから学び生活できる

ことで何をつかんだか」
と問いかける。そうすると最初はみな考

よう支援することも企業の重要な役割になっている。

え込んでしまうが、
そのうち自然と"これからどうしていきたいか"

次頁表１はこうした考え方に基づいた筆者がつくった保健事

に考えを巡らせるようになる。問題の原因追求だけではなく、
目

業の概念である。真に
「豊かな人生」
を実現するためには従来の

の前の課題から何をつかんだのか（そこから生まれる可能性）
を

Ａの対策（表の左側にある病気の予防や治療）
だけではなく、健

考えるようになる。

康増進のためのＢの対策（表の右側にある健康づくりや増進）

失敗の理由を探すのではなく、
じっくりと自分の病気を通し

も重要になる。

てこれからの人生を考えた患者はみな「すっきりしました」
と

生産性向上につながる従業員の仕事へのモチベーションを

言って帰っていく。医学的に解決できず身体的な健康は取り戻

高めるためには、
こうした視点での「健康」の取り組みも企業に

せなくても考え方の整理で新たな「健康」を見つけられる場合

とって必要になる。
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【表１】
「豊かな人生」
を実現するための保健事業

地域の支援（⑥地域保健機能）

目標：豊かな人生

家族の支援（⑤家族機能）

A

疾病度
（マイナスの要因）

健康力
（プラスの要因）

病気なし

とても元気

＋3

−1

軽症

元気

＋2

−2

中等度

少し元気

＋1

−3

重症

元気なし

0

実存
（④生きがい力）

身体
（①健康管理力）

B
健康増進
健康づくり

病気予防
病気治療

0

個人の健康

心理
（②抗ストレス力）

社会
（③人間関係力）

【図３】健康のプラスに作用する要因

⑵「健康経営」
で成長する企業の原点

６

おわりに

今は、政府も企業もチェックリストに基づき、健康問題の軽
減による企業の成長という限られた視点で、
「 健康経営」
を見て

人が豊かに生きるには、経済、平和、安全、宗教、良質な人間

いるように感じる。始まったばかりなので仕方がないが、徐々に

関係、生きがい、感性、環境、教育、テクノロジーなど多要因の

チェックリストによらない"本当の意味での健康"を推進してほし

調和が求められる。我が国はこれまでの50年間でハイテクや

い。
「健康経営」
の次のステップだ。

経済を中心に多大な成果を挙げてきたが、企業にとってもこれ

筆者が産業医として企業を巡回する際にチェックしている項

まであまり重要視してこなかった高齢化や人口減少、メンタル

目は
「職場のほど良い"ざわざわ感"」
「食堂などでの社員の様子」

ヘルスなどの問題を避けて通れない時代になった。そうしたな

「表情」
「挨拶」
である。

かで、豊かな100年人生を見据えた健康経営が叫ばれるように

図３は、筆者が健康のプラスに作用する要因を六つのカテゴ

なった。つまり、事業収支から見る経営に加えて、健康という観

リーに分けたものである。
これらはすでにある地域で実証した

点での経営に取り組まないと良い経営ができなくなってきたと

結果、それぞれの要素が関わり合うことにより健康の状態や精

いえる。
「これからは人が財産だ」
ということをよく耳にする。
しかし人

観や直感という定性的な評価を大事にしているため数値化はで

の何が財産なのか。
これまではリーダーシップや技術、知識等

きないが、度合いとしての評価は得られている。業種による違い

に力点が置かれていたが、
これからは健康な従業員が育ち元気

もあるが、顧問先の企業に対してはそれらを根拠に講評や提案

に働ける職場づくりが企業の課題となる。
そのためには、人事や

を行っている。

健康保険組合、産業医のみならず、経営者が「健康経営」
を軸に

さらに、
これら個人の健康にプラスに作用する七つ目の要因に

従業員と対話し信頼関係を築くことが重要であり、それらを実

「企業が果たすべき役割」があると考える。いろいろな立場、状

行する企業こそ、最終目的である成長を実現できるのだろうと

況の人たちが理解し合い、認め合うことが自然とできる企業は

考える。

社員が元気になり強いからだ。
極端な話だが、
「わが社の定年は65歳だが社員が100歳まで

以上

健康に生きることを目指す会社経営をする」
といった目標があっ
てもよいのではないだろうか。
「 私はこの会社を従業員のみなさ

※本稿の図・表についてはすべて筆者作成

んとこのような会社にしていきたいので、
こういうことを実践して
いきたい」
という明確な目標と対話を重視した経営こそ、
「 健康
経営」
で成長する企業の原点になると考える。
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神力、生きがいが向上していくことが分かってきた。
ここでは主

対人関係力

コミュニケーションのインフラ創りと
リーダーシップ
～組織における安全文化醸成の集団的視点～

熊本大学
名誉教授・教職大学院シニア教授
よ

し

だ

み

ち

お

吉田 道雄 氏

１

はじめに

現実の集団で起きている人間の行動を理解し実践に活かすこと
を重視するのである。
そして、
その対象に
「組織の安全文化醸成」
が含められることは言うまでもない。

筆者は
「グループ・ダイナミックス
（Group Dynamics）」
と呼ば

本稿では、
「グループ・ダイナミックス
（集団力学）」
の視点から、

れる領域で仕事をしている。
日本語では
「集団力学」
と直訳する。

安全で不祥事等を発生させない組織を創りあげるために求めら

創始者のレビン
（Lewin, K）が1930年代にアメリカで立ち上げ

れる、
リーダーシップ力、
コミュニケーション力、対人関係力の改

た。
グループ・ダイナミックスの目的は
「集団との関わりを通して人

善・向上に焦点を当てながら解説する。

間を理解する」
ことである。
そもそも人間の行動は集団との関係
を抜きにしては理解することができない。
イギリスの労働党が掲
げた
「ゆりかごから墓場まで」
の政策スローガンはよく知られてい
るが、人間は生まれてからこの世を去るまで
「集団」
と関わり続け

２

集団の化学

るのである。
こうした視点からグループ・ダイナミックスは
「集団と
個々人」
に焦点を当て、
「人間行動の法則を発見し、
それを実践に
活かす」
ことに力を注ぐ。
ただ、人間行動に自然科学と同レベルの普遍的な
「法則」があ

「グループ・ダイナミックス」
を人間理解の
「科学」
として紹介し
たが、
これに
「集団の化学」
という視点を加えて、組織と人間の関
係を考えることができる
（図１）。

るとは考えられない。
そこで筆者は
「法則の探究」
を強調するより
も、現実の
「人間行動」
を
「ウォッチング」
しながら問題を発見する
とともに、
その実践的解決を図ることを重視している。
われわれの
周囲を見渡せば、様々な組織や集団が独自の
「行動規範＝常識」
をもっていることに気づく。
たとえば、
「規則やマニュアルを守る」
「ヒヤリハット事象は必ず報告する」
「わからないことはその場で
確認する」
ことが
「常識」
として定着している職場がある。
その一方
で、
「小さなミスをしても報告しない」
「規則よりも時間を優先する」
「おかしいと思っても指摘しない」
といったマイナスの「常識」が
支配しているところもある。
そこで、
そうした
「常識」
が生まれるメ
カニズムを分析し、
それを改善する方策を探究する。
また望ましい
「常識」は、その状態を維持していく方法を考える。
こうした実践
を積み重ねていけば、
そこで構築されたノウハウが他の組織や集
団に適用できることもある。
その場合は、
それなりの
「法則性」
が明
らかにされたことになる。
このように、
グループ・ダイナミックスは
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【図１】集団の化学

対人関係力

「酸素原子」
は様々な原子と結合して分子を構成するが、結合
する原子によって、
その性質が大きく異なる。例えば、鉄と結びつ

ともあれ「変化の導入」
こそが「組織変革」
を促進する。
まさに、
あらゆることが
「変える」対象になる
（図２）。

いた酸化鉄(Ⅱ)は発火性を帯びる。
また銅と一緒になった酸化銅
(Ⅱ)は顔料や酸化剤、触媒として使われる。
さらに炭素と結合した
一酸化炭素は猛毒の気体である。
こうした原子と分子の関係は
人間の組み合わせときわめて類似している。
われわれは相手次第
で
「危険」
を冒すかと思えば、
「触媒」
として仲介役を果たすことも
ある。
さらには
「気体」同様に、見えないところで
「害毒」
を流すか
もしれない。
原子が結合した分子も人間と類似点が多い。水の分子H2Oは
温度によって、
「固体」
「液体」
「気体」
に変化する。環境によってそ
の性質が違ってくるのである。人間の場合も、同じ3人からなる集
団であっても置かれた状況によって変化する。
それは
「氷」
のよう
に
「冷静」
であったり、
あるいは
「冷徹」
な行動になる。
また状況次
第で
「水」同様に
「柔軟」
で
「平静」
に対応できる3人組になるかも
しれない。
さらに危機的場面では
「水蒸気」
の如く
「興奮」
したり、

【図２】組織変革を促進する変化の導入

「攻撃」的な行動をとったりする。
原子の世界と同じように、われわれの行動を集団の視点から

たとえば、
「仕事の順番や段取り」
を変えるだけで効率が上がる

「化学的」に分析することで、人間に対する理解が促進されるの

ものはないか。
それは
「特定の仕事」
をする
「時間」
を変えることに

である。

つながるかもしれない。
また仕事場にある
「モノの置き場所や位
置」
を変えることで作業がしやすくなる可能性もある。
さらに
「気

３

持ち」
や
「見方」
といった認識に関わる側面で自分（たち）
を変える

組織とシステムの変革

ことができれば、
良好な対人関係の確立を促進する。
それは組織
における風通しの改善に役立つだろう。
まさに、
「変える、変える、
ちょっとだけ変える」
という試みを継続することによって、組織の

組織を構成するメンバーの特性や能力が同じであっても、人的

変革が実現されるのである。

資源を活用するシステムによって、組織のアウトプットが異なって

一方で、望ましい方向に
「変える」
つもりが、予期に反してマイナ

くる。そもそも
「組織」
とは「人々を『組』み合わせ」、
「それらを

スの結果をもたらしそうになったらどうするか。
そのときは、
即座に

『織』りなすこと」
によって成立する。
これを効果的な
「システム

「元に戻る」
ことである。
その原動力を
「朝令暮改スピリット」
と呼

の構築」
と考えることもできる。
そして、
リーダーシップはその強力

ぶことができる。
この四文字熟語は
「決めたことがすぐに変えられ

な促進力となる。

てしまう」
ことに対する批判的な評価を意味している。
しかし、
「失

「システムの構築」
と聴けば、
それはトップ層の仕事だと思われ

敗」
を恐れて何もしないのではなく、
あらゆる可能性に
「チャレン

るかもしれない。
たしかに、
そうしたスケールの大きいものもある

ジする」
ことが組織の変革につながる。
そして
「小さな変化」
であ
れば「失敗」
も
「小さな」
レベルにとどまる。
われわれには
「朝令暮
改」
もエネルギーにしながら、
日常の仕事に
「変化」
を導入し続け

その
「変革」
の試みを
「システムの
（再）構築」
だと考えるのである。

ていくことが求められているのである。

そこでキーワードになるのは「変革＝変化＝変える」である。

ただし、
ここで
「失敗したら元に戻る」
ことに職場の合意が得ら

われわれは
「歯磨きは食事後」
が一般的であり、
「靴を履いてから

れている必要がある。管理職が部下たちの納得のないままに、
あ

ズボンに足を通す」
ことなどあり得ない。
しかし、仕事の段取りを

るいは気が進まない状態でいるときに
「変化」
を持ち込む。
そうし

点検すると、
「歯磨き」
や
「靴履き」
を先行させているようなケース

た状況で失敗すれば、
「 朝令暮改」は職場にとってダメージにな

に気づくことがある。
その手順を逆にするだけで仕事の効率が向

る。
これに対して、職場全員が一丸になって
「変化にチャレンジ」

上し、
負担が減少する。
こうした
「少しだけ変えてみる」
ことも
「シス

し、
それが首尾よくいかなかった場合は
「直ちに元へ戻る」
ことを

テム」
の変革だと考えるのである。
そんな些細なことまで
「システ

了解していれば、
「朝令暮改」
はスムーズに受け入れられ、新たな

ム」
と呼ぶことは不適切だという意見もあるだろう。
それならそれ

チャレンジの力になる。
こうした状況を生み出すには、管理職の

で、
「小さなステップを変えること」
の積み重ねによって、
より大きな

リーダーシップが重要な役割を果たすのである。

「システムの変革」
につながると言い換えることもできる。
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が、
ここでは日常の仕事における
「規範や常識」
あるいは
「ルーチ
ン」
も含めて
「システム」
としてとらえることを提案したい。
そして、

４

職場の安全文化醸成と「ＰＨＳ」の向上

５

職場の安全文化醸成と
コミュニケーションのインフラ

ここでは人間集団を
「化学」
の視点から観察し、
「変化」
をもたら

職場で働く人々の
「ＰＨＳ」
を高めることはミスや事故の防止に

すことを重視しながら、職場の安全文化醸成に関わる人的要因

つながるのである。
そして、
その実現にあたって構成員のコミュニ

について考える。筆者は組織が生み出すアウトプットの品質を保

ケーションスキルが重要な役割を果たす。

証するために、
まずは
「職場内品質保証」
が不可欠だとの立場から
「ＰＨＳ」
を提案している。

ここで、
日ごろから良好な関係にある者と話をしている場面を
思い浮かべてみよう。
その際に、相手が伝えるべきことの80％ほ

松下幸之助氏が提唱する
「ＰＨＰ」は「Peace and Happi-

どしか伝えきれていない場合にどうなるか。
このとき聴いている

ness through Prosperity」の頭文字をとったものとして知

方が「本当はこんなことを言いたいのだろう」
と推測して不足して

られている。
これに対して
「ＰＨＳ」の「Ｐ」もまずは「Peace」の

いる20％を補うことがあるのではないか。
また言い間違いをして

イニシャルである。われわれがよりよく生きていくには、心の平

も、
「ああ、それは□□のことだな」
とこちらで修正しながら受け

和も含めて「Peace」が欠かせない。つぎの「Ｈ」もその一つは

止める。

「Happiness」から取った。
これも
「ＰＨＰ」
と同じだが、人生に

ところがお互いの関係が悪いと、相手が120％に達するほど

とって幸せであることは求め続けるべきものである。
そして
「ＰＨ

十二分な話をしていても気持ちよく受け止めず、
「いつもと同じつ

Ｓ」
ではこれに
「Health」
を加える。人間は身体が健やかなだけで

まらない話だ。
あなたの話はいつも面白くない」などと考える。
こ

なく、
ストレスといった心的な重荷からも解放された状態であるこ

れではいくら情報量が多くても相手には伝わらない。
しかも、少し

とが期待される。
これに関しては、管理職のリーダーシップ次第で

でも言い間違えれば、
「またいいかげんなことを言う。
だからあな

は部下のストレスや精神衛生に深刻な影響を与えることを示す

たとはまともに付き合えない」
などと否定的にとらえる。

データがある。

こうした両者の違いは
「言っている内容
（contents）
」
ではなく、

最後の「Ｓ」だが、
これにも二つが含まれており、その一つは

「対人関係のあり方」によって生じているのである。筆者は後者

「Safety」
である。それは仕事上の安全だけでなく、個人の身体

を
「コミュニケーションのインフラ」
と呼んでいる。
ここが十分に

の安全や生活の安定も含まれる。
もう一つは
「Smile」
である。
「笑

構築されていなければ「伝える情報（contents）」に問題がなく

う門には福来る」
は江戸末期の嘉永年間に京都で流行ったカル

ても相互理解につながるコミュニケーションを期待することはで

タの読み札にある。今日では、笑いが生きる力になりえることは生

きない。

理学的に実証されている。経済ではインフレは重大な問題を引き
起こすが、組織においては「Smileのインフレ」
を起こすことを奨
励したい。仕事を通して
「笑顔が笑顔を生み出す」
ことで組織の健
康度が高まるのである。

６

職場における対人関係のスキルアップ

構成員の
「ＰＨＳ」
の向上は職場における
「人的品質保証」
とい
える。
その確立によって、組織は提供する製品やサービスの品質

ところで、職場における
「コミュニケーションのインフラ創り」
に

を保証できるのである。組織の構成員が
「ＰＨＳ」
が低い状態で仕

は
「リーダーシップ」
が欠かせない。一般に
「リーダーシップ」
は職

事をしているようでは、人々に感動を与える成果を生み出せるは

位の上位者が部下に、
あるいは年長者や先輩が若年者に対して

ずがない。
まずは組織内での品質保証、
つまりは高い
「ＰＨＳ」
を

発揮するものだと考えられている。
しかし、それは「リーダーシッ

実現することで品質の高いアウトプットが実現するのである。
こう

プ」
の一部に過ぎない。筆者は、
リーダーシップを
「他者に対する

した
「ＰＨＳ＝組織内人的品質保証」
を確実にするためには、
リー

影響力」
と定義している。
したがって一対一の対話であってもそこ

ダーシップ力やコミュニケーション力、
そして対人関係力といった

に
「他者に対する影響力」
が認められる場合は、
「リーダーシップ」

「人間的力」
が重要な役割を果たすのである。
さらに、組織が自力で変化を導入する際には、
その現状を可能
な限り客観的かつ真摯に分析することが求められる。
自分たちを

が行使されているのである。そして、
「 対人関係力」は「リーダー
シップ」
に欠かせない要素として重要な役割を果たすことになる。
ここで
「リーダーシップの公式」
を提示しよう
（次頁図３）。

他の卓越した組織と比較して嘆いたり、
あるいは問題のある組織

この式で
「力」
と表現している部分は、
それが筋肉と同様に訓練

と比べて
「われわれの方がまだましだ」
と自己満足したりするのは

によって鍛えることができることを示している。
分母が
「フォロワー

生産的でない。他者との相対比較ではなく、
自らの現状を踏まえ、

の人数」になっているが、その数が多ければそれだけ
「リーダー

その改善と向上を図ることが組織内だけでなくアウトプットの品

シップ」
の発揮がむずかしくなることは容易に理解できる。
ただ、

質の保証を確実にする。

一般的には
「部下の数」
は与えられるものであって、
リーダー個人
の力で決定することはできないことからこれ以上は触れない。
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しかしながら、水は低きに流れるだけでないことは川の水が枯
渇しないことから明らかである。水は下から上にも流れているの
である。
ただし下からの水は水蒸気になっているから目には見え
ない。
トップから流される情報や指示は文書などとして目に見え
る。
ところが、組織の下部にいる構成員の意見や考え、気持ちは
水蒸気と同様に見ることができない。
そこでトップは意識してそれ
らを吸い上げていくことが求められる。
筆者は組織の安全に関連して、世界中で起きている事故や不
祥事の原因は「言いたいことが言えなかった」か「言ったけれど
聞いてもらえなかった」
の二つに絞られると主張している。
こうし
【図３】
リーダーシップの公式

た事態を避けるには、
まさにトップが「吸い上げる力」
を強化し、
それを発揮し続けることが欠かせないのである。
ところで、
「ボトムアップ」
という用語には強い違和感がある。
そ

分子には「専門力」
と
「人間力」があり、両者が掛け合わされて

もそもは組織をピラミッドに見立てたことから
「ボトム
（底辺）」
と

いる。前者は専門的な知識、技術に限定した印象を与える可能

呼んだのだろう。
しかし、
日々ものづくりに励み、
サービスに努め

性があるため、
「仕事力」
や
「マネジメント力」
と言い換えてもいい。

ながら懸命に仕事をしている人々を
「ボトム」
と呼ぶとはきわめて

また、
「人間力」
は
「人間性」
と混同されないように
「対人関係力」

不適切である。
そうした気持ちから、
筆者は世界の組織論から
「ボ

とすることもできる。

トムアップ」
を放逐したいと考えている。そのために、組織をピラ

ここで両者を
「掛け算」
にしている点が重要である。
それは
「人間

ミッドではなく山と大地としてとらえることにしたのである。

力」
がゼロだと、
「専門力」
に優れていても、
「リーダーシップ力」
は

自然界で水蒸気を吸い上げるのは太陽である。
これを組織に

ゼロになるからである。
そして
「人間力」
がマイナスになれば、
「専

適用するとリーダーが太陽になることが期待される。
この力が組

門力」
が強ければその分だけ
「リーダーシップ力」
はマイナスになる

織の上下のコミュニケーションを促進することになる。

のである。
つまりは
「専門力」
と
「人間力」
がバランスよく相乗的に
作用してこそ、
望ましいリーダーシップが発揮できるのである。

ここで筆者は
「ボトムアップ」
を
「グラウンドアップ」
に替えること
を提案する。大地から水を吸い上げるのだから、
それは
「グラウン
ドアップ」
と呼ぶべきだろう。
そして、
そこで力を発揮するのはリー

７

ダーである。イソップの「北風と太陽」
で語られるように、北風が

リーダーシップとボトムアップからの脱却

旅人に強烈な風を吹きつけても相手は頑なになるだけである。組
織のリーダーもただプレッシャーをかけるだけでは部下は動かな
い。
また仕事をしているときに
「言いたいこと」
があっても、
自分を

組織経営にとって
「トップダウンとボトムアップ」
の重要性が指

抑え込むのである。
こうした関係がミスや事故を生み出す危険性

摘される。組織を山に見立てれば、水は上から下へと流れていく

を高めることになる。
そして太陽はただ暖かいだけではなく、真夏

から、
これを
「トップダウン」
と考えることができる
（図４）。

には厳しい日差しを放つのである。組織と人を育てるリーダーに
も優しさと厳しさの両立が求められる。

をつくって隠れたりもする。
リーダーがそうした雲にいち早く気づ
いてそれを吹き払わなければ、
「グラウンドアップ」
の実現はおぼ
つかない。
ところが現実には、無意識に自ら雲をかけているリー
ダーが少なくないのである。
また、
これが文字どおり
「組織のトップ層」
だけに焦点を当てた
ものでないことも強調しておきたい。組織全体を見れば山の頂上
には
「トップ」
がいる。
しかし、
この
「山」
はあらゆる段階に存在して
いるのである。
したがって、仮に部下が一人であってもリーダーは
「トップ」
であり、
「グラウンドアップ」の重要性を認識していなけ
ればならない。
【図4】
ボトムアップからの転換

一般的に山が高ければ頂上周辺は雪も降る。
これを組織に
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ところで、太陽に雲がかかると吸い上げる力が減衰する。組織
もリーダーが自分と部下の間を雲で覆ったり、
また部下たちが雲

対人関係力

対応させれば階層が上になるほど
「冷静」
であると言うことがで

職場におけるリーダーシップ・チェック」が行われる。
ここではト

きる。
その一方で、
そこはカチカチの氷に覆われているように、組

レーニングに参加したリーダーの部下たちが「上司の行動目標」

織のトップが柔軟性に欠ける可能性をも示している。山頂辺りで

の実践度について評価する。
さらに
「Step４ フォロー研修」
にお

雪崩が起こればその下は大迷惑するだけでなく、上に登る意欲も

いて、
「基礎研修」後の実践をふり返り、
「部下による評価データ」

失せてしまう。
組織の「トップ」が引き起こすトラブルや不祥事が後を絶たな
い。
その結果、懸命に働いている
「グラウンド」
の人々が路頭に迷
うことなどあってはならない。
まさに
「トップ」
は冷静で固い氷も自

を分析する。
そして研修の終わりに
「行動目標」
を
「リフレッシュ」
して次のステップにつなげていくことになる。その後も
「Step５」
「Step６」
と続くが、
それは参加者の自主的な実践活動に委ねら
れる。

らの力で溶かし、
「トップダウン」
と
「グラウンドアップ」
を調和させ

現在、筆者は株式会社インターリスク総研と連携し、
ここで紹

ながら活力ある安全な組織を創っていくことが求められているの

介したモデルを基にして、
さらに洗練された効果的な「リーダー

である。

シップ・トレーニング」
の開発を進めている。

山と大地の間に水が流れる自然界では太陽が力を発揮する
が、組織の場合には
「リーダーシップ力」
「対人関係力」が重要な
役割を果たす。
そして、
リーダーは
「大地は山がなくても存在でき
る」
が
「山は大地がなければ存在できない」
ことを認識すべきなの

９

おわりに

である。組織のトップはこうした視点に立って
「グラウンドで働く
人々」
に感謝し尊敬することが求められている。

組織の安全を確実なものにするには、設備や機器の導入、
制度の改善だけでは十分でない。
そうした
「環境要因」
のもとで、

８

ものをつくり、サービスを提供するのは人であり、集団である。

リーダーシップ・トレーニング

組織で起きる事故や不祥事を防止するには、
「人間集団」
について
理解を深めるとともに、
そこから得られた知見に基づく実践的な
アプローチが欠かせない。

ここで、
「リーダーシップ力」
や
「対人関係力」
を改善するための
以上

「トレーニング」
について触れておこう
（図５）。
※本稿の図はすべて筆者が作成
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【図５】
リーダーシップ・
トレーニングの流れ

これは筆者が開発し、実践している典型的なトレーニングの流

1）吉 田 道 雄「組 織における倫 理 的 行 動に関する研 究（3）: 民 間 企 業
従業員の自由記述をもとに」熊本大学教育学部紀要、2015年、Vol.64、
305-310頁
2）吉田道雄「組織における安全の人間的側面 : グループ･ダイナミッ
クスからのアプローチ」患者安全推進ジャーナル、2013年、Vol.30、
36-44頁
3）吉田道雄『実践的リーダーシップ・トレーニング』メヂカルフレンド
社、2011年
4）吉田道雄「医療事故の人間的側面 : 組織安全と集団規範」医療経営
最前線、2002年、Vol.7(144)、56-58頁
5）吉田道雄『人間理解のグループ・ダイナミックス』ナカニシヤ出版、2001年
6）吉田道雄 他『リーダーシップと安全の科学』三隅二不二（監）、ナカ
ニシヤ出版、2001年
7）吉田道雄「組織安全の行動科学」集団力学、2001年、Vol.18、5-26頁
8）吉田道雄「組織と人間の安全 :『組織安全学』を求めて」電気評論、
2000年、Vol.85（8）、7-10頁

れを示したものである。
まずは「Step１ 基礎研修」
において、
「リーダーシップ」
に関す
る理論と知識、さらに効果的なリーダーシップを発揮するノウ
ハウを身につけ、
「 行動目標」を設定する。その後、参加者は職
場で行動目標の実践に努める。
これが「Step２」の「職場におけ
る実践」にあたる。基礎研修後３カ月ほど経過してから、
「 Step３
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なお、筆者のホームページ ymichio.chu.jp/ のメニューにある
〝Repository〟
で
「リーダーシップ」
や
「組織安全」
に関する論文、読
み物140本をダウンロードできる
（2017年12月現在）。
また、
「味な話
の素」
と名付けたコラムでも本稿と関連のある話題を取り上げ毎日
更新している。

パンデミックリスク

確率論に基づく
「パンデミックリスク評価モデル」
の紹介
AIR Worldwide

バイス プレジデント ＆ マネージング ディレクター
ふ じ む ら

か

ず

や

藤村 和也 氏

１

パンデミックリスクについて

まだ拡大していないが、遺伝子の変化によってパンデミックを引
き起こす可能性がある。
コロナウイルスは一般的な風邪を引き起
こすが、2003年のSARS、2012年のMARSの流行は、新型のコロ

1918年に大流行したスペイン風邪は近代では最大のパンデ

ナウイルスがパンデミックを引き起こす原因になる可能性を示し

ミックインフルエンザイベントで、世界の人口が18億人でしかな

ている。エボラウイルスはしばしば局所的に致死率の高い症例

かった時代に2,000万人から1億人が死亡したと推定されている。

の流行を引き起こしているが、2014年の西アフリカエボラ出血熱

現代では、
交通機関の発達により世界が緊密につながっているた

の流行は、
この種の感染症が世界的に感染拡大する可能性を示

め、世界的なパンデミックの発生が懸念され、
パンデミックリスク

している。

は世界の保険業界にとって重要度の高いリスクの一つである。
パ

これらのパンデミックリスクは、過去のイベントのデータ量が少

ンデミックの発生は、病原体の感染性が高く病毒性が高いことが

なく、
また、現在と過去のイベント発生時では伝染拡大のスピー

条件となる。図１に各感染症の感染性と病毒性を示すが、
この中

ド、医療の環境などが異なることから、定量化が非常に難しいリ

では、
インフルエンザがパンデミックイベントになる可能性が最も

スクである。AIR Worldwide社（以下、
「AIR」）
では、
パンデミッ

高いといえる。

クリスクを定量化するために、疫学に基づく伝統的な手法ではな
く、世界各国間の人口の移動、世界の各地域の医療レベルの差
異、年齢によるワクチンの効果の差異等を考慮し、確率論に基づ

（病毒性）

くモデルを開発している。本稿ではこのパンデミックリスクモデル
を紹介する。

２

過去のパンデミックイベント

確率論に基づくモデルの紹介の前に、
まず本章では、過去に発
ら得られた情報は、
モデルの開発、検証に使用されている。
（感染性）

【図１】感染性疾患の影響

⑴1918年 "Spanish Flu" Influenza (H1N1)

インフルエンザについては、様々なタイプのウイルスが存在

過去の記録されているイベントの中で、最も壊滅的なインフル

し、従来は比較的致死性の低い季節性インフルエンザの発生

エンザパンデミックは、1918-1919年のスペイン風邪である。世

が多かったが、今後、H5N1鳥インフルエンザ、H1N2豚インフル

界中の何百万人もの人々が感染し、死者数は2000万人から最

エンザから派生する新型のインフルエンザウイルスが脅威にな

大で1億人と推定されている。発生源とされている米国の人口は

ると考えられている。
これらのウイルスによるヒト−ヒト感染は

当時1億500万人であったが、そのうち約67.5万人が死亡した。
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生したパンデミックの事例を数例紹介する。
これらのイベントか

このスペイン風邪は、通常は回復力の高い20-50歳の年齢層の

が開発されており、死亡原因の一つである2次細菌感染を防げた

死亡率が高く、また全体的な致死率についても既知であった

ことである。三つ目は原因ウイルスのH3N2はH2N2からの派生で

他のインフルエンザウイルスよりも10倍程度高いという特徴が

あるため、1957年のH2N2に暴露された経験をもつ人口がH3N2

1）

あった 。スペイン風邪は、1918年初頭に米国の軍キャンプで発

にある程度の効力を有していたためである4）。

生したと考えられており、
カンザス州の医師による
「重症度の高い
インフルエンザ」
に対する警告の記録が残っている。
このインフル
エンザは兵士の移動によって米国内で急速に拡大し、
さらに兵士
のフランスへの移動によって、
ヨーロッパ全土、全世界に広まり、
日本でも数十万人が死亡したと推定されている。平均的な致死

⑷2002-2003年 SARS Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS-CoV)
2002年11月、新型の危険度の高いコロナウイルスによる症例

率が非常に高いインフルエンザではあったが、死亡率が低い特定

が中国の広東省で発生した。
このウイルスは、2003年3月にベト

の地域もあった。
これらの地域では、発症者の隔離、学校の閉鎖、

ナムのハノイの医療従事者での流行が発生するまでは、大きな

集会の禁止等の対策がとられていた。
病原ウイルスは，
インフルエ

問題として捉えられてはいなかった。3月15日にWHOが本症例

ンザウイルス A型（H1N1亜型）
であったが、
当時、
インフルエンザ

をSARS（重症急性呼吸器症候群)と名付け、世界的な脅威で

ワクチン、抗ウイルス薬等の医療的対策は存在していなかった。

あると認定し、WHOの研究者のネットワークによってSARSを

⑵1957年 "Asian Flu" (H2N2)

の拡大は継続し、2003年の3月末までには、中国、
シンガポール、

引き起こした新型のコロナウイルスが発見された。パンデミック
米国、カナダを含む19の国でSARSの可能性のある症例が発

1957年、後にアジア風邪と名付けられた新型インフルエンザ

見された。挿管、吸入器の使用によって、
ウイルスを含んだ噴霧

が中国の南西部の貴州省で発生した。感染は急速に拡大し同年

が病院内部で拡散し感染拡大を激化させたケースがあり、
この

4月には香港の人口の10%が感染した。その後も感染の拡大は

対応としてWHOは、エボラ等の流行時と同様の感染防止策を

継続し、7月までにアフリカ、南米まで到達し、9月までには北米、

推奨した。
これらの対策にもかかわらず、SARSは医療従事者に

ヨーロッパにまで感染が広がった。1957年から1958年の間に、
こ

とって重大な脅威であり、香港、
ハノイでは症例の多くが医療従

のインフルエンザパンデミックによって全世界で百万人以上が死

事者で発生した5）。2003年7月、WHOはSARSの終息を宣言し

亡した。米国での死亡は86,000人と推定され、
日本での死者数は

たが、流行の期間中、約8,000の症例が報告され37の国で約800

5,000人を超えたと推定されている。病原ウイルスはインフルエン

人が死亡した。後の分析で2002-2003年 SARSの致死率は全

2）

ザウイルス A型（H2N2亜型）
で 、致死率の地域差は非常に大き

年齢で非常に高く、特に60歳以上の年齢層では50%に達してい

いものであったが、全体としての致死率は、
スペイン風邪の致死

たことが分かった6）。

率より随分低く、
また他の季節性インフルエンザと同様、致死率

⑸2009年 Swine Flu (H1N1)

の高い年齢層は乳幼児と高齢者であった。

⑶1968年 "Hong Kong" Flu (H3N2)

シコで発生した。
ウイルスはH1N1の派生で、1918年のスペイン

1968年7月、新型のH3N2インフルエンザが香港の研究者に

風邪を引き起こしたA型と同じタイプのものであった。
しかしな

よって発見された。
これは1957年のアジア風邪を引き起こした

がら、1918年のH1N1と2009年のH1N1は大きく異なっており、特

H2N2の派生であり、
このH3N2ウイルスは世界中に急速に感染

に2009年のものは北米の豚インフルエンザと鳥インフルエンザ

を拡大させたが、急速な感染拡大は航空機による移動によるも

の遺伝子、人インフルエンザの遺伝子、
アジアとヨーロッパの豚

のが多いと考えられている。多くの国でパンデミックは2波発生

インフルエンザの遺伝子も保持していた。加えて2009年のH1N1

し、一つ目のピークは1968年の12月で、二つ目のピークは1969年

は、1918年のH1N1と比較すると致死率が低いものであった。

の冬季であった3）。致死率はこれらのピークで異なり、
また地域ご

2009年の6月までには感染が43カ国に拡大し罹患（りかん）数が

とにも異なっており、
ヨーロッパとアジアでは第2波の致死率が

12,000を越えたため、WHOが1968年の香港風邪以来のパンデ

3）

第1波より大きく、米国では逆の傾向があった 。H3N2ウイルス

ミックインフルエンザの流行を宣言した。感染の拡大は急速で

の致死率は0.1%から0.5%で、香港風邪は20世紀で最も被害の小

あったが過去のインフルエンザに比べて致死率はあまり高くな

さいパンデミックインフルエンザであった。全世界での死者は50

く、WHOによると死亡は18,000人強にとどまった。
しかしながら

万人から百万人で、米国では56,000人が死亡した。米国での死者

他の研究では死者数は28万人に達したとするものもある7）。

が少なかったのは三つの要因による。一つ目はピークのタイミン
グが12月の終わりで、学校が冬季休業で閉鎖しており児童の感
染拡大が防げたことである。二つ目はより効力の高い抗生物質

39
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【図２】主要7カ国年齢別人口分布

３

モデル概要

４

イベント生成

AIRパンデミックモデルは、
上述したようなパンデミックによる

イベント生成においては、各疾病の発生率、病原体の特性に基

罹患･死者数の確率分布を算定するモデルである。
対象としている

づいて今後発生する疫病をシミュレートしてイベントカタログを

病原は、
インフルエンザウイルス、
コロナウイルス、
フィロウイルス、

生成する。AIRモデルでは50万年のシミュレーションを行い、百万

リフトバレー熱ウイルス、
クリミアコンゴ出血熱ウイルス、
ラサ熱

を超えるイベントをシミュレートする。病原別のイベント発生率は

ウイルス、
コレラ、
ペスト、髄膜炎菌であり、地域としては全世界を

過去のデータに基づいて設定しており、
また、地域的な分布につ

対象とする。

いては、病原別に、人口分布、鳥獣の分布、土地利用、過去の発生

本モデルは、地震･台風等の自然災害モデルと同様、確率論に

分布を考慮して設定している。鳥獣の分布に関しては、鳥・豚の分

基づくイベントベースモデルで、各確率イベントごとに、国別年齢

布がインフルエンザについて重要なパラメーターであり、
コウモ

別の罹患数、死亡数を推定する。
それらに基づいて、伝染病の流

リの分布がエボラウイルスについて重要なパラメーターである。

行に起因して傷害保険、生命保険のポートフォリオに発生する損

図３に設定した発生率の分布の例を示す。
この事例では、
アフリ

失を推定することにより、
それら損失の確率分布を推定する。確

カの一部、
インド、中国の一部を含む東南アジアで発生率が高く

率カタログの生成においては、最新の研究に基づく対象病原の

なっている。

病毒性、致死率等の特性を考慮し、
イベントごとに地域的･世界
的な感染の拡大をSEIR（Susceptible-Exposed-InfectiousRemoved＜後述５（４）参照＞）
モデルでモデル化し、場所的・時
間的な感染者の分布を、性別、年齢層別に推定するが、
その際、
短距離・長距離の移動、医療的・政策的な対策等をモデル化して
考慮する。感染者については、通院、入院、死亡の別に算定し、
そ
れぞれの状態ごとの支払保険金を考慮することによって保険証
券ポートフォリオ全体の損失を推定する。
上述のとおり本モデルは世界全体を対象としており、世界を各
地域が同程度の人口を持つ地域に分割してモデル化する。感染

【図３】地域的な発生率の分布例

の算定、罹患･死亡率の算定には、各地域の性別、年齢別の人口
病原体の特性としては、伝染性、致死率等がある。伝染性につ

使用する。図２に主要7カ国（オーストラリア、
カナダ、
フランス、
ド

いては病原ごとに過去のデータに基づいて伝染性の分布を仮定

イツ、
日本、英国、米国）
の年齢別人口分布図を示す。

し、
シミュレートで生成したイベントごとに、仮定した感染率の分

以降の各章で、
イベント生成、感染、罹患･死亡率、損失推定の
モデルの各コンポーネントについて説明する。

布からサンプリングすることによって伝染性を設定する。致死率
についても同様で、過去のデータに基づいて病原ごとに致死率
の分布を仮定し、イベントごとにその分布からサンプリングする
ことによって致死率を設定する。病原体によっては伝染性と致死
率に負の相関（伝染性が高い場合に致死率が低くなる傾向、伝
染性が低い場合に致死率が高くなる傾向）
を示すものもあり、
そ
の相関についてもこの伝染性、致死率の設定において考慮する。
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分布が必要であり、地域が属する国のデータを基本データとして

致死率については全体的な致死率に加え、年齢的な分布を考

AIRパンデミックモデルでは、
これらをモデル化できるSEIRモデル

慮する。年齢による致死率の分布は過去のデータに基づいて設

によって感染拡大の推定を行う。
モデル化は、世界を各地域が同

定するが、大きくはW-、U-、J-、N-型の四つのパターンに分けて

程度の人口を持つ地域に分割して行い、各地域の性別、年齢別

（図４）、各イベント毎に設定する。病原によっては特定の分布が
発生しやすい傾向にあるものがある。
たとえば、過去のコロナウイ
ルスによる症例ではすべてのケースで高齢者の致死率が高く、
ま

の人口分布を基本的なデータとして使用する。
AIRモデルではSEIRモデルを用いて以下の四つのステップで
感染の拡大を算定する。

たインフルエンザではすべてのパターンが発生している。年齢層
別の致死率の設定においてはこの病原別の傾向を考慮して設定
し、
またイベント毎の変化を考慮するため選択した分布に確率的
な摂動を加えてモデル化する。

⑴イベント発生
各確率イベントについて、
イベント発生の地域、
その地域内での
病原体に暴露されている
（接触している）人口を仮定する。
イベン
ト発生の前には全ての人口が感染の可能性を持つと仮定する。

⑵感染
潜伏期間の間に、病原体に暴露されている人口の一部が病原
体に感染する。感染した個体がその他の個体と接触を持つことに
より感染が拡大し、罹患、死亡が発生する。

⑶移動
【図４】年齢別死亡率分布形状の例

人口の一部が地域的、世界的に移動する。
この移動する人口の
一部は病原体に暴露していた、
または感染していた人口であり、

５

移動先で感染を拡大させる。
モデルでは、短距離、長距離の移動

感染モデル

を考慮しており、長距離移動は航空ネットワーク
（図５）での移
動を旅客移動統計に基づいてモデル化しているが、
この移動は
発症して移動ができない人口を除くすべての人口に発生する可

このステップでは、生成した各確率イベントについて疾病の世

能性がある。長距離移動は主として国間の移動をモデル化する

界的な伝染を算定する。
この算定においては、感染の広がりの地

が、通勤、通学等の国内の短距離移動についても考慮する必要

域的･時間的な変化、
また、性別、年齢区分ごとの感染を推定す

がある。短距離移動は地域内の通勤統計データに基づいてモデ

る必要があり、そのために、鉄道、航空機等による短距離・長距

ル化し、加えて、各地域の人口に基づいて短距離移動を仮定する

離の人口の移動、
ワクチン・抗ウイルス薬による医療的な対策、

モデル化によって補完する。移動のモデル化においては移動制限

人口移動の制限等の政策による対策を考慮する必要がある。

等の政策的な対策もモデル化する。

【図５】航空移動のモデル化
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⑷感染拡大･除去
前述の移動のモデル化を基に地域間の病原体の移動をモ

ピークが同時に異なる地域で発生するイベントもモデルで表現さ
れる。図７に一つのイベントについて、空間的な死亡率分布の時
間的遷移の事例を示す。

デル化する。疾病発生源地域、感染個体の移動後の各地域に
おいては、感染した個体が他の個体に接触することによって感
染を拡大させる。
この感染拡大はSEIRモデルでモデル化し、
移動の制限等の政策的対策、ワクチン接種、治療等の医療的
対策を考慮する。通常のSEIRモデル8）9）は人口をSusceptible
（感染可能）、Exposed（暴露）、Infectious（感染）、Removed
（除去）の四つに分けてモデル化するが、AIRのパンデミック
モデルでは、infectious（ 感染）をさらにasymptomatic（無
症状）, symptomatic but can travel（症状有、移動可）,
symptomatic but cannot travel（症状有、移動不可）
の3つ
に細分化し、
またRemoved（除去）についてもvaccinated（ワ
クチン接種）, recovered（回復）, deceased（死亡）
の三つに
細分化することで、計八つの状態に分けてモデル化する
（図６）。

【図７】空間的な死亡率分布の時間的な遷移例

これらのそれぞれの状態は、性別、年齢別にさらに細分化さ
れる。Susceptible（感染可能）の状態にある人口のExposed
（暴露）、Infectious（感染）の状態への移行は、該当イベン
トの病 原 体の特 性である感 染 率に基づいてモデル化する。

６

罹患率･死亡率のモデル化

Removal（除去）については、Susceptible（感染可能）人口の
一部がワクチン接種によって感染しなくなるものと、感染した人

上述の感染モデルにおいては、感染した人口の異なるセグメン

口の一部で死亡したもの、
その他の感染した人口の一部で回復

トごとに、症状の程度、死亡数を算定する必要がある。
この算定

して免疫を持ったものが考慮される。
ワクチン接種による除去で

は、通院、入院、死亡の確率をモデル化することによって行うが、

は、地域ごとのワクチンの充足率の差異を考慮し、回復による除

これらは病原体の病毒性の強さに関連してモデル化する。病毒

去については、地域ごとの抗ウイルス薬等の充足率の差異を考

性が強い病原体では症状が悪化する確率が高くなるが、病原体

慮する。
これらの医療的対策の充足率は、統計データ、各国の経

の病毒性の強さは、病原体ごとの致死率（CFR : Case Fatality

済規模の差異に基づいてモデル化する。死亡による除去は病原

Ratio）
と致死率の年齢別分布でモデル化する。通院、入院の割

体ごとの致死率から算定する。

合を、致死率、地域ごとの衛生状態、経済規模、医療的対策の充
足率を考慮して設定し、感染している人口にかけ合わせることに
よって、地域ごとの通院、入院の人口を推定する。死亡の人口につ
いては致死率に基づいて算定する。

７

損失の推定

【図６】八つの状態を考慮したAIR SEIRモデル

れを該当地域の人口で割ることによって通院率、入院率、死亡率
を算定する。保険ポートフォリオを対象とした損失算定を行う場
合は、地域別の被保険者数に通院率、入院率、死亡率をかけ合わ

上記のプロセスは1日のタイムステップで進み、感染の拡大が

せることによって各状態に至る被保険者数を算定し、各状態の支

停止するまで継続する。本モデルは各イベント病原の特性を考慮

払保険金を考慮することによって保険ポートフォリオ全体の損失

して動的な評価を行っているため、
イベントの継続時間はイベン

を算定する。

トごとに異なり、1年以内で収束するイベントもあれば、複数年に
及んで複数の感染ピークを持つイベントもある。
また、
複数の感染
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上記のステップまでで、
シミュレートした各確率イベントについ
て、各地域別、性別、年齢別の通院、入院、死亡数が算定され、
こ

８

モデルの検証

示す。図中、過去のイベントが現在発生した場合の損失推定に
基づいて各イベントによる損失の再現期間を示している。集積
管理に用いる損失値を200年再現期間の損失とする場合には、

モデルの検証は過去に発生したパンデミックイベントにおける
死亡率と、
それらのイベントをモデルで解析した結果の死亡率を

近年のイベントによる損失では不十分であり、その損失値を確
率解析の結果から直接求めることが可能である。

比較することによって行う。図８に、過去の主要イベントにおける
主要7カ国（オーストラリア、
カナダ、
フランス、
ドイツ、
日本、英国、
米国）
の死亡率の比較を示す。
この検証においては、1918年のス
が大きい結果となっているが、
これは、
モデルによる死亡率は、現
代の衛生状況、1918年には存在していなかったワクチン、抗ウイ

損失

ペイン風邪における実際の死亡率とモデルによる死亡率の差異

ルス剤等の対策を考慮した結果であるためである。
スペイン風邪
については実際の死亡率に加えて、現代の条件下でイベントが
発生したと仮定したときの推定死亡率の他の研究結果を示すが
（図８中の
「Historical-Adjusted」10））、
その結果は本モデルに

再現期間 （年）

よる結果と近いものとなっている。医療的対策が発達した後の
1957年、1968年、2009年のイベントでは実際の発生率とモデルに
よる発生率の差異は小さくなっている。
同様の検証を米国の被保

【図９】保険ポートフォリオを対象とした確率解析例

険損失データを用いて行っている。

１０

まとめ

本稿では確率論に基づくパンデミックリスクモデルを紹介し
た。確率論に基づくモデルでは、想定シナリオに対する死亡率・
損失の推定ではなく、多数のシミュレートしたイベントを対象
として解析を行うことによって死亡率・損失の確率分布を推定
することが可能である。本モデルは、病原体ごとの地域別発生
率、致死率、年齢層による致死率の差異、
ワクチンの充足率の
地域差を考慮した精緻なモデルである。航空ネットワークによ
る移動の考慮によって世界各地への感染拡大をモデル化し、
SEIRモデルを用いて感染者数、死者数を動的に評価すること
により、世界が緊密につながっている現代の状況下でのパンデ
【図８】過去イベントにおける主要7カ国の死亡率の比較によるモデル検証

ミックの評価を可能としている。近年パンデミックリスクに対す
る関心が高まっているが、本モデルを用いることによって確率
論に基づくパンデミックリスクの計量化が可能となり、保険会

９

社のポートフォリオの集積管理等を合理的に行うことが可能と

モデル解析結果

なる。
以上

本モデルは確率モデルであり、過去イベントの再来を仮定し
た場合の死亡率、損失の算定に加え、死亡数、保険ポートフォリ
オ損失の損失超過確率を算定することが可能である。保険損
失を対象とする場合には、年間期待損失を保険料率の参考値
として利用すること、
また200年再現期間の損失に基づいてリス
ク集積管理を行うことが可能である。図９に架空の保険ポート
フォリオを対象とした各再現期間の損失の解析結果の事例を
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Disasters & Accidents information

災害・事故 情報
対象期間：2017年9月〜11月

RMFOCUS 編集事務局

（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）

地震・噴火・津波
●メキシコ、9月に三つの地震が発生、約470人死亡
9月にメキシコを三つの地震が相次いで襲った。
一つめのM8.1の「メキシコ沖地震」
（日本で報道された名称。
「チアパ
ス地震」
とも呼ばれる）は、9月7日午後11時49分（現地時間、以下同様）
に発生し、震源は同国南東部のチアパス州沿岸から約90km沖の太平洋
で、深さは約70kmであった。
この地震による死者は98名（同国政府9月
14日発表）。約70cm程度の津波も観測されたが、津波による被害は確認
されなかった。
二つめのM7.1の「メキシコ中部地震(2017年)」
（以下、
「メキシコ中部
地震」）は、9月19日午後1時14分に発生し、震源は同国中部プエブラ州ラ
ボソ周辺（メキシコ市南東約120km）で深さは約50kmであった。
この地
震による死者は369人（同国政府10月5日発表）。
三つめのM6.1の地震は、9月23日午前7時53分に発生し、震源は同国
南部のオアハカ州マティアスロメロから18キロ南東であった。地元メ
ディアは24日に、
この地震によりオアハカ州や首都メキシコ市などで計5
人が死亡したと報じた。
7日に発生した
「メキシコ沖地震」
では、
同国南部のオアハカ州とチアパ
ス州に被害が集中した。
オアハカ州では75人以上が死亡し、
1万2千戸以
上の家屋が損壊した。
チアパス州の建物被害は5万戸以上に及んだ。
ま
た、
震源から約1,000km近く離れた首都メキシコ市でも大きな揺れを感
じ、
多くの人が建物の外に飛び出し路上で不安な夜を過ごしたという。
19日の「メキシコ中部地震」は、32年前(1985年)にメキシコ市などで
約9,500人の犠牲者がでた「メキシコ地震」(M8.0)とちょうど同じ日の9月
19日に発生した。そのため、
この日は朝からメキシコ市など各地で地震
を想定した避難訓練が実施されており、今回の地震はその避難訓練の
直後に発生した。19日の「メキシコ中部地震」は、7日の「メキシコ沖地
震」よりマグニチュードは小さかったが震源が首都メキシコ市から約
120kmと近く、首都圏を中心に古い建物等が倒壊、学校の倒壊で多くの
子供が犠牲になるなど、一連の地震のなかでは人的被害が最も大きい
ものとなった。一方、首都圏には日系の自動車メーカーも含め同国の基
幹産業である自動車産業が集積しており、それらの工場は操業を一時
停止したものの製造設備等の被害は比較的少なく、主要幹線道路等も
被害を免れ、被災後1週間以内には操業を再開。32年前の大地震の教訓
が生きた、
との報道もされた。
23日のM6.1の地震では、同国南部のオアハカ州を中心に再度被害が
発生し、橋が倒壊するなど、同州で3人が死亡、7人が負傷（地元メディア
9月24日報道）
した。
なお、今回の三つの地震は震源の場所が離れており、直接の関連は
無く余震ではないとみられているが、一つめの地震が、その後に発生し
た二つの地震の発生を早めた可能性はあると専門家は述べている。

風水雪災・豪雨・竜巻
●超大型台風21号、選挙の投票日に静岡に上陸、8人死亡
超大型の台風21号は、10月21日から22日にかけて日本の南を北上し、
23日午前3時ごろ、強い勢力で静岡県御前崎市付近に上陸した。台風は
その後、広い暴風域を伴ったまま関東地方を横断するように北東に進
み、東北沖に抜け、23日午後3時に北海道の東で温帯低気圧となった。
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台風を取り巻く発達した雨雲や本州付近に停滞した前線の影響によ
り、西日本から東日本、東北地方の広い範囲で大雨となり、和歌山県新
宮市では48時間に888.5ミリを観測し観測史上1位の値を更新するなど、
21日から23日にかけて近畿地方や東海地方を中心に500ミリを超える
記録的な豪雨となった。
また、沖縄から北海道に至る広い範囲で風速20
メートル以上の非常に強い風を観測し、西日本や東日本、北海道では風
速30メートルを超える猛烈な風となったところがあった。
これらの影響で、西日本から東北地方の広い範囲で河川の氾濫や浸
水害、土砂災害等が発生。
また、全国各地で停電や断水などが発生した
ほか、鉄道の運休や航空機・船舶の欠航等も発生。また、23日は衆議院
選挙の投票日であったため、離島の開票作業が遅れるなど選挙にも影
響を与えた。
11月6日の内閣府発表では、川に流され死亡した人や、衆議院選挙の
投票所出口調査員が帰宅途中に水没した車内で死亡するなど、
この台
風による死者は、三重県と大阪府で各2人、茨城県、富山県、長野県、和
歌山県で各1人の計8人となった。そのほか負傷者215名、家屋の全壊5
棟、半壊15棟、一部損壊630棟、床上浸水2,456棟、床下浸水3,426棟、非住
家被害は25棟となった。
また、
この台風による、
りんご、稲等の農作物の
被害や、漁船、漁具等の漁業関係の被害も大きく、農林水産省によると
被害額は370億円を超えた。

自動車・鉄道・船舶・航空機事故
●群馬、民間輸送用ヘリが墜落、搭乗員4人死亡
11月8日午後2時25分ごろ、ヘリコミューター輸送を行う航空会社T社
のヘリコプターが、群馬県上野村の藤沢橋付近に墜落し、炎上。搭乗し
ていた4人全員の死亡が確認された。墜落現場は、上野村役場から西に
約700mの道路上で、人や車が巻き込まれるなどの被害はなかったが、
周囲は騒然となった。
T社よると、ヘリに搭乗していたのはいずれも同社社員で、機長1名と、
整備士3名の4人だった。ヘリは仏製で、乗員・乗客22人の搭乗や最大5ト
ンの荷物をつり下げて運ぶことが可能な大型輸送機だった。
ヘリは、水力発電所から近くの工事現場に重機や解体したプレハブ宿
舎などを運んだ後、午後2時3分に山梨県早川町のヘリポートを離陸し
たと無線連絡し、栃木県のヘリポートへ向かっていた。前橋地方気象台
によると、現場周辺は当時曇りで、ほぼ無風状態だった。地元消防による
と
「ヘリが西から東の方向に飛んでいてUターンし高度が落ちると、機体
後部の部品が飛び、回転しながら落ちた」
との目撃情報があったという。
11月21日、運輸安全委員会は、機体のテールローター（後部回転翼）
の付け根にある
「ピン」が折れていたと発表した。ヘリのテールローター
は機体から50mほど離れたところで見つかっており、同委員会はテール
ローターが飛行中に外れ、事故につながった可能性もあるとみている。

製品安全
●自動車「完成検査」不正、国内大手自動車製造2社で発覚
9月29日、
国内大手自動車製造A社が、
国内全6箇所の工場で、
完成した
車両の安全性などを検査する工程の一部を、
無資格の社員が行っていた
と発表した。
併せてA社は、
販売直前だった計約6万台の出荷を一時停止

するとともに、
既に市場に出回った車両も改めて点検すると発表した。
工場で製造された自動車は販売前に、道路運送車両法に基づき、
メーカーが認定した検査員がハンドルの利き方やライトの点灯状況な
ど、安全面の基準を測定装置や目視でチェックする
「完成検査」を行う必
要がある。各メーカーでは、社内の資格試験に合格した社員がこの工程
を行っているが、国土交通省が9月にA社の工場を立ち入り検査したとこ
ろ、国内全6工場で社内の資格試験に合格していない「補助検査員」
と呼
ばれる社員が「完成検査」を行い、検査書類に有資格者の印鑑を押して
いたことが判明したという。
A社の経営陣が10月2日の記者会見で検査不正を陳謝するとともに、再
発防止も誓ったが、その後の弁護士などの第三者も含む社内調査で、9月
の問題発覚後も国内4工場が再発防止策に従わず、無資格社員による完
成検査を10月11日まで継続していたことが判明。10月19日に再度謝罪す
るとともに、国内全6工場で生産した国内向けの全車両の出荷を約2週間
停止すると発表した。また、不正継続に伴い、
リコール台数（検査不正のあ
る車種で、販売後に初回の車検を受けていない車を対象にリコールを実
施）も当初の届出台数の約116万台から約4万台増え、約120万台となった。
11月17日にA社が発表した調査報告書によると、無資格検査は長年
常態化しており、現場（係長以下）は法令違反であることを認識していた
が、社内監査等では隠蔽（いんぺい）が行われていた。課長以上の管理
職は、現場に丸投げで不正を認識していなかったという。
A社の問題を受け、国土交通省が他の国内自動車メーカーにも報告
を求めたところ、国内大手自動車製造B社でも、同様な完成検査の不正
が発覚。10月27日、B社は、無資格の従業員が検査する不正が30年以上
続いていたと発表した。B社の場合、完成検査の教育や訓練を受け、現
場管理者が「十分な知識と技能を身につけた」
と認定した従業員に対
し、さらに2〜6カ月間現場で経験を積ませ、筆記試験に合格すれば「完
成検査員」
となる社内の「業務規程」
であったが、現場管理者に認定され
た後、筆記試験の合格に至るまでの間に完成検査をさせていたため、
結果的に無資格検査が常態化することになったという。
2社以外の国内自動車メーカーからは、同様の不正は無いと国土交通
省に報告された。
●素材の検査記録偽造、国内素材メーカー3社で発覚
10月8日、国内大手製鉄業C社は、自動車・航空機・鉄道車両などに使
われるアルミや銅等の素材製品を製造する国内4工場において、一部の
製品について製品の強度等を示す「検査証明書」のデータを改ざんし、
基準に合わない製品を出荷していたと発表した。
素材メーカーにおいては、顧客と契約した仕様に満たない不適合品
が発生することがあるが、すべての不適合品を廃棄するわけではなく、
顧客が強度や耐久性に問題ないと判断したものについては顧客了承の
もと購入してもらう
「特別採用」
と呼ばれる制度がJISにも定められてい
る。C社の場合、
この制度を悪用したもので、顧客の了承なしに顧客と契
約した仕様を下回る製品を、検査記録を改ざんのうえ正規品として出荷
しており、C社はこれも
「トクサイ」
と呼び、十年以上前から行われていた
と見られている。
C社がアルミ製品と銅製品を納入した自動車、航空機、鉄道車両等の
メーカーは約200社で、海外の自動車メーカーや航空機メーカーも約30
社含まれており、それらのメーカーでは完成品としての安全性の検証・
確認に追われた。
C社は当初、
アルミ製品と銅製品を不正の対象として発表していたが、
その後の社内調査の結果、鉄粉素材、鉄鋼製品（線材）や特殊鋼などの
10製品、鋼板厚板加工品等でも、同様の改ざんやねつ造が判明し、10月
11日から26日にかけて追加発表した。
不正対象製品の追加に伴い、
納入先の完成品の安全性の検証・確認
対象も500社以上に増加。
10月中旬、
国内大手自動車製造各社は
「車体
等の主要部品については安全性に問題が無いことを確認した」
と発表。
鉄道会社も
「新幹線の台車で、
強度がJIS基準を下回っている部品が使用

されていることを確認したが、
実際の使用には十分耐えうる強度がある
のを確認した」
と発表した。
C社の11月24日時点の発表よると、
約7割の納
入先企業において安全性に問題がないことが確認され、
直ちに製品を回
収することが必要であると判明した事案は確認されていないという。
C社では、
グループ会社が2016年にもばね用鋼材の強度試験のデー
タを改ざんしJISの認証が取り消されたばかりであったが、今回の不正
発覚に伴い子会社の銅管工場ではJIS認証を取り消されるとともに、ISO
９００１の取り消しを受けた。またアルミ製品を作る工場においてもJIS法
違反で出荷自粛や、ISO認証の一時停止措置となった。
メディアによるC社の報道が続くなか、11月23日、国内大手非鉄金属製
造D社が、子会社の3社においてゴム製品、銅製品やアルミ製品でデー
タの改ざんなどの問題があり、計274社に出荷された可能性があると発
表。安全性や原因等の詳細については今後調査のうえ発表するとした。
また、11月28日、国内大手化学製品製造E社も、タイヤ補強材を作る子
会社が品質検査のデータの改ざんを行っていたと発表。改ざん前のタ
イヤ補強材の強度は本来の基準強度と比較し誤差は1%以下で、
タイヤ
メーカーは安全性には問題ないとしている。

情報関連
●米、信用調査会社から個人情報1億4千万人分流出
9月7日、米国大手信用調査機関3社の一つであるF社は、データベース
にサイバー攻撃を受け、米国の消費者約1億4,300万人分の個人情報が
流出した恐れがあると発表した（10月2日、約1億4,600万件に訂正）。
F社によると、流出した恐れがあるのは、氏名や社会保障番号、誕生
日、住所などの個人情報。
このほか約20万9千人分のクレジットカード番
号や、個人の特定が可能な約18万2千人分の文書にアクセスされたとい
う。英国やカナダに住む個人の情報も一部含まれていた。信用情報を保
管した中核のデータベースには侵入された形跡がないとしている。
この情報流出により9月下旬に引責辞任したF社CEOは、10月に開催さ
れた米議会の公聴会において、
「ミスと怠慢の結果」
と責任を認めて謝
罪。脆弱（ぜいじゃく）性に気づきながらソフト更新を怠るなど、重要度
の高い個人情報を扱う会社としては弁解の余地もないほど初歩的なミ
スが重なったと述べた。

テロ・暴力行為
●米ラスベガス、
「米史上最悪」の銃乱射、59人死亡、500人以上負傷
10月1日午後10時8分（現地時間）
ごろ、米国西部ネバダ州ラスベガス
中心部の野外コンサート会場に向かって、男が銃を乱射した。警察によ
ると、
この銃乱射で59人が死亡。527人が負傷した。2016年にフロリダ州
で起きた銃乱射事件の死者49人を上回り、現地メディアは「米史上最悪
の銃乱射事件」
と報じた。警察は、銃撃犯とみられる容疑者は単独犯で、
死亡したと発表。ネバダ州在住の64歳の白人で、国際テロ組織とのつな
がりはないとの見方を示した。
容疑者は、
カジノや商業施設が多数集まる目抜き通りの近くにあるホ
テルの32階の部屋から、2万2千人以上がいた近くのコンサート会場に
向け、約10分間にわたり銃を乱射しつづけた。容疑者が居たホテルの部
屋を警察が特定し、約1時間後に特殊部隊が突入した際には既に容疑
者は死亡しており、
自殺したとみられている。
その後の警察の捜索で、ホテルの部屋から自動小銃やライフルなど
23丁の銃器類を押収。銃の一部には、正確に標的が狙えるスコープ（照
準器）が付けられたものや、殺傷能力の高い銃に全自動での連射を可
能にする部品が取り付けられていたものがあった。
また、容疑者の自宅
からは、19丁の銃器類と爆発物、数千の弾薬が押収された。
自殺した容疑者は、狩猟が趣味でギャンブル好きだったという。
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Information

セミナー・その他

インターリスク総研コンサルタントが「地域安全学会優秀発表賞」を受賞
第40回地域安全学会研究発表会（春季）において、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の
中西 翔が
「洪水ハザードマップを活用した確率論的リスク評価手法
の開発」
を発表し、
「地域安全学会優秀発表賞」
を受賞しました。
今回の受賞は、洪水ハザードマップを活用して将来の洪水リスク
を予測する新たな手法についての研究成果が評価されたものです。
今回開発した手法は、洪水リスクの地域的な相互関係を考慮してシ
ミュレーションを実施する点に特徴があり、従来の手法に比べてよ
り合理的にリスク評価を行うことができます。
インターリスク総研では、今後のリスク評価手法の精度向上に
貢献し、
リスクマネジメント技術の高度化を実現していくための研究
（左）
受賞した中西コンサルタント

開発に一層力を入れていきます。

地震対策セミナー2018を開催します
地震防災の専門家、先進的な取り組みを実施している企業およびインターリスク総研より、地震に関する最新の動向や企業に求
められる具体的な地震対策について説明、紹介いたします。

日

時

2月21日
（水）13時30分〜16時30分

会

場

三井住友海上火災保険 駿河台新館
TKP ガーデンシティ御茶ノ水 3階会議室
（住所：東京都千代田区神田駿河台3-11-1）

主

催

三井住友海上火災保険 インターリスク総研

定

員

120名（申し込み先着順）

参 加 費
申込方法

無料
Web上の申し込み画面より手続き
（下記URLよりお申し込みください。）
http://www.irric.co.jp/event/index.html
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お問い合わせ
インターリスク総研
リスクマネジメント第一部

災害リスクグループ

セミナー事務局
（長島、
日塔）
TEL：03-5296-8917

〈本号でお話をうかがった方
（敬称略）〉

粟飯原 勝胤
（あいはら かつたね）

石川 雄一
（いしかわ ゆういち）

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 取締役 執行役員

1978年、
自治医科大学卒業後、
病院・保健所で僻地医療に従事
1986年ハーバード大学で行動科学・医学教育を研究し、
独自の健康学習理論
を確立する
メンタル・タフネス研究会委員
（旧自治省）、生涯生活設計プログラムモデル
ガイドブック等に関する研究会委員
（総務省）
、医療関係者審議会専門委員、
医師国家試験委員
（厚生労働省）
などを歴任
現在、
健康学習学会名誉会長、
自治医科大学地域医療学非常勤講師
医学の枠を越えた健康を目指し、全国各地で講演会活動を行いながら
「自分
らしい人生を過ごすための総合的な人間の健康」の啓蒙と普及につとめる。
これまで全国80カ所以上の自治体で、
まちづくりや人材育成を中心とした事業
にも貢献

1989年
2004年

2005年
2010年
2014年
2017年

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
・オペレーション本部
（営業部門）
に所属
同社情報システム本部営業システム部アシスタント統括マネージャー就任
・オペレーション出身の経験を活かし、現場に根ざしたシステム
開発・運用を推進
７＆
ｉＨＬＤＧＳ.設立により転籍。同社システム企画部ＣＶＳシステム
シニアオフィサー就任
ＣＶＳ
（セブン-イレブンシステム）
部門全体を統括
執行役員システム企画部シニアオフィサー就任
・ＣＶＳ部門に加え、
Ｉ
Ｙを母体とするグループシステム全体を統括
取締役執行役員就任
・日本防災産業会議理事・情報分科会会長
・内閣府「災害情報ハブ」推進チーム委員

〈本号に寄稿していただいた方
（敬称略）〉

関原 優
（せきはら まさる）
三井物産セキュアディレクション株式会社
コンサルティングサービス事業本部長
情報処理安全確保支援士(第000073号)
情報セキュリティ専門会社である三井物産セキュアディレクションの設立に
携わる
15年以上にわたり、IT・サイバーセキュリティのサービス事業に従事し、SOC
構築、
サイバー攻撃分析、疑似攻撃によるWebサイトやネットワークの診断、
セキュリティツール開発、官公庁やグローバル企業等に対するセキュリティコン
サルティングなどを多数手がける
【特許】
特許番号̲第5955475号 発明者
概要：自己多重起動抑止特性を利用したマルウェア感染防御・無効化技術
特許番号̲第5996145号 発明者
概要：暗号化時のファイル特性を利用したランサムウェア検知・防御技術
特許番号̲第6219550号 発明者
概要：ファイルマッピングによる暗号化に対するランサムウェア検知・防御技術
【著書】
訴訟・コンプライアンスのためのサイバーセキュリティ戦略/NTT出版

【現職】
有限会社日本ヘルスサイエンスセンター
株式会社ヘルストラスト
健康学習学会

代表取締役
代表取締役会長
名誉会長

吉田 道雄
（よしだ みちお）
九州大学大学院博士課程単位取得後、九州大学助手、鹿児島女子短期
大学講師、熊本大学教授を経て、熊本大学名誉教授・同大教職大学院シニア
教授
日本グループ・ダイナミックス学会常任理事、(財)集団力学研究所長等を
歴任、
現在も熊本県教育委員・熊本県青少年育成県民会議会長等を務める
専門はグループ・ダイナミックス。博士
（学術）
・教育学修士
リーダーシップや組織安全の確立を目指して対人関係トレーニングの開発と
安全文化醸成に関わる研究・実践を展開。
これまでに、産業界をはじめ看護や
教育の分野で600コース以上のトレーニングを企画・指導

藤村 和也
（ふじむら かずや）
バイスプレジデント＆マネージングディレクター、
AIR Worldwide
1993年京都大学大学院工学研究科修士課程修了後、鹿島建設入社、構造
設計解析業務に従事
2005年カリフォルニア大学バークレー校にて博士(工学)、統計学修士取得。
災害モデリング会社で研究開発に従事した後、2007年AIR Worldwideに
入社、
現在に至る
AIRでは、地震や台風などの自然災害リスクモデルの研究開発、
自然災害
リスクの定量化コンサルティングに携わっている

岡本 正
（おかもと ただし）
銀座パートナーズ法律事務所 パートナー弁護士
マンション管理士・ファイナンシャルプランナー
（AFP）
・医療経営士・防災士・防
災介助士。東日本大震災を契機に「災害復興法学」
を創設。日本組織内弁
護士協会副理事長、公益財団法人東日本大震災復興支援財団理事等公
職多数。著書に
『災害復興法学』
（単著）
、
『自治体の個人情報保護と共有の
実務』
（共著）
等
2001年 3月
2003年10月
2009年10月
2011年 4月
2011年12月
2012年 4月
2013年 4月
2017年 9月

慶應義塾大学法学部法律学科卒業
弁護士登録
（第一東京弁護士会）
内閣府行政刷新会議事務局上席政策調査員
（〜2011年10月）
日本弁護士連合会災害対策本部室長
（〜2011年12月）
文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター
総括主任調査官
（〜2017年）
慶應義塾大学法科大学院非常勤講師
中央大学大学院公共政策研究科客員教授
（〜2017年）
慶應義塾大学法学部非常勤講師
博士
（法学）
学位授与
（新潟大学大学院現代社会文化研究科）
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編集後記
2018年最初のRMFOCUSはいかがでしたでしょうか？
さて、昨年2017年は、年頭から
「今年の10大ニュース」
クラスの大きな
出来事が立て続けに起こった激動の１年という印象があります。
今年2018年はどうでしょうか。平穏な１年となるとよいですね。
本稿執筆時点では
「2017年の10大ニュース」
といった特集記事や番組
はまだ見ることができませんが、
インターリスク総研の中では、早くも
「2018
年の10大ニュース」
がひとつ確定しています。
11月1日にプレスリリースしていますので、
すでにご存知の方も多いかと
思いますが、
インターリスク総研は2018年4月1日付でＭＳ＆ＡＤグループ内
のシンクタンクであるＭＳ＆ＡＤ基礎研究所と合併し、
「ＭＳ＆ＡＤインター
リスク総研」
として新たなスタートを切ります。
この合併により、専門性の高い人財の有効活用と組織的な育成を図
り、実践的なコンサルティング力と基礎研究に基づく知見を融合させ、
お客さまに一層質の高いリスクソリューションを提供していきます。
2018年もMS&ADインシュアランス グループおよびRMFOCUSを一層
ご愛顧賜りますようお願いいたします。
(I.W)
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