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2017年の訪日外国人数が過去最高の2,869万人を記録するなど訪日外国人旅行者が急増する一方、交通機関の混雑や道路の渋滞、
文化の違いなどによる摩擦など、地元住民の生活を脅かしかねない事態も起こりつつある。このような負の側面の解消に向け先進
的に取り組んでいるスペイン・バルセロナ市の状況を紹介し、日本での対応の必要性を解説する。

金融安定理事会の「気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）」が、企業が気候変動によってもたらされるリスクおよび機会
について、明確で比較可能かつ一貫した開示を行うための提言書を公表してから１年余りが経過した。ＴＣＦＤ提言において特に注
目されているシナリオ分析の手法について最新の動向を踏まえ考察する。気候変動シナリオ分析の方法論をめぐる動向

38
健康寿命の延伸が重要な政策目標となる中、健康無関心層の存在と健康格差の問題が大きな課題となっている。本稿では、今後、
健康なまちづくりの方向性として、まち全体で健康リスクを軽減していく「0（ゼロ）次予防」の仕組みや、多世代交流・社会参加に
よっておのずと健康になれる「共生」社会の構築に焦点を当てて事例を紹介する。

観光公害

28
工場ラインの自動化に伴い、自動制御を含むシステムの事故のリスクを低減する「機能安全」が近年ますます重要視されるように
なっている。本稿では、機能安全が活用されている分野や日本における動向を中心に紹介し、機能安全の活用に向けユーザーに求
められる対応のポイントについて概説する。

17
病院のＢＣＰ策定率は一般の企業に比較して低い現状にある。本稿では、発災直後から100％以上の働きが必要とされるなど一般
企業とは異なる病院固有の特性を踏まえ、内閣官房参与 佐々木 勝氏に病院ＢＣＰの策定のプロセス、ＢＣＰ実効性向上のための
訓練のポイントについて解説いただく。

病院のBCP

機能安全

25
高齢化社会の進展、訪日外国人観光客の増加など、商業施設・集客施設を取り巻く環境は、昨今大きく変化している。このような
環境変化を踏まえ期待されるリスクマネジメントについて、本稿では、特に改善・強化の必要性が高いと思われる施設のリスクサー
ベイ、危険予知トレーニング（ＫＹＴ）の概要と実施上の留意点について解説する。
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労働生産人口の減少や労働者の高齢化を背景に、「健康経営」が注目されている。本稿では、経営者が従業員を想い、従業員にとっ
て必要なことを着実に取り組んだ結果、「健康経営」を実現し、同時に地域・社会への貢献を果たしている熊本県のＫＤＳグループの
取組事例を紹介する。

11
東京商工会議所は、2016年に中小企業の健康経営取組を支援する「健康経営アドバイザー」制度を発足した。本稿では、東京商工
会議所のサービス・交流部会員交流センター 所長 中村 友樹氏に、中小企業が健康経営を成功に導くための課題や対処方法を、具
体的な企業事例を交えて紹介いただく。
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ＳＤＧｓの目標である「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」ことを達成するために期待されているツールの一つと
して、開発途上国における貧困層向け金融サービス（マイクロファイナンス）がある。本稿では、開発途上国の貧困層に関する現状、
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要旨
▪2017年にＴＣＦＤの提言が公表されたことにより、企業や金融機関において、気候変動に関わるシナリオ分析を行う機

運が高まっている。
▪パリ協定の成立によって、2℃目標の達成に向けて国際社会が脱炭素社会に大きく移行する「2℃シナリオ」も、可能性

のある将来の一つとして、重視されるようになった。
▪すでに複数の金融系イニシアチブが、2℃シナリオにおける投資先の財務指標への影響を評価する手法を提案している。
▪一方で、事業者は金融機関と立場が違うことから、事業戦略に役立つように、定性的／定量的に広くシナリオを検討

することが望まれる。

1．ＴＣＦＤ提言の公表から１年
2017年6月、金融安定理事会（ＦＳＢ）注1）の「気候関連財務情

報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）」は、企業が気候変動によって
もたらされるリスクおよび機会について、明確で比較可能かつ
一貫した開示を行うための提言書（以下、「ＴＣＦＤ提言」）1）を
公表した。

ＴＣＦＤ提言は、2018年8月現在で347の企業と機関投資
家、日本の金融庁や環境省を含む49の政府機関や国際機
関が支持を表明するなど、広がりを見せている（図１、２）。 

気候変動シナリオ分析の
方法論をめぐる動向

レジリエントでサステナブルな社会をめざして年間シリーズ

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第三部  環境・ＣＳＲグループ

上席研究員　寺
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【図２】ＴＣＦＤ提言の賛同企業・機関投資家（業種別）　　　　　　　（出典：参考文献5）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図１】ＴＣＦＤ提言の賛同企業・機関投資家（国別）
（出典：参考文献5）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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よって検証し、戦略を考えることが適切と考えられる。
ＴＣＦＤ提言によれば、シナリオ分析は「与えられた仮定およ

び束縛条件の下、起こりうる様々な代替可能性のある将来の
状態を考慮することにより、一連の仮説的結果を評価する」こと
である6）。シナリオ分析は、確実な将来予測ではない。可能性の
ある将来のうちから特定の結果を仮定し、それに至る経路（シ
ナリオ）を想定し、時間の経過とともに自社のビジネスにどのよ
うな影響を与えるかを評価するのである（図３）。

パリ協定の成立により、2℃シナリオも「可能性のある状態と
経路」の一つとなった。そのため、ＴＣＦＤ提言は、2℃シナリオ
を含む気候関連シナリオを考慮して、企業戦略がどの程度の強
靭性（レジリエンス）を備えているかを説明することを推奨して
いる。

またＴＣＦＤが示すシナリオ分析のステップは図４のとおり
であり、叙述的なストーリーによる定性的分析、数値データや
モデルによる定量的分析、その組み合わせが考えられる。気候 

機関投資家を代表して企業に気候変動質問書を送付している
ＣＤＰ注2）も、今年からＴＣＦＤ提言の内容を質問内容に反映さ
せた2）。289の機関投資家（運用資産総額30兆ドル）が署名する
イニシアチブClimate Action 100+注3）も、世界の温室効果ガス

（GHG）排出上位の161の企業に対して、ＴＣＦＤ提言に則った
情報開示を求めている3）。

ＴＣＦＤ提言の背景や概要については、2017年10月発行の本
誌記事「企業における気候変動リスクのシナリオ分析の必要
性」4）において解説しているが、ＴＣＦＤ提言において特に注目
されているシナリオ分析に関して、その後の1年で様々な試みが
なされている。本稿ではその内容に焦点を当てて考察する。

2．ＴＣＦＤ提言とシナリオ分析
今後の社会経済の展開によって、21世紀末の気温上昇が、産

業革命前に比べて2℃以下に収まる状態もある一方、4℃を超
える状態も考えられる。さらにその状態に至るまでの経路も無
数に考えられる。将来的に気候変動問題がどのように展開する
かは、大きな不確実性を抱えている。

一方、パリ協定（2℃目標）の達成に向けて国際社会が脱炭素
社会へ着実に変革していった場合（2℃シナリオ）、多くの企業
が将来的に「従来通りのビジネス（BaU）」の前提を覆されるこ
とになる。また気候変動が緩和できずに、気温が大幅に上昇し
た場合にも、企業は洪水や干ばつなどの様々な物理的リスクに
直面する可能性がある。

このように不確定性が高く、中長期的に顕在化し、シナリオ
によって重大かつ複雑な影響をはらみ、また過去のトレンドや
データからは予測しにくい問題については、シナリオ分析に 

【図４】気候関連シナリオ分析のプロセス　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献6）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研仮訳）

【図３】シナリオ分析の概念図
（出典：参考文献7）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研仮訳）
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変動分野のシナリオ分析は、まだ新しい考え方であり、その手
法についても様々な試行錯誤が行われている。

3．規範的な２℃シナリオ
人によっては、ＴＣＦＤの言うシナリオ分析は、通常のビジネ

スで活用されるシナリオ分析と少し異なると感じるかもしれな
い。

例えば2013年にシェルは、「豊かさ」、「人々のつながり」、「リー
ダーシップ」という未来を考える上で政治的、社会的にカギとな
る三つの観点から、「マウンテンズ」、「オーシャンズ」という対照
的な二つのシナリオを策定した8）。マウンテンズは、権力が固定
化されて社会システムの安定を重視するシナリオである。それに
対して、オーシャンズは権力が広く委譲され、市場原理による調
整が大きな役割を果たす一方、社会が不安定化するシナリオで
ある。この場合、いずれのシナリオも2℃目標を達成できないが、
このようにシナリオ分析は先にシナリオの終着点を固定しない
で策定する（オープンエンドと呼ぶ）ものが一般的である。

一方で、ＴＣＦＤ提言をめぐる一連の動きを受けて、同社は
2018年3月に「スカイ」と呼ばれる2℃シナリオを公表した9）。同
社によれば、スカイはその時々の政治的、社会的条件とは無関
係に、あらかじめ決められた2℃目標の達成のための道筋を描
いた「規範的なシナリオ」だとしている。2℃シナリオの分析にお
いては、この性質の違いを認識しておく必要がある。

ただしＩＰＣＣ注4）が人口増加、技術進展、経済成長、国際協調
などの点で、特徴が異なる五つの社会経済シナリオ（SSP：共通
社会経済経路）を導入するなど、気候変動シナリオに政治的、
社会的条件の違いも反映させる取り組みが進められている10）。 
将来的に同じ2℃シナリオでも、社会経済シナリオの違いによる
比較が可能になるなど、分析のためのシナリオの自由度と入手
可能性が増していくものと考えられる。

４．金融機関向けのシナリオ分析事例
ここで二つの金融系イニシアチブが開発しているシナリオ分

析手法を紹介したい。

⑴ＵＮＥＰ−ＦＩ ＴＣＦＤ試行ＷＧのシナリオ分析手法

有志の16の銀行による国連環境計画・金融イニシアチブ 
（ＵＮＥＰ−ＦＩ）のＴＣＦＤ試行ワーキンググループ（以下、
「WG」）は、2018年4月に気候変動の移行リスクについて、試行
的に電力、資源採掘企業を対象にシナリオ分析を実施したレ
ポートを発行した11）。

WGは分析に際して、一般的によく引用される国際エネル
ギー機関（ＩＥＡ）注5）の2℃シナリオではなく、ポツダム気候研究
所が有する統合評価モデル（ＩＡＭ）によるシミュレート結果を
採用した。ＩＥＡのシナリオは2040年までを対象としており、エ
ネルギー構造が劇的に変わると考えられる2040年代以降を考
慮していないことが理由として挙げられている。

分析手法は、以下のとおりであるが、金融機関向けのため、
投融資先企業の信用格付への影響評価を主眼に置いている点
が特徴的である。

①移行シナリオ
業種、国単位で、2℃シナリオがGHG直接排出コスト、GHG間

接排出コスト（サプライチェーン起因）、低炭素のための資本的
支出（CAPEX）、収益の変化という財務リスクの四つのリスク
因子経路に対して、時間軸に沿って、どの程度の影響があるの
かを評価する。
②個社単位の補正

必要に応じて、各業種内の個社レベルのリスクについて、専
門家の判断や特別な評価モデルによって補正を行う（図５）。 
そして、デフォルト率（債務不履行に陥る確率）、信用格付への
影響を検討する。

【図５】電力分野でのシナリオ分析の例　　　　　（出典：参考文献11）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研仮訳）



レジリエントでサステナブルな社会をめざして
気候変動シナリオ分析の方法論をめぐる動向

RMFOCUS Vol.67 〈2018 Autumn〉　4

③ポートフォリオ影響評価
①②の結果を統合して、予想損失額（EL）を評価する。

⑵ＥＴ−ＲＩＳＫプロジェクトのシナリオ分析手法

2°C投資イニシアチブ、オックスフォード大学、スタンダード＆
プアーズ（Ｓ＆Ｐ）などによる研究コンソーシアムであるＥＴ−ＲＩ
ＳＫプロジェクトは、2018年1月にシナリオ分析手法のレポート
を公表12）し、それに前後して電力、自動車、鉄鋼、セメント分野
の分析事例を相次いで開示している。

同プロジェクトでは、ＩＥＡのシナリオを2050年まで延長し、
2℃目標を達成する「野心的移行シナリオ（ＡＣＴ）」、2.7℃の気
温上昇に至る「限定的移行シナリオ（ＬＣＴ）」の二つを用意して
いる。モデルを用いて、将来の長期的なＥＢＩＴＤＡ注6）をシミュ
レートし、投資先企業の価値を評価する。

同プロジェクトがセメント分野について、ブラジル、ドイツ、フ
ランス、イタリア、メキシコ、米国の6カ国を対象に、セメント5社
を分析した事例13）を図６に示す。分析結果は、ＡＣＴシナリオ
であっても、2040年以降は炭素価格の地域間格差の解消と炭
素回収貯留（CCS）の普及に伴い、業界は成長すると見通して
いる。

5．事業者のためのシナリオ分析
金融機関は、あくまでも自らのポートフォリオを構成する多数

の投資先企業について、リスク管理を行うことを主目的としてい
る。そのため、粗いモデルであっても、リスクを定量的に算出し、
とにかく信用格付やＥＢＩＴＤＡなどの財務指標に落とし込むこ
とを志向している。

しかし、金融機関は投資ポートフォリオを組み替えればよい
が、投資先である事業者は、事業経営を行う立場である。その
ため、必ずしも財務指標への影響の算出にこだわらず、事業戦
略に役立つように、定性的／定量的に広くシナリオを検討する
ことが望まれる。

実際にシェル、エクソン・モービル、ＢＨＰビリトン、コノコフィ
リップス、ＥＮＥＬ、グレンコア、スタットイルなどの資源や電力
会社が、すでに2℃シナリオを含むシナリオ分析を実施している
が、財務指標への影響まで算出している企業はほとんどない12）。

例えばエクソン・モービルのシナリオ分析は、自社独自のモ
デル計算をしているわけではなく、ＩＥＡのシナリオや13種類の 
ＩＡＭの計算結果などの既存の公表されている研究結果を基
に考察している。同社はそれに基づき、2℃シナリオ下の石油需
要は2010〜2040年の間に平均で年率0.4％減少するとしてい
る。一方で同社が保有している石油の確認埋蔵量のうち、90％
は2040年までに使用するとして、同社の石油資産のリスクは小
さいと結論付けている14）。結論について様々な見方はあるとし
ても、このように科学的な根拠を踏まえて、リスクを検討する姿
勢が求められる。

【図６】セメント分野でのシナリオ分析の例　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献13）の内容を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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6．ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研の
リスク分析手法

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、移行リスク、物理的リス
クのそれぞれについて、様々なサービスを提供しており、その一
部を紹介したい。

⑴サプライチェーンの炭素価格リスク概算ツール

炭素価格の財務影響については、ＩＥＡなどで2℃シナリオを
前提とした炭素価格の国別の想定値が示されている。したがっ
て、自社の直接的なGHG排出量（スコープ1、2）がわかれば、簡
単に算出することができる。

サプライチェーンを通じた間接的なGHG排出量（スコープ3）
も算出している企業が多いが、基本的に国別の排出量まではわ
からない。そこでＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、世界の経
済構造を総合的に把握することができる多地域産業連関モデ
ル（MRIO）を用いて、サプライチェーン上流の国別GHG排出量
を推計した。その結果を用いて、企業のサプライチェーン上流で
生じ得る炭素価格を概算することができる（図７）。経済構造は
現在のものを踏襲することになるため、あくまで概算ではある
が、比較的簡単に算出することが可能である。

⑵気候変動による洪水頻度変化予測マップ

ＭＳ＆ＡＤグループは、芝浦工業大学の平林由希子教授、
東京大学生産技術研究所の山崎大准教授と共同で2018年
5月から「気候変動による洪水リスクの大規模評価（LaRC-
Flood®）」プロジェクトを開始している。その一環として、ウェブ
上の地理情報システム（GIS）で「気候変動による洪水頻度変
化予測マップ」を無償公開した15）。本マップは、平林教授、山崎 

准教授らが2013年に論文16）として発表し、ＩＰＣＣ第5次報告書
にも掲載された研究成果に基づいている。

本マップは、20世紀末（1971〜2000年）に100年に1度の確率
で生じる洪水が、21世紀末（2071〜2100年）に何年に1度の頻度
で生じる可能性があるか（以下、「予測再現期間」）を示している 

（図８）。将来の気候については、ＩＰＣＣの代表濃度経路（RCP）注7）

シナリオに基づいている。公開されているマップでは、気候変動
が最も顕在化するRCP8.5シナリオの結果を見ることができる。

本マップは、まだ多くの不確実性が残っており、現実の水循
環を完全に再現できるものではない。そして大陸部の大河川の
評価には適しているが、島嶼部や小さな河川流域では信頼性
は低い。

しかしながら、企業担当者は本マップによって、気候変動に
よって洪水リスクが大幅に増大しうるということを、科学的な
根拠に基づいて視覚的に認識することができる。今後、より精
度の高いリスク評価の研究が進められることで、定量的なシナ
リオ分析にも活用できるようになることが期待される。

【図７】サプライチェーンの炭素価格リスクの算定手法
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図８】気候変動による洪水頻度変化予測マップ15）
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７．ESG関連リスクへの広がり
ＴＣＦＤ提言の公表（2017年6月）から1年が経って、様々な気

候変動シナリオ分析の手法やツールが提案されつつあり、今
後、さらに事例や手法が増えていくものと考えられる。しかしな
がら、事業者にとっては定性的／定量的手法のどちらである
か、または財務指標に反映できるかという観点よりも、自社のリ
スク管理とビジネス戦略の策定について役立てるということを
第一に取り組むことが期待される。

またこのようなリスク分析は、今後、気候変動以外にも求
められるようになると考えられる。ＷＢＣＳＤ注8）とＣＯＳＯ注9）
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（最終アクセス2018年8月20日）
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析の必要性」MS&ADインターリスク総研、2017年10月

5) TCFD「Home>TCFD supporters>TCFD Supporters as 
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2017.9
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9) Shell "SKY Meeting The Goals of The Paris Agreement", 
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15) MS&ADインターリスク総研「気候変動による洪水頻度変化予測

マップ」＜https://www.irric.co.jp/LaRC-Flood/＞（最終アク
セス 2018年8月20日）

16) Hirabayashi Y, Mahendran R, Koirala S, Konoshima L, 
Yamazaki D, Watanabe S, Kim H and Kanae S, "Global 
flood risk under climate change", Nat Clim Chang., 
3(9),2013, pp.816-821

17) COSO, WBCSD "Enterprise Risk Management -Applying 
enterprise risk management to environmental, social 
and governance-related risks- Preliminary Draft",2018.2

18) MS&ADインターリスク総研「サステナビリティ経営 レポート第4
号　ESG関連リスクのERM（全社的リスクマネジメント）への統
合」、2018年10月

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

2)ＣＤＰ
65０以上の機関投資家（運用資産総額87兆ドル）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

3)Climate Action 1００+
２０17年に発足した気候変動に取り組む機関投資家のイニシアチブ。国連責
任投資原則、Ceresなどの五つの投資家団体と連携している

4)ＩＰＣＣ（国連気候変動に関する政府間パネル）
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

5)国際エネルギー機関（ＩＥＡ）
第1次石油危機後の1974年に、エネルギー安全保障などを目的として、ＯＥＣ
Ｄの枠内の機関として設立された。現在、3０カ国が加盟しており、毎年、「世界
エネルギー展望（ＷＥＯ）」などの中長期予測を公表している

6)ＥＢＩＴＤＡ
利払い前、税引き前、減価償却前利益のことで、企業価値評価の指標として
用いられる

7)代表濃度経路（ＲＣＰ）シナリオ
気候変動の予測を行うためには、放射強制力（地球温暖化を引き起こす効果）
をもたらす大気中のＧＨＧ濃度やエアロゾルの量がどのように変化するかを
記述したシナリオを用意する必要がある。ＩＰＣＣはＧＨＧ排出の緩和策を前提
として、将来のＧＨＧ安定化レベルとそれに至る経路のうち、代表的なものを
選んだシナリオを策定した。これをＲＣＰシナリオと呼ぶ

8）持続可能な開発のための世界経済人会議（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

9）トレッドウェイ委員会支援組織委員会（COSO）
内部統制、ERMのフレームワークを策定し、世界で広く用いられている

は、2018年2月にESG関連リスクを全社的リスクマネジメント
（ERM）に統合するためのガイダンス文書（ドラフト）を公表し
た17）。現在、ESG関連リスクは経営リスクとして認知されるよう
になったが、さらにその重要性を増して、他の経営課題と並んで
企業全体のリスクマネジメント体制の中で取り扱われるように
なるだろう。それについては、また別の記事18）を参照願いたい。
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ＫＤＳグループ （株式会社菊池自動車学校　株式会社熊本ドライビングスクール　株式会社 炭屋）

〈特集〉健康経営①

１	注目が高まる健康経営
日本は、少子高齢化により労働生産人口の減少や労働者の高
齢化が進んでいる。こうした状況の中、企業が生き延びていくに
は、従業員が持つ個々の能力を最大限発揮させながら長く活躍
してもらう必要がある。その手段の一つとして「健康経営」に注目
が集まっている。
「健康経営」とは、従業員が心身ともに健全で、いきいきと働け
るような環境づくりに企業が投資することである。従業員が健康

要旨
▪労働生産人口の減少や労働者の高齢化を背景に、「健康経営」が注目されている。
▪「健康経営」によって、社員は体調が良くなることを実感し、前向きな気持ちで働けるようになる。それが品質向上や新た

な取り組みへの原動力につながる。
▪ここでは、経営者が従業員を想い、従業員にとって必要なことを着実に取り組んだ結果、「健康経営」を実現し、同時に地

域・社会への貢献を果たしている企業の実例を紹介する。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部 健康・医療サービス開発室
主任コンサルタント　　　　　　 田

た な か

中 ゆか

になることで仕事へのモチベーションが上がり、それらが生産性
の向上や新商品・サービスの開発など、最終的には事業目標の
達成につながるという、従業員を人財ととらえる戦略的な考え方
である。特に、近年では、「健康経営」に取り組む企業を顕彰する
評価制度にも注目が集まっている。
今回は、現在の「健康経営」の推進というトレンドではなく、従
業員の健康なくして企業の成長はあらずという考えの下に、経営
者が従業員を想い、トライアンドエラーの繰り返しによって結果
的に「健康経営」を実現し、地域・社会への貢献も果たしながら企
業価値を向上させている熊本県のKDSグループを紹介する。

社員を想い、社会を想う
健康経営
 〜熊本県の自動車学校から〜

ＫＤＳグループ

永
な が た

田  佳
よ し こ

子 社長

所 在 地 	 熊本県	菊池市・熊本市
社 員 数 	 100名（パート含）
経営理念	 「世のため人のための社会貢献」　		経営ビジョン　	「いのちをまもる　自動車学校」

お客さまも含めた敷地内全面禁煙、教習生とのコミュニケーションを重視した取り組み、
地域の交通安全や健康の啓蒙活動、エコ自動車の利用やＬＥＤ照明の利用などを通じた温暖化
対策を積極的に行う傍ら、地産地消レストランを通じた地域貢献など幅広い活動を行う。
◆健康経営優良法人（中小法人部門）2017・2018　2年連続認定
◆厚生労働省　第6回健康寿命をのばそう！アワード　優良賞
◆熊本県健康づくり県民会議　表彰
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〈特集〉健康経営①

ＫＤＳグループの取組事例を通じて、永田社長の想いと成功の
秘訣を探ってみたい。

２ 健康経営を通じた企業の成長
　
きっかけは社員の突然の不幸だったという。「社員の命を守る
ことは社長としての責務だ」と考え、社員の健康増進の取り組み
が始まった。

⑴禁煙の取り組みを通じて「新しい自分」に

亡くなった社員がヘビースモーカーだったことや、当時社内の
喫煙率が80％超だったことから、禁煙の取り組みに着手した。当
初は、喫煙時間と喫煙場所の制限を行ったり、分煙機を設置した
喫煙ルームを配備した。しかし、短時間に1か所で大人数が一斉
に喫煙するので、喫煙室から戻ってくる社員が大量のタバコの煙
をまとってしまい（サードハンド・スモーク注1））失敗に終わった。ま
た、お客さまや同僚から苦情が出たこともあり、思い切って敷地
内全面禁煙に踏み切った。
トップダウンで禁煙をさせるのではなく、自身の納得が行動の
変容につながると考えた。そこで、「なぜ禁煙すべきか」を理解して
もらう為に、喫煙のリスクを専門家（医師）から学ぶ機会を設け、
社員にきちんと納得させた（図１）。ある社員は、その勉強会で主
流煙より副流煙の方が有害物質が発生し、その害が数倍に及ぶ
ことを知り、我が子の小児喘息は自分の喫煙のせいかもしれない
と思い、その日に禁煙を決意したという。ただ、どんなによい講義
でも、時間と共に記憶が薄れてしまうため、こうした学習を毎年繰
り返し実施するようにした。特に、啓発のためのツールは、地域の
団体や県・自治体の施策の中に無料で活用できるものも多い。
また、禁煙宣言をした社員に対し、同僚の励ましや禁煙手当の
支給など、会社ぐるみで応援することにした。その結果、約8年か
かったが、喫煙率は当初の81％から8％に減少した。卒煙した社
員からは「花粉症がなくなった」「自分だけでなく、家族や親戚も
全員禁煙した」という喜びの声があがった。「卒煙してからご飯を
おいしく感じるようになったが、そのせいでつい食べ過ぎてしま
うのでマラソンを始めた」という社員は、マラソンを機に新たな	
コミュニティが広がり、インスタグラムで世界中に友達ができ、
いきいきしているという。数十年来の愛煙家だった女性社員は、
卒煙してから明らかに肌つやが良くなった。禁煙の取り組みを通
じて、社員は「体調の良さ」を実感するとともに、目標を成し遂げ
進化した自分に「自信」を持ったようだ。禁煙の取り組みを機に、
社内の健康意識は少しずつ高まっていった。

⑵社食からベジファースト、そしてヘルスラボレストランへ

医食同源というように、日々の食生活の積み重ねも大切であ
る。昼食は、意識しないと、炭水化物や油ものが中心になりがち
なので、栄養バランスやカロリー計算がされた社食を専門業者に
依頼、社員に半額で提供するようにした。しばらくすると社員の多
くが、コンビニのカット野菜を持参して食べるようになっていた。
社長が「どうしたの？」と聞くと「社長、ベジファーストですよ。野菜
から食べると、血糖値の上昇を抑えてくれるんですよ」という。社
員たちが健康に関心をもち、自ら行動するようになっていた。そこ
で社長は、社員をもっと応援したいと思い、思い切って、地元の野
菜を会社で仕入れ、野菜サラダを社員に半額で提供するようにし
た（図２）。
　

熊本は全国有数の農業県。昼食時の野菜サラダの提供を機
に、地産地消・地域貢献も兼ねて、レストランを新規事業として
オープンした。地元の食材を使ったファイトケミカル注2）スープや
グルテンフリーの玄米パスタなどを取り入れた、ヘルスケアラボ
を兼ねたレストランである（次頁図３）。まさに、経営理念にある
「世のため人のための社会貢献」である。

【図１】禁煙セミナーの様子

【図２】昼食の野菜サラダ
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⑶お互いを知る

永田社長は社員全員の顔と名前を把握している。朝礼で社員
の顔を見て「今日は体調が悪そうだ」と思えば声をかけている。	
あるとき、誕生日を迎えた社員に「今日は家族に祝ってもらう
の？」と聞いたら「特に予定はない」と寂しい反応だった。それを
機に、誕生日の社員には朝礼でお祝いをし、会社からケーキを贈
呈することにした。会社では同僚たちに	ハッピーバースデイソン
グで祝ってもらい、ケーキは家族の皆さんで一緒に食べて祝って
もらえるように、という社長の粋な計らいだ。祝福された社員は、
その場で一言話す。いつも場が和み、一日のテンションが上がる
という。まるで家族のような会社である。
お互いを知るのは、教習生のお客さまに対しても同じ。「挨拶プ
ロジェクト」として、すれ違い様の挨拶はもちろん、毎時間一列に
整列して教習生と挨拶をする（図４）。教習生からは「挨拶のすば
らしさを教えてもらった」とか「皆がすれ違い様に知らない方でも
挨拶されるので自分も自然と挨拶できるようになった」との声が
寄せられ、スタッフ一同喜んでいる。挨拶を通じて、教習生へのお
もてなしや会社（学校）全体のよい雰囲気が醸成されている。

⑷「健康経営」を通じた会社の変化

「世のため人のための社会貢献」という経営理念に基づき、発
達障がい者や聴覚障がい者の教習や高次脳機能障がい者向け
の講習が新設された。障がいを持つ方が運転免許を取ることで
社会進出の機会が増え、人生に自信を持ってもらえればと考え
た。一方、会社としては、障がいについて、専門の知識やスキルの
習得や個別指導など、時間と費用を投資しなければならない。し
かし、社員は「社会のためになるならやりましょう」と言ってくれ
た。新しいことを始めるのはパワーが必要である。そうした原動力
は人であり、その人自身の心身が健康でないと生まれてこないと
いう。
少子化で運転免許の取得者が少なくなっているにもかかわら
ず、取り組みを始めてから入校者数は伸び、業績も取り組み前と
比べて右肩上がりとなっている。

⑸「健康経営」は先行投資

社員は宝であり、会社は社員で成り立っている。その従業員が
病気やケガをしていたり、やる気が起きなければ会社は回らな
い。特に、人の入れ替えが難しい中小企業において、社員の健康
は死活問題である。
感染症予防の例としては全社員にインフルエンザ予防接種の
費用補助をしている。2018年、麻疹が流行った時は抗体検査を全
員で行い、抗体がなかった20％の社員にワクチン接種を行なった
（麻疹はインフルエンザの20倍の感染力）。
コストはかかるが、欠勤による経済損失に比べれば安いと考え
ている。1人欠勤すると1日約8時間、1週間だと56時間分の事業損
失になる。インフルエンザが流行し10人欠勤するとその損失は計
り知れない。
数値化は難しいようだが、よりよい心身のコンディションと
なるよう社員を支援すると、彼らは最大限の力を発揮できる	

【図３】ヘルスケアラボレストラン

【図４】挨拶プロジェクト
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ようになる。そうすると、先に述べた新たな取り組みへの挑戦がで
きるようになり、それがお客さま満足につながっていく。こうした
支援には時間や労力、コストもかかるが、永田社長は、投資したも
の以上のリターンは得られると確信している。

３	ＫＤＳの取り組みからみる健康経営とは
⑴健康経営を通じた好循環

「健康経営」によって、社員は体調が良くなることを実感し、新し
い（変わることができた）自分に自信を持ち、前向きな気持ちで働
くようになるという。
社員が最大限の力を発揮すると、お客さまに対しても良いサー

ビスが提供できる。その結果、お客さま満足度もアップし、お客さ
まの喜びの声を通じて社員はやりがいを感じていく。やりがいが
あれば長く働きたいと思うようになる。ここで、社員は自分の健
康が資本だということに改めて気づく。大事な社員が長く働いて
くれることで、マンパワーが充実し、次の一手に踏み出せるという
（図５）。

永田社長をはじめとする経営陣は、常に社員を見て、社員と
会話することで、社員がどのような課題を持っているのかを把握
し、社員・社風にあったやり方で取り組んでいった。経営陣が本
気で動いたから、社員も変わっていった。母のような気配りと愛
情。社員は「社長が自分を見てくれているのは嬉しい」と感じて
いるようだ。

⑵中小企業だからこそ「健康経営」を

「健康経営」は、目に見えるものでもなく、数値化しにくい。やっ
た方がよいのか迷う企業も多いかもしれない。一方で、「健康経
営」を通じて活気ある会社に生まれ変わっている企業が実在す
る。特に中小企業にとっては、現在いる社員にいかに活躍しても
らうかが重要である。「中小企業で健康経営なんて難しいので
は？」という声もよく聞くが、中小企業には「社員との距離の近さ」
や「意思決定の速さ」そして「経営理念を持続させやすい」という
「健康経営」の実践における強みがある。コストが課題になるこ
とも多いが、自治体や健保との連携や支援を活用することで効率
的に実践する方法もある。

永田社長いわく、日本の産業を支える企業の99.7％は中小企業
である。ここで「健康経営」が広がり、その取り組みとして、病気に
なりにくい生活習慣の浸透や、病気になっても早期発見・早期治
療が促進されたら、我が国が抱える社会保障費の増大、特に医
療財政の問題解決につながっていくのではないか。社会保障問
題の解決にも中小企業は寄与できるという。
永田社長は、その思いを一人でも多くの企業経営者が理解

し取り組んでいただけるようにと、事業経営の傍ら、講演や執
筆を通じた情報発信も行っている。目は常に外にも向けられて
いる。

「健康経営」は、生産性向上や事業目標達成に向けた戦略の
一つであると考えられている。ＫＤＳグループの「健康経営」は、
それだけにとどまらず、求められる健康長寿の達成や福祉の推
進、地域の活性化に貢献しながら、企業価値向上に確実につな
げている。

以上

負担軽減
傷病手当の減少・健康保険料負担の抑制

健康への目覚め
定年の延長

健康が生み出す企業発展の
好循環

マンパワーの充実
自社ブランドの構築

次の一手

社員が健康で元気
明るい職場やる気アップ

生産性アップ
企業の収益アップ
社員の報酬もアップ

仕事のやりがい
帰属意識　団結力
イメージアップ

リスクマネジメント
事故不祥事の予防
労災発生の予防

【図５】健康が生み出す企業発展の好循環
（ＫＤＳグループ資料を基にMS&ADインターリスク総研にて一部編集）

注）
　　　　　　
1）サードハンド・スモーク

部屋の壁や喫煙者の服、髪の毛などに付いた、目に見えないガス状の有害成分
のこと

2）ファイトケミカル
植物が紫外線や昆虫などから体を守るために作りだされた色素や香り、辛味、
ネバネバなどの成分のこと。ファイトケミカルは必須栄養素ではないものの、体
にとってよい作用をするため、健康維持のためにぜひ摂取したい重要な成分で
あることが明らかになってきている
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１	中小企業にも広がる健康経営
2015年の健康経営銘柄発足から3年、大企業が中心だった
健康経営の取り組みが中小企業にも確実に広がりを見せてい
ます。協会けんぽや健保組合を中心に進められてきた、健康経営
の取り組みを企業として社内外に宣言する「健康宣言事業」は、
2018年6月現在で宣言社数が約23,074社に達し、また、日本健康
会議が認定する「健康経営優良法人」の中小規模法人部門でも、
スタートから2年目の2018年には認定法人は775社に上ってい
ます。
こうした顕彰制度の広がりもあって、2016年には12.4％だった
中小企業における健康経営の認知率は、2017年には27.4％に

要旨
▪東京商工会議所は、独自調査で中小企業が健康経営に取り組む上での「ハウツー」が不足していることを把握し、健康経

営の専門家「健康経営アドバイザー」を派遣して企業をサポートする事業を展開している。
▪大企業と比較し潤沢な資金や人材の確保が困難な中小企業が、限られたリソースの中で健康経営を成功に導くポイント

は何か。2017年度に東京都と連携して実施した３1社の中小企業への専門家派遣から見えてきた課題や対処方法を、具
体的な企業事例を交えて紹介する。

東京商工会議所
サービス・交流部会員交流センター
所長  　　　　　中

な か む ら

村 友
と も き

樹氏

まで増加するなど（図１）、日本企業の99.7％を占める中小企業
にも健康経営の考え方が浸透してきています。
その背景には様々な要素があると思いますが、やはり最も影響
が大きいのは深刻な人手不足ではないでしょうか。
日本商工会議所が全国の中小企業約4,000社を対象に実施
している「人手不足等への対応に関する調査」によると、人員の
過不足状況について「不足している」とする企業の割合は、2015
年の50.3％から年々増え続け、2018年では65.0％にまで膨らん
でいます。採用難、従業員の高齢化、若者の早期離職など、人
材の確保に苦慮する中小企業の実態が伺えます。特に、採用難は
深刻さを増しています。リクルートワークスが発表している「大卒
求人倍率調査」では、大企業はおおむね1倍程度で推移してい
るのに対し、中小企業はおおむね3倍と高位で推移しています。

中小企業にも広がる
健康経営
 〜成功のポイントは経営者の“本気度”と体制作り〜

【図1】健康経営の認知率

（経済産業省 2015年度調査） （東京商工会議所 2017年度調査）
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どのようなことをしたらよいか
分からない（指標がない）

ノウハウがない

社内の人員がいない

予算がない

相談できる社外の
専門家がいない

効果やメリットが分からない

個人情報のため健診
情報等を把握できない

その他

特に課題はない
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さらに、ここ数年は求人倍率が急増し、直近の2019年卒では、
過去最高の9.91倍まで上昇しました（図２）。10人の求人に対して、
応募が約1人という事態です。
そのような中で、従業員の健康づくりを経営的に捉えて、従業
員が健康で生き生きと活力を持って働ける職場づくりを目指す
「健康経営」に注目する経営者が増えています。健康経営の推進
を通じて企業イメージの向上を図り、生産性向上、従業員の定着
化、採用確保に繋げていこうとする動きが広がっていると考えら
れます。
しかし、実際に健康経営に取り組もうとした場合、企業におい
ては、どのように取り組んで良いのかノウハウ不足が課題となっ
ています。東京商工会議所の調査では、健康経営について「取り
組んでみたい」「すでに取り組んでいる」を合わせると9割以上が
関心を寄せている一方で、取り組む上での課題としては、「資金」
「人材」といったリソース不足よりも、「何をしてよいかわからない」
「ノウハウがない」といった回答が上位を占め（図３）、中小企業
が健康経営の取り組みを進めるには、適切な情報提供や専門家に
よる実践的な支援・サポートが必要であることがわかりました。

　２	求められる専門人材
潤沢な資金、豊富な人材を持つ大企業と異なり、中小企業は
常に限られたリソースの中で経営判断を迫られています。こうした
中小企業に対して健康経営の取り組みを支援する専門家には、
中小企業の実態をよく知った上で、時には費用を最小限に抑えた
取り組み、公的支援をうまく活用した取り組みを勧めるなど、個々
の企業に合った方法を提案できる経験とスキルが求められます。
そうした中、中小企業への健康経営の普及・啓発とともに、具
体的かつ実践的な取り組み支援を行える専門人材に対するニー
ズに応える形で、「健康経営アドバイザー制度」が生まれました。

【図２】大卒求人倍率推移
（出典：リクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査（2019年卒）」）

　３	健康経営アドバイザー制度
国の成長戦略である「日本再興戦略改訂2014」に、初めて「健康
経営」という言葉が記載されました。国民が健康で過ごせる年齢
「健康寿命」の延伸を進めることで、国民がより健康で長く活躍
できる社会を作り、生産年齢人口の減少、国民医療費の増大と
いった日本の構造的な課題の解決を図るという政策の一つとし
て、「健康経営」が注目されました。さらに、健康経営を大企業だ
けでなく中小企業にも広めていくには、その普及・啓発を担う人
材、具体的な支援ができる専門人材の育成が必要との考えから、
「日本再興戦略改訂2015」において、企業における健康経営の促
進のため、「健康経営アドバイザーの創設を通じた健康経営人
材の育成・活用促進」が明記されています。
そこで、経済産業省「健康寿命延伸産業創出推進事業」の中
で、健康経営に関わる人材を育成するため、東京商工会議所が
様々な有識者とともに制度を検討・構築し、2016年に健康経営
アドバイザー（初級）研修がスタートしました。
健康経営アドバイザー制度は、「初級」と「上級」の2段階で構
想されました。企業等への普及・啓発や健康経営に取り組む組
織内での推進役として必要な基礎的知識を身につける「初級」、
中小企業診断士や社会保険労務士、保健師、健康運動指導士、
労働衛生コンサルタントなど、「企業経営」と「健康管理・保健・
労働衛生」の分野における専門家を対象に、中小企業が健康
経営の取り組みを進める上で課題の発掘・整理、具体的な取り
組みの提案、実施のサポートができる知識とスキルを身につける
「上級」です（次頁図４）。
「健康経営アドバイザー（初級）」は、リリースされた2016年度
には7,335人、2017年度には8,907人が受講し、様々な場所で活
躍しています。カリキュラムは、毎年ブラッシュアップされており、
2018年度版は、その名称を「健康経営アドバイザー」（※初級を
削除）と改め2018年7月17日にリリースされています。2017年度より	

【図3】健康経営に取り組む上での課題　　　　　　　（東京商工会議所調査）
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Eラーニングによって受講ができるようになり、利便性も向上し
ました。企業内で健康経営を推進する担当者をはじめ、損害保
険・生命保険会社の法人営業担当者、ヘルスケア関連事業者、
経営コンサルタント、健康保険組合、健診機関などの保健関連
事業者など幅広い業種・職種の方が受講しています。
さらに「健康経営アドバイザー（上級）」は、その名称を「健康
経営エキスパートアドバイザー」と改め、2018年10月より募集開
始することが発表されました。
こうした専門人材がそれぞれの活動領域において、健康経営の
普及・啓発あるいは具体的な支援を実施することによって、今後も
ますます健康経営が広がりを見せていくと期待されています。

　４ 東京都職域健康促進サポート事業とは

東京商工会議所が認定する「健康経営アドバイザー」を活用し

【図４】健康経営アドバイザー研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：東京商工会議所）

た自治体の取り組みの一つとして注目されているのが、「東京都
職域健康促進サポート事業」です（図５）。この事業は、職場にお
ける健康づくり、がん対策、肝炎対策、感染症対策などを普及・
啓発するため、東京都福祉保健局より東京商工会議所が受託
して、2017年度にスタートしました。
事業の柱は二つあります。一つは中小企業への普及・啓発、
もう一つは具体的な取り組みを進めたい企業に対する専門家に
よる支援です。
前者は、東京都が制作するリーフレットを持って、健康経営アド
バイザーが都内の中小企業10,000社を訪問し、従業員の健康づ
くりの大切さと東京都が進める施策に関する情報提供を通じて、
健康経営の普及・啓発を図るというものです。具体的には、東京
商工会議所と連携協定を締結した民間企業に所属する健康経
営アドバイザーが企業を訪問し、2017年度は約10,400社にリーフ
レットを配布しました。
特に中小企業が活用できるのが後者の専門家派遣です。健康
経営アドバイザーの認定を受けている中小企業診断士、社会

【図５】東京都職域健康促進サポート事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：東京商工会議所）
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保険労務士など企業経営のプロフェッショナルや、保健師、管
理栄養士、健康運動指導士など、健康管理・保健衛生のプロ
フェッショナルが企業を訪問し、健康経営の取り組みについて、
ヒアリングを通じた課題の発掘・整理、改善策の提案、取り組み
計画の立案などのサポートを行います。東京都の予算を活用し
ているため企業側は無料で利用できます。

　５	専門家派遣制度の仕組み
専門家派遣を依頼した場合、どのような支援が受けられるの
か、具体的に紹介します。
全5回の専門家派遣は、1回目：ヒアリング、2回目：「健康経営診
断報告書」のフィードバック、3～5回目：具体的な取り組みのサ
ポートとなります（図６）。
専門家派遣を希望する場合、まずは所定の申込書に記入の
上、東京商工会議所にファクシミリまたはメールで送付します。
申込書には、企業の概略のほか、加入している健保組合、現在の
健康経営の取組状況、健康経営を通じて目指したいもの（こと）
などを記入します。
申し込み後、事務局から「ヒアリングシート」が届きます。ヒアリ
ングシートには、従業員の状況、業績の状況、健康経営の取組
状況、がん検診の実施状況、加えて健康経営優良法人認定制
度の評価項目に基づいた自社の取組状況について記入します。
その間事務局では、企業規模や業種、健康経営を進める上で
の課題などを考慮しながら、専門家の選定を行います。例えば運
輸業界の企業でかつ労務問題に課題を感じているということで
あれば、同じ業界に対して支援実績のある社会保険労務士を
中心に支援を依頼するといった具合にマッチングを行います。
派遣される専門家として、健康経営アドバイザー研修のプロ
グラム制作に関わった中小企業診断士や社会保険労務士を中
心に、保健師、労働衛生コンサルタント、健康運動指導士などが
控えています。
マッチングの後は、担当する専門家より企業に連絡が入りま
す。その際、初回の訪問日時を調整するとともに、記入済みの
ヒアリングシートを専門家に送付します。専門家は、そのシート

を参考にしながら、初回訪問時にヒアリングを実施し、企業側
の認識だけでなく、専門家の見地から課題の発掘・整理を行い
ます。
次に、専門家はヒアリングした情報を基に「健康経営診断報
告書」を作成します。健康経営診断報告書には、会社概要、財務
指標、従業員構成、職場の健康課題、健康経営優良法人認定に
基づくチェックリスト、がん検診の実施状況といった現状分析
に加えて、すでに取り組まれていることの評価、今後の課題と
改善に向けた提案、改善に活用できるソリューションの提案、
全5回の取り組み計画案が記載されています。
2回目の訪問では、この「健康経営診断報告書」のフィード
バックが行われます。専門家とはいえ1回のヒアリングですべてを
完璧に把握できることはありませんので、企業側として、専門家の
認識に間違いがないか、もし齟齬（そご）があるようなら指摘をし、
コミュニケーションを通じてより精度の高い報告書へとブラッシュ
アップします。特に、今後の取り組み計画は重要です。5回という
限られた無料派遣期間を有効に活用するためにも、自社として
実施可能な内容なのか、またはもっと踏み込んで取り組めるこ
とはないか、しっかりと専門家とすり合わせを行って、計画案を
ブラッシュアップします。
3回目以降は、いよいよ具体的な取り組みに向けたサポートに
入ります。取り組み計画に基づき、専門家のサポートを受けつつ、
自社での取り組みを実践していきます。専門家の提案によっては、
ここから専門家を変更するという場合もあるでしょう。2017年度に
は従業員の健康リテラシーの向上を図るため、中小企業診断士か
ら保健師に支援をバトンタッチし、管理職向けに健康講話を行っ
たという事例や、職場で簡単にできるストレッチをレクチャーして
もらうため、健康運動指導士が派遣される事例もありました。様々
な専門分野を持つ専門家がいることで、幅広い支援が可能なこと
も、本事業の特長の一つです。

　６	具体的な支援事例
それでは、2017年度の支援企業の中からいくつか事例を紹介
します。

【図６】専門家派遣の流れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：東京商工会議所）
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①スターヒューズ株式会社
（製造業、従業員15名、協会けんぽ加入）

創業100年以上を数える製造業の事例です。同社は、製造過
程で「鉛」を取り扱うことから、従前より従業員の健康づくりに
対する歴代社長の関心は高く、様々な取り組みが行われてき
ましたが、本社近くにあった工場を他県に移転してから、事業
所間の取り組みに温度差が出ていました。協会けんぽがすす
める「健康企業宣言」に参加し、社内外に健康づくりを宣言し
たことをきっかけに、今一度従業員の健康づくりについて取り
組みを進めたいと考えたため、専門家派遣を依頼しました。
同社はライフワークバランスの取り組みも進んでおり、離職
率が低い一方で経営者が課題として感じていたのは、従業員の
高齢化が進んでいることと、従業員の喫煙率が高いことでした。
派遣された専門家は社会保険労務士で、初回訪問時のヒア

リングを踏まえ、次のような提案を行っています。
まずは、健康経営の第一歩である、取り組みを進める上での
組織体制の整備が十分ではなかったため、「健康経営推進
委員会」という社内組織を立ち上げることを提案。加えて、本社
と工場で温度差が出ないよう、それぞれに担当者を設置する
など、組織体制を整備しました。
健康づくりの面では、これまで定期健康診断の有所見者に
対する受診勧奨が行われておらず、今後は書面による勧奨を
実施していくことを提案しています。
経営者が認識していた高い喫煙率の改善そのものも重要で
はありますが、専門家が指摘したのは、従業員へのヘルスリテ
ラシーの向上の重要性でした。喫煙だけでなく、食事、運動も
含めて、従業員が健康づくりに関する正しい知識を持ち、自ら
関心を高く持たなければ、経営者が禁煙を勧めたところで効
果が限られると考えたからです。ヘルスリテラシーが高まれば、
前述の有所見者の受診にもつながります。専門家のサポートを
受けながら、保険者である協会けんぽ東京支部に協力を仰ぎ、
生活習慣病予防全般の「健康教育」セミナーを社内で開催す
るなど、ヘルスリテラシーの向上につとめました。
こうして、健康経営への取り組みが順調に進み始めた矢
先、創業100年を機にした事業承継が同社の最重要課題とな
り、この取り組みは一時的に優先順位を下げざるを得なくな
りました。そのような中、懸念されていた問題が起きます。
本社と工場の潤滑油的存在であった役員が高齢を理由に
退職し、続いてベテラン技術者だった高齢社員2名が体調不良
のために休職、そのまま退職することになったのです。まさに、
課題として感じていた従業員の高齢化の問題が浮上しました。
従業員の健康づくりについて、その重要性を再認識した新社
長は、改めて専門家に健康経営のサポートを依頼。健康経営
推進委員会の運営、リテラシー向上のための情報発信を始め、
これをきっかけに実態と合わない就業規則の見直しなど、労務
面での改革も断行しました。その後も専門家のサポートを受け
ながら、協会けんぽ東京支部が実施する健康優良企業「銀の
認定」、「健康経営優良法人認定」の取得を目指して取り組みを
推進中です。

②株式会社ＴＳＫ
（機械部品製造業、従業員11名、協会けんぽ加入）

株式会社ＴＳＫは、半導体製造装置の基幹部品や、すでに
メーカーサポートが終了している製品等の修理・メンテナン
スなどを手掛ける企業で、現社長が半導体関連商社や加工
メーカーなどでの経験を活かし、2010年に創業しました。
経営理念には「誠実・感謝・絆」を定め、経営方針として、製品
や情報をタイムリーに提供すること、変化し成長し続ける企業
を目指すこと、そして、社会貢献を使命として夢・ときめきのあ
る企業を目指すことが掲げられています。
社長自身の「協力してくれる人がいたからこそ、ピンチをチャ

ンスに変えられた」との経験から、事業の協力者である従業員
には気持ちよく働いてもらいたいという思いがあり、これまでも
待遇面や職場環境の整備に熱心に取り組んできました。社員
の健康づくりの重要性について認識したきっかけは、メインス
タッフが体調を崩し、手術・入院などで一定期間職場を離れる
ことを余儀なくされたことです。
また、従業員の年齢に開きがあることから、コミュニケーショ
ンの重要性を感じていたこと、加えて従業員の半数近くが喫煙
者であることから、受動喫煙対策を含めて何らかの対策を講じ
たいと考えていたことから、「健康経営」の考え方に触れた際に
この取り組みが有効だと感じ、具体的な取り組み方法について
アドバイスを受けるため専門家の派遣を依頼しました。
派遣された専門家は中小企業診断士で、初回の訪問時に

ヒアリングを実施しました。従前より「社員を大切にしたい」と
いう思いの強かった社長のもと、2017年に「健康企業宣言」
を実施したほか、健康づくり担当者を置くなどの体制づくりや、
健康測定機器の設置、啓発ポスターの掲示、始業時の体操
などの取り組みは行われていました。
ヒアリングを通じて専門家が指摘したのは、定期健診受診
率の低さです。以前は、ほぼ100％の受診率だったにもかかわら
ず、今年度は業務の繁忙の影響を受けて20％程度と大きく後
退していました。この状況に対して、まずは今年度中の受診率
改善につながるよう、社長と担当者が中心となって、業務との
スケジュール調整を行うなど対策を講じることとなりました。
3回目の訪問時には、保健師も同行し、健診受診率向上に向
けたアドバイスとして、会社近くの医療機関を予約し、あらかじ
め従業員に日時を指定した上で、「当日は仕事よりも優先する」
ことを意識付けしていくよう提案しました。
また、有所見（再検査）となった人に対し、個人情報への配慮
から受診勧奨に消極的な状況であることが分かりました。従業
員がそれぞれ別々の健診機関を受診していたために、健診結
果の書式が統一されておらず、担当者が判断しづらかったこと
も、積極的に勧奨できなかった原因の一つでした。そこで、保健
師から担当者に健診結果を見る際に必要なチェックポイント
を伝えるとともに、担当者が従業員に積極的に受診確認の声
掛けを行うなど、再検査の受診を“当たり前のこと”としていく雰
囲気づくりに着手していくことを提案し、改善を図ることとなり
ました。
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このほか専門家からは、健康経営推進の体制づくりについ
て、もう1歩踏み込んで本社と工場のそれぞれに担当者を設置
するように提案されました。二つある拠点にそれぞれ担当者
を置くことで「全社的に健康経営を推進していく」というメッ
セージとともに会社の本気度を伝え、従業員の健康経営に対
する理解度向上を図る趣旨です。各拠点の担当者が中心と
なって、「健康維持」をテーマにした社内ミーティングの実施
や、社内の健康課題の抽出・整理を行うなど、全社員が参加
するような仕組みを導入していくことで従業員の健康リテラ
シーの向上を図っています。
こうした取り組みを続ける中で、前述の定期健康診断の事前
予約制度もうまく機能し、今年度中に受診率100％の見通しが
立ったほか、社長だけでなく健康づくり担当者の健康経営に関
する理解が深まり、具体的な活動に結び付くようになっていき
ました。
その後、健康優良企業「銀の認定」を取得。次は「健康経営
優良法人認定」を目指して、さらに取り組みを進めています。

　

７	 31社の専門家派遣から見えてきたもの
東京商工会議所は2017年度、事例として紹介した両社を含む
31社の支援を実施しました。
従業員規模別では、従業員30人未満が10社、30～100人未満
が14社、100人以上が7社で、10人未満という小規模な企業も5
社あるなど、企業の規模にかかわらず健康経営の取り組みへの
関心が高いことがわかりました。
健康経営に取り組む理由として多くあげられたのが、「生産性
向上（67.7％）」「優秀な社員の採用・定着（64.5％）」「リスク低
減（61.3％）」「企業イメージ・ブランドの向上（54.8％）」で、人手
不足・採用難の状況を健康経営で改善したいという思いや、労
務管理の不備等によるイメージダウンといったリスクを低減し
たいというニーズも高いことがわかります（図７）。

専門家が指摘した課題で最も多いのは、健康宣言事業への
参加や組織体制づくりといった「健康づくりのための環境整備
（74.2％）」で、次いで、「運動機会の増進（54.8％）」「食生活の改
善（38.7％）」と続いています。やはり、健康経営に取り組む上で最
も重要な組織づくりをしっかりと行うことが、結果的に成果に結
びつきやすいという専門家の考えが現れています（図８）。
31社の中には、残念ながら取り組みが途中でうまく進まなくな
る例もありました。担当者の変更、モチベーションの低下、経営上
のプライオリティの低下などが考えられます。逆に、専門家のサ
ポートを受けて具体的な行動を起こし、成果に繋がっている例で
は、総じて健康経営に対する経営者の思いや意志が明確であるこ
とが多いと感じます。本事業の支援先企業に限らず、自分自身や
家族、身近な従業員などが健康を害した経験を持つ経営者は、
一層強い意志を持って健康経営に取り組まれているようです。
また、早期に健康経営を推進する組織体制を作ることができ
た企業や、大風呂敷を広げるのではなく無理なく取り組めるも
のから着手していった企業などに健康経営のＰＤＣＡがうまく
回っていることが多いのも特徴として挙げられます。
従業員の健康づくりを経営的視点で捉えて、戦略的に実践す
る健康経営は、「こうすれば良い」という画一的な手法があるわ
けではありません。日本健康会議の健康経営優良法人に認定
される中小企業の事例を見ても、毎年個々の企業で工夫を凝ら
した新しい取り組みが見られるように、業種業態の特性やその
企業の歴史や文化・社風、経営者や従業員の価値観によって、
その企業にとって有用な取り組み方は異なってくるでしょう。
まずは、経営者が社内外に「本気度」をアピールすること、その
上でしっかり組織体制を作ること、最後に無理をせず自分の企
業に合った健康経営にまず取り組んでみる「スモールチェンジ」
を実践することがポイントではないかと思います。
健康経営アドバイザーのような専門家のサポートも活用しな
がら、自分の会社にあった「健康経営」を進めていただきたいと
思います。

以上

【図８】専門家が指摘した課題 （東京商工会議所　集計）【図７】支援先企業が健康経営に取り組む理由 （東京商工会議所　集計）
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ことが発災直後には需要が低下する前提の一般企業のBCPと
異なる点であり（図１）、医師や管理職の積極的な関与がなけれ
ば病院のBCP策定は困難である。

発災後の医療需要には、発災後生じる医療需要（重症外傷患
者の救命医療、慢性疾患や感染症対策など）、発災後新たに生じ
る業務（応急対策業務；トリアージ、傷病者の治療、ＤＭＡＴ派遣
など）、通常業務があり（次頁図2）、災害時に機能させるには平
常時からどの業務を優先させ病院機能を維持していくかを考え
ておく。また、災害のフェーズに合わせてその時点での医療資源

病院のBCP

１	病院のBCPの特徴と役割
災害時には救命活動の最前線において総力戦で戦う病院は、
いつ来るか分からないが必ずやってくる地震の備えを万全にする
ために危機管理手法であるBusiness	Continuity	Plan(BCP;
事業継続計画)策定を図っている。しかし、その策定率は一般の企
業に比較して低い現状があり、2017年3月、厚生労働省は災害拠
点病院の要件に「BCP策定」と「訓練研修」を平成31年（2019年）
3月までに達成することを加え、災害拠点病院向けに策定のため
の研修会を行った。策定率の低い理由として、①スキル・ノウハウ
がない、②人材が確保できない、③情報が不足している、などの他
に、④管理者の意識が低い、との指摘もされている。しかし、筆者
の経験から得た大きな理由は、一般企業と異なり発災直後から
100％以上の働きが必要とされることに対する検討不足にあった。
災害時の病院の対応では、平常時とは異なる業務内容を、イン

フラなどへの被災を受け平常時とは異なる状況・体制下で実施
することが求められる。発災直後は、本来低下してしまうはずの
診療能力にもかかわらず、医療需要が増大し平常時を超え、津波
のように来院する多数の傷病者の診療を行う必要性に立たされ
る。熊本地震の際には、ある災害拠点病院（490床）で、前震後18
時間に405名、本震後12時間に528名を診療していた。この著しい
数の傷病者に対する診療能力を「Surge	Capacity」と呼び、この

要旨
▪災害発生時における病院としてのBCPは、患者収容能力（Surge Capacity）を平時から把握し、資源制限の状況下 

災害時に増大する医療需要と機能維持に向け体制づくりを行うものである。
▪Surge Capacityは、病院資源（人員・人材、資器材、収容施設、体制・システム等）と来院傷病者の予測（人数、患者の軽

傷度・重症度等）に基づき把握することが必要である。
▪BCP訓練は、非常時優先業務の決断、指揮命令系統の確認、想定外の事態への対応がポイントとなる。

内閣官房参与
佐

さ さ き

々木 勝
まさる

 氏

災害時の病院のBCP
（事業継続計画）

【図1】病院におけるBCPの特徴：一般企業との大きな相違



RMFOCUS Vol.67 〈2018 Autumn〉　18

病院のBCP

を分析検討しながら刻一刻と変化していく活動内容に対処して
いくことも求められる。

また、従来行われてきた訓練は、トリアージや処置訓練という
いわば現場対応の訓練であり、本部に関する組織的な訓練はあ
まり行われてこなかった。従来の訓練により災害診療の質の向
上がみられたが、診療の継続を目指すBCPの訓練が少なかった
ことが理解不足にもつながっている。災害対応とは、現場からの
情報を本部が収集・分析し、対策立案、調整実行、進行管理を行
い現場に行動の指令を出すという災害対応の一連の流れを円滑
に行うことであり、良い流れを作るためには災害対策本部機能
強化が核心となる。災害対応は現場と本部の一貫した対応が欠
かせず、現場がいくら優秀であっても統括できる本部が機能しな
い限り十分な力を発揮できない。災害対応におけるBCPでは、病
院全体の計画の中で意思決定や判断が必要とされるため、病院
幹部の職責や知識・能力に負うところが大きい（図3）。一方、アク
ションカードや災害対応マニュアルなどの実践行動は部下の職
責であり、指揮に従って行動することが求められる。BCPは本来	
危機管理手法であり、これにより危機に際して本部機能と現場活
動が全組織的な活動として円滑に行われる。
　

２	従来の災害対応マニュアルとの違い
従来の急性期3日間のいわゆる「災害対応マニュアル」と

「BCP」では、主旨・基本概念が異なっている。災害対応マニュア
ルは初動対応（人命救助・資産の保全）が中心で現場の医療職
が主な担い手となるが、BCPは災害発生時の業務継続を念頭に
おいたもので管理運営職が担い手である（図4）。

BCPは産業医のように傷病者の診療自体に直接かかわること
ではなく、作業管理、作業環境管理、健康管理に軸足をおき、「病
院業務＝診療」を継続させるものである。しかし、主旨や概念が異
なるからといって従来の災害対応マニュアルを作成しなおす必要
はなく、従来の災害対応マニュアルを緊急対応計画部分（ERP）
として、BCPの発災から30日までのタイムラインの中に組み込め
ばよい（図5）。

【図2】発災後の医療需要：外部支援だけではない医療需要の増大

【図3】災害対応におけるBCPの役割 【図5】ＢＣＰの構成

【図4】災害対応マニュアルとBCPの主旨・基本概念の違い

病
院

の
BCP
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３	病院のBCP策定
⑴BCP策定の基本

一般的に危機管理マニュアルはタイムラインに沿って「初期対
応計画（Incident	Management	Plan:IMP）」「事業継続計画
（狭義のBCP）」「事業復旧計画（Business	Recovery	Plan:	
BRP）」から構成される（図6）。しかし、病院の場合はこの3者を含
めた広義のBCPを病院BCPと称している。危機管理であるBCP
の目的は①職員を守る、②病院の安全を守る（患者の安全を含
む）、③医療の継続を図る、④医療の復旧を図る、の4点であり、事
業継続をフェーズに合わせて対応させていくことが必要となる。
　

⑵病院BCPの構成

平常時同様、災害時にも常に必要資源が質・量ともに充足して
いるならBCPは不要である。病院の状況は時間とともに変化し、
その経過の中で一部の資源が質・量において不足し業務中断の
懸念が生じるため、BCPは必要となる。BCPは、不足する資源を
有効利用するために業務の優先順位を定め当該業務の復旧と継
続を図ることであり、重要な運営資源に不足が生じないように過
剰な備蓄をすることではない。
病院BCPの標準的な構成は、
①計画策定の基本的な考え方
ⅰ）病院BCP策定の目的と基本方針
ⅱ）前提とする地震と被害想定
ⅲ）発災直後から復旧までの医療需要

②事業継続のための課題と対策つくり
ⅰ）事業継続のための執行体制つくり
ⅱ）発災直後の事業継続計画
ⅲ）緊急対応計画（Emergency	Response	Plan:ERP）
ⅳ）必要資源の現状
ⅴ）事業継続上の課題

③事業継続計画の推進に向けた取り組み
の三部構成である。

⑶策定のプロセス

病院BCPの策定は、①病院の被害状況の想定、②必要資源の
現状把握、③対策検討の順に検討する。
　

①病院の被害状況の想定

病院には医療設備などのハード面、人員（人員と人材）、指揮命
令系統、サプライと装備（種類と量）、情報と伝達（工学的問題の
みではなく人間工学的な課題も含む）、搬送（病院連携）という重
要な6資源がある。さらに医療資源が欠乏する災害に対するロジ
スティックの計画の中には、地理的要因、地域における役割（例;
外傷センター、小児病院など）、納入業者やサプライチェーン、医
療以外の設備資源を組み込んでおく必要がある。東日本大震災
では津波の川登りにより地下に設置していた自家発電機が水没
した事例、熊本地震では裏山が崩落する可能性のために病院被
害はなくとも病院閉鎖となった事例や病院診療不可によって周
産期患者が転院せざるを得なかった事例などが挙げられる。
BCPにおける被害想定は、従来と異なり、ビジネスインパクト
分析（Business	 Impact	Analysis:BIA）と称され、おのおの
の災害ごとの被害を評価するのではなく、あくまでも結果として
もたらされるインパクトを評価する。病院のインパクトには、病
院機能や経営運営へのインパクト、医療提供へのインパクト、
病院スタッフへのインパクトの三つがある。最悪を想定し最良を
期待するのが危機管理の常套であるため、一番大きな被害とな
る可能性がある災害、我が国のような地震多発地域では最大
の被害となりえる地震を例としてBIAを策定する。BIAの検討で
忘れてはならないこととして想定外の想定をすることである。例
えば、東日本大震災で直接被害を受けなかった被災地外の東
京都における、福島原発事故による間接被害としての計画停電
や、2017年震度5を記録した長野県木曽町の病院でのスプリン
クラー故障による病棟の水浸し、熊本地震で耐震構造物が前
震では耐えたが本震では耐えられなかった（新耐震基準は1度
目を耐え、その間に補修し2度目の大地震に備えるための法改
正であった）ことなどである。
インパクトをもたらす大きなものとしてライフラインの被害も
挙げられる。病院自体のライフラインのみではなく、地域防災計
画の被害想定から得られる病院所在地周辺のライフラインの被
害の把握も行う。電力（停電率）、通信（不通率）、ガス（供給停止
率）、上水道（断水率）、下水道（管きょ被害率）という病院周辺
のライフラインの状況から周辺病院の診療能力が推測され地域
の医療事情が見えてくる。また、災害時の地域のライフラインの	
脆弱性から平常時のライフライン対策の実施順位を合理的に	

【図6】病院BCPの体系図とタイムライン
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設定できる。従来の地震の経験から得た病院のライフラインの課
題をまとめた（表1）。

重要な点は想定以外の事象が起こらないように、また、不足が
生じないようにライフラインの多重化・複線化を図ることである。
さらに、不足が生じたらすぐ外部からの支援を期待するのではな
く、まず院内の資源の節約や資源分配の優先順位変更などの自
助努力を考慮する。例えば、電気に関しては東京電力からだけで
はなく北陸電力から電線経路を引き込むという複線化と、液体
燃料から中圧ガスによるコジェネレーション発電による多重化が
望まれる。中圧ガスは低圧ガスと異なり地震にも強く、備蓄によ
る燃料の劣化やデッドストックによる経済的負担も少ない。備蓄
量以外にも、東日本大震災では多くの施設が自家発電装置の燃
料不足で自衛隊などの外部支援を要請したが、その際燃料の種類
（重油か、軽油か、灯油など）を聞かれて戸惑ったことなども報告
されている。医療ガスに関しては液体酸素が病院に充填される曜
日を知ること以外に、貯蔵量は具体的に酸素ボンベ何本に相当
するか、などの細かい知識も必要である。
また、水に関しては熊本地震では災害拠点病院も発災2日後
には不足する事態となった。熊本は元来地下水が綺麗でろ過や	
滅菌しないままでも飲用できたため、日ごろからろ過器や滅菌
機を設置していなかったことが災いし、地震で濁ってしまった	

地下水を使用できなかった。水の複線化を図るには、ろ過機や滅
菌機を設置し日ごろから使用していないと災害時には役に立た
たず経済的負担も生じる。備蓄水量が少なかったり、浄水機能が
不十分であったり、貯蔵タンクが破損したりする可能性も考え、
必要な水の確保を常に外部に依存するのみではなく、内部の自
助努力、例えば平常時から水を使用しない生化学検査機械の設
置なども考慮しておくことが重要である。さらに、配膳下膳の問題
やごみの回収を考えた上での無調理簡易食や通信伝達手段、エ
レベーターなど病院機能維持に欠かせないライフラインのBCP
の観点から見た再構成が望まれる。　

②必要資源の現状把握

a.災害用備蓄医薬品の在庫・期限管理　　
必要資源の中では、災害用備蓄医薬品は在庫・期限管理だけ
ではなく平常時から不要な物の削除や変更・更新・追加をしてお
く。東日本大震災では、200名に及ぶ透析患者を一度に引き受け
た東京都は一時的に都内の透析液が不足したり、工場が被災し
たため血液培養寒天培地が不足したり、福島原発の事故により
放射能汚染の可能性のため小児に備蓄用の水を提供したり、と
いう事態が発生し、サプライチェーン確保の必要性が叫ばれてい
る。しかしながら、日ごろからの経営上一括購入など特定業者と
の結びつきが強くなる中で、突然代替業者を指定しても確保は難
しく、また、行政が一括備蓄しても誰が運ぶかなどサプライチェー
ンの課題が残されている。

b.患者収容能力（Surge Capacity）の把握　　
前述のように電力、上水、医薬品など運営上欠かせない運営
資源や薬品や資器材などの必要資源は従来から検討されてきた
が、人員・人材、資器材、収容施設、体制・システムなどの資源の
結果としてそれに対応する患者収容能力（Surge	Capacity）の
検討はなされてこなかった。最近では単純な負傷者収容数を意
味するSurge	Capacityの他に、著しく増加した患者を評価し少
数あるいは専門的な治療を行う能力を表すSurge	Capability
も含め、地域の多くの分野の調整に関する組織的なアプローチを
「Medical	Surge」と呼んでいる。Surge	CapacityにはStuff、
Staff、System、Structureの4要素があり、頭文字をとって4Sと
呼ばれている（次頁図7）。
Surge	Capacityを検討するには来院傷病者数の予測が重要
である。従来のように漠然と何人来院するかもしれないからそれ
に合わせて準備するという非現実的な対応から、どのくらいの傷
病者が実際に来院するか、医療資源から何人の診療が可能かを
検討する。
急性期の来院傷病者は文献上の二重波効果（15～30分に軽
症患者、30～60分に重症患者が来院）と、地理効果（多くの被災
者は発生地点から30分以内の施設を受診）に従って、病院を中心	

【表1】病院のライフラインの主要な課題一覧

●他力本願的な事項のみでは想定外のことが起こった時に支障
が大

●支援や応援のみではなく、 優先的な配分や節約を考えること

◦電気

①自家発電装置の能力と限界

メインテナンスも含む

②燃料の備蓄と劣化

③代替性

多重化・複線化

④使用量と優先順位

⑤院内配線回路図の熟知

⑥医療資器材の管理

コンピュータのリセット

各種スウィッチのON/OFF

◦水

①使用量と優先順位

②備蓄の量と種類

③複線化：地下水の利用

④上水だけではなく、下水

⑤院内配管

⑥水圧

◦ガス

①使用量と使用目的

病院におけるガスの存在意義

例：給湯、冷暖房、厨房・・・

②現状認識

低圧ガス/中圧ガス

③復旧までの経過・推移

④ガスと発電に結びつかない

電気の多重化につながる

◦医療ガス

①圧縮ガス

人工呼吸器、airdrill

コンプレッサーは？

②サプライチェーン

③圧力不均衡

④充填日は何時？

◦食料

①必要数の想定

人数・日数

職員・入院患者・来院患者・

帰宅困難者

②備蓄場所・保存方法

③調理、配膳

◦通信伝達

①資器材のメインテナンス

②通信伝達手段の選択

③人員要員

④安否確認システム

callback policy

⑤異種他業種との情報共有

⑥正確

⑦情報の流れ

一方向性/両方向性

⑧EMIS

◦その他

①エレベーター

病院のBCP

病
院

の
BCP
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として60分圏内、80m/1分間として4.8km/60分圏内（図8）の傷病
者数を把握しておく。
この圏内の市町村の人的被害想定を各地域の地域防災計画
から拾い一覧票を作る（表2）。
次に、周辺地区に存在する災害拠点病院、二次救急医療機

【図7】Surge Capacityの4S

【図8】急性期来院傷病者予測

【表2】地域防災計画上の人的被害予測数

関、救急医療機関の数を調べ、重症は災害拠点病院に、それ以
外は二次救急医療機関に搬送されると仮定して来院患者数を	
推測する（次頁表3）。
ただし傷病者来院数の予測だけでは、必要な人材や医療資
源の把握ができずSurge	Capabilityを予測することが難しい。	
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【表3】来院予測傷病者数

【表4】傷病内訳予測数

傷病内容の予測には阪神淡路大震災時の資料から傷病内訳の
比率を調べ、この比率を予測した重症者数にかければよい。これ
により何科の医師が必要か、何の資器材が有効か、など具体的
な治療が見えてくる（表4）。

重症患者の傷病内容は予測あるいは推測できないか？

＝阪神淡路大震災の資料　

重傷者数（　　名）×外因割合（　　％）

病院のBCP

【表5】集中治療室必要度予測者数

阪神淡路大震災時の資料から、集中治療を要した比率を基
に集中治療必要予測者数も計算しておけば、例えば、クラッシュ
症候群で透析を必要とするような集中治療を要する患者数や、
必要となる透析器、人工呼吸器などの必要予測数も見えてきて	
（表5）、さらに具体的なSurge	Capabilityの予測が可能になる。

以上は急性期に関する主な話であるが、阪神淡路大震災の
データからも3日以降は疾病が増加していくため、急性期以降の
診療維持も重要な課題であり、病院のBCPとしてはタイムライン
を1カ月と設定すると良い。
病院のBCPを一言でいえば、病院の役割の推移を考慮し
ながら（BIA）、著しく増加した需要にこたえていくこと（Surge	
Capacity）である。この結果として需要と供給のアンバランスを
生じるため、資源を踏まえたトリアージが必要となる（次頁図９）。
現場対応者は、目前の傷病者への医学的対応に終始するが、
BCP担当者すなわち病院の管理者はその目的である『職員を	
守ること』も念頭に現場対応を行うことになるため、現場対応
者とBCP担当者の間に多少なりともギャップが生じる。BCPの	
本質論は、現場の対応手順をそのまま継続し医療需要と供給の
バランスが壊れ事業継続が成り立たなくなることを防ぐことであ
るため、そのギャップがあっても原則的には事業継続の観点から
指揮命令権者の判断に従うべきである。

病
院

の
BCP
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③対策検討

発災時には矢継ぎ早に判断・決断を迫られる。限られた運営資
源で実施可能なことを優先順位の判断・決断を即時に行いなが
ら実行しなければならない。
BIAのリアルタイムな把握、時間により変化するSurge	
Capacityの把握、優先業務のリストアップと状況に応じた選定
が必要である。災害時に病院に与えられた課題はどれも非常時
優先業務であり、前述したように非常時優先業務には、発災後生
じる医療需要、発災後新たに生じる業務（応急対策業務）、通常
業務がある。資源に見合った業務継続が至上命題である中、でき
ること／できないことの判断をして意思決定をすることが重要で
ある。リスク論でいうリスク概念には、意思決定論でいう結果の
確率分布が既知な状態に関するリスクの事態と、確率分布が既
知でない状況に関する不確実性の事態とを含んでおり、後者が
災害時の意思決定の状態である。したがって、災害時は判断とい
うより決断が重要であり、判断は客観的で誰が行っても結果は同
じ、決断は主観的であり人によって違う、ということを認識してお
かねばならない。
その時点での職員の参集状況に応じて優先度の高い業務から
対応していく非常時優先業務の選定には、非常時優先業務総括
表（表6）、部門別非常時優先業務一覧、各非常時優先業務にお
ける必要資源一覧をあらかじめ作成しておく。
部門別BCP策定のポイントは、以下の5項目であり、理想論で
はなくあらかじめ実態に見合った各部門の優先業務を選定する。

◦職員の参集状況を想定する（夜間の発災を想定）。
◦非常時優先業務を抽出する。
◦フェーズ毎の参集状況に基づき、取り組むべき非常時優先
業務を選定する。

◦職種間の連携を基に作成する。
◦通常、委託会社が行っている業務については災害時の各社の対
応方針を確認の上、職員による対応も視野に入れて検討する。

優先業務はその時の必要性の度合いと医療資源の兼ね合いで
決定されるものであるため、あらかじめの予想が困難である。した
がって、時期から業務を追う表ではなく、業務から時期を追う形
の表の作成が望ましい（表7）。

【図9】BCPにおける管理者と現場の軋轢

【表6】非常時優先業務（総括表）

【表7】優先業務選択の方法論
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【図11】BCP開発過程における訓練・研修の位置と目的

例えば発災後4日目であれば、業務B、C、D、Eを実施する時期
であり、この中からその時点の医療資源と優先業務を決定してい
く。さらにはこれらの業務から具体的な優先業務を決める方法と
して、二次元展開法を用いたマトリックスを使用する（図10）。ま
た、各非常時優先業務に関わる必要資源の一覧表も同時に作成
しておく。

ホワイトボードに、緊急度を縦軸、優先度を横軸とした表を書
き、おのおの高・中・低の線を引き、9個所の領域を作成する。看
護師が病棟から持ってきた被害状況のうち何が最も重大なこと
なのかを選別するとともに、それらを人に関すること・物に関す
ること・システムに関することの三つに分類していく。こうするこ
とによって、本部において病院全体の被害や、対策業務に対する
視覚的な共通認識が可能になり災害対応が迅速になっていく。	
Hot	Site	Facilityとはすぐ必要な物、Cold	Site	Facilityとは
すぐ必要ではない、またはすぐ手に入らない物、Warm	Site	

Facilityとはある程度時間がたてば手に入れられる物のことを指
し、こうした分類をしていくことも有効である。おのおのの例とし
て自家発電装置、エレベーター復旧、電子カルテが挙げられる。

４	病院のBCPの実効性向上に向けて
事業継続の推進に向けた取り組みとしてPDCAサイクルを
用い、継続的な見直し、課題解決を図る仕組みを作るために
はどのような訓練を行うかがBCM（Business	 Continuity	
Management）につながる（図11）。
訓練の目的は非常時優先業務の決断、指揮命令系統の確認、
想定外の事態に対する対応の3点に主眼が置かれる。例えば、夕
方18時30分に地震予知情報後立っていられないほどの地震が数
分続いたと仮定する。18時30分なら院長、副院長、事務局長は帰
宅し上席当直・管理師長が指揮者になるはずであるが、彼らが指
揮者として対応ができるのか、また一般職員はアクションカード
に沿って活動できるか、の両方の訓練が必要である。従来までは
トリアージ訓練や初期治療など現場における多数傷病者の対応
訓練が重視され、病院の管理監督者が主役になるBCPの訓練が
なされてこなかった。これは訓練教育者の不足が大きな原因と考
えられるが、BCPの実効性向上にはこのようないかに病院を維
持させていくかの訓練が望まれる。
　

　以上
（本稿中の図表は筆者作成）

【図10】二次元展開法による優先業務の決め方

病院のBCP

病
院

の
BCP
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商業・集客施設のRM

商業施設・集客施設に
求められるリスクマネジメント

１ 商業施設・集客施設を取り巻く
環境の変化とリスクマネジメント

商業施設・集客施設を取り巻くリスクは様々である。施設利用
者のケガ（滑る、つまずくことでの転倒など）、自然災害（大規模地
震、風水災など）、火災のほか、感染症、食中毒、窃盗、テロ行為な
ど、施設を所有または運営する企業では、様々なリスクを想定し、
日 リ々スクマネジメントを実践している。
しかし、商業施設・集客施設を取り巻く環境は常に変化するた
め、その変化を踏まえて、リスクマネジメントの取り組みも定期的
に見直し、強化する必要がある。
考慮すべき環境変化のひとつとして、高齢化社会の進展が挙げ

られる。内閣府によると、総人口が減少する中で、総人口に占める
65歳以上の割合は、2036年に33.3％と国民の3人に1人が65歳以
上になると推計している1）。高齢者は、末梢神経の加齢変化や筋
力・筋肉量の低下などが原因で、些細なことでも転倒しやすくな
るといわれている。また、高齢者が転倒し負傷した場合、若年者に
比べて重傷化しやすく、寝たきりの状態になるなど生活への大き

要旨
▪高齢化社会の進展、外国人観光客の増加など、商業施設・集客施設を取り巻く環境は、昨今大きく変化しており、その変

化を踏まえたリスクマネジメントの見直し・強化が必要である。
▪リスクマネジメントの見直しにあたっては、事故などの予防や危機発生時の対応を継続的に改善できる仕組みを構築し、

その運用実態（ＰＤＣＡサイクル）を検証することがポイントである。
▪施設の現状を把握し、取り組むべき課題を明らかにするためには、施設のリスクサーベイを実施することが重要で

ある。
▪施設における事故を予防するためには、現場で働くスタッフの危険感受性を高めるための危険予知トレーニング（ＫＹＴ）

が有効である。リスク情報の入手、施設の実態把握、ゴール（研修効果）から逆算した要素の盛り込みの３点がトレーニン
グ実施にあたってのポイントとなる。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
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　　　　　 　　　　　　 後

ご と う

藤 一
い っ ぺ い

平

な支障も懸念される。商業施設・集客施設においては、不特定多
数の高齢者が来訪し利用するという視点で、既存の取り組みを振
り返り、必要に応じて見直す必要がある。
また、訪日外国人観光客の増加も注目すべき事象である。2012
年は年間約836万人であったが、2017年には3倍を超える約2,869	
万人となり、顕著な増加傾向を示している。政府は東京オリン
ピック・パラリンピックが開かれる2020年には訪日外国人観光客
を4,000万人とする目標を掲げており、これらのインバウンド需要
を見込んでいる商業施設・集客施設も多いと推察される。一方
で、文化や習慣が異なる国・地域からの来訪者の行動は、日本人
の常識や施設・設備において想定している利用方法から逸脱する
ことも珍しくない。加えて、外国人観光客は、地震などの自然災害
やそれに対する避難行動の知識が必ずしも十分でないため、災
害発生時に冷静に対応できるよう、情報を適切に提供し、円滑に
案内・誘導できる体制整備も重要な課題といえる。
このような環境変化を踏まえると、これまでの取り組みに上乗
せすべきことが明らかになってくる。その改善・強化の取り組み
が、商業施設・集客施設に期待されるリスクマネジメントである。
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商業・集客施設のRM

　２ 商業施設・集客施設に求められる
リスクマネジメント

商業施設・集客施設では、施設利用者の事故などの予防や危
機発生時の対応を改善し続けられる仕組みを構築し、ＰＤＣＡサ
イクルを意識して適切に運用することが求められている（表１）。	
このような取り組みを実践できているか改めて検証していただき
たい。

上記はいずれも重要な取り組みであるが、特に多くの企業・
団体で改善・強化の必要性が高いのが、「③施設の現状を把握
する（施設のリスクサーベイ）」、「⑦施設スタッフの安全意識や
危機対応力を強化する」である。本稿では、施設の現状を把握
し、取り組むべき課題を明らかにするための有効な手法である
施設のリスクサーベイ、施設スタッフの安全意識や危機対応力
強化に有効な手法である危機管理トレーニング、特に危険予
知トレーニング（ＫＹＴ）の概要と実施上の留意点について解
説する。

　

３ 施設のリスクサーベイの概要と
実施上の留意点

⑴施設のリスクサーベイの概要

リスクマネジメントのＰＤＣＡサイクルのＰ（Plan）では「安全対
策の見直し・強化に関する計画を立案する」必要があるが、その
ためには対象施設に潜むリスクを洗い出し、取り組むべき課題を
明らかにすることが出発点となる。そのような取り組みをＭＳ＆
ＡＤインターリスク総研（以下、「インタ総研」）では「リスクサーベ
イ」と呼んでいる。当該施設の現状を客観的に検証するため、自社
の拠点間でのクロスチェックや本社の施設管理部門などによる
チェックのほか、インタ総研のような第三者機関を活用するケー
スも多い。
リスクサーベイを実施する場合、文献調査・現地調査・ヒアリン
グ調査などを通じて、調査対象施設の現状を把握・評価（危険箇

所や対応不備の洗い出しなど）し、課題に対する改善策を提言す
る。基本的な流れは下表のとおりである（表２）。

⑵施設のリスクサーベイの実施上の留意点

施設のリスクサーベイを実施する上では、以下の点に留意
する。
まず、調査実施前にリスクサーベイの目的を明確にして、重点
調査項目を設定する。リスクサーベイの目的は、施設利用者の事
故の予防、危機発生時の対応の改善・強化など様々であるが、現
状の課題認識を踏まえて目的を明確にし、何を重点的に調査す
る必要があるのかを明確にしておくことが重要である（表３）。
さらに、現地調査においては、調査員の知識やノウハウなどで
精度にバラツキが生じないよう、チェックシートの作成や後述す
る危険予知トレーニング（ＫＹＴ）の実施などが重要となる。
　

　

【表１】ＰＤＣＡサイクルを意識したリスクマネジメントの取り組み

【表２】リスクサーベイの基本的な流れ

区分 主な取り組み

方針・体制 ①施設の安全に関する基本方針を策定する
②推進体制を整備する　　　　　　　　　　　　　など

PLAN ③施設の現状を把握する（施設のリスクサーベイ）
④安全対策の見直し・強化に関する計画を立案する　 など

DO
⑤安全対策を実行する
⑥事故、ヒヤリ・ハット、苦情を管理する
⑦施設スタッフの安全意識や危機対応力を強化する　など

CHECK ⑧安全対策の進捗や効果を検証する
⑨事故、ヒヤリ・ハット、苦情を振り返る（原因分析）      など

ACTION ⑩是正措置を講じる

STEP 実施事項

1

事前打ち合わせ
（リスクマネジメントの取り組み状況や現状の課題認識の確
認、サーベイで重点的に確認する項目の確認、調査にあたっ
ての必要資料の案内など）

2
事前調査
◦受領資料や参考文献の確認
◦机上調査（対象施設での事故傾向分析、苦情分析など）

３
リスクサーベイの実施
◦ヒアリング調査
◦現地調査

4 調査結果のフィードバック（報告会）

【表３】重点調査項目例

目的 重点調査項目例

施設利用者の
事故の予防

◦建物の劣化（雨漏り、ウッドデッキささくれ、外壁
落下など）

◦転倒の危険性（製氷機付近の水濡れ、雨天時の
対応、舗装面の段差など）

◦転落の危険性（吹抜けや窓へのよじ登り、階段の
滑り止めや手すりの破損など）

◦ドア（蝶番部）への手指はさみの危険性
◦設備・什器の転倒の危険性

危機発生時の
対応の改善・強化

◦機械室、ボイラー室、消火ポンプ室などにおける
物品の保管状態（余計な物品が保管されていな
いか）

◦通報設備、館内放送設備の使用状態（すぐに使用
できる状態か）

◦消火設備、防火扉、防火シャッターなどの阻害要
因の有無

◦避難経路の状態（危機発生時に迅速に避難でき
るよう、適切に維持管理されているか）

商
業

・
集

客
施

設
の

RM
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４ 危険予知トレーニング（ＫＹＴ）の概要と
実施上の留意点

⑴危険予知トレーニング（ＫＹＴ）の概要

商業施設・集客施設では、施設利用者の事故を予防するため、
現場で働くスタッフの危険感受性を高めることが重要である。危
険感受性が高められることで、日ごろから事故の芽を察知し、あら
かじめ摘み取っておくことが期待できる。しかし、事故をゼロにす
ることは現実的ではなく、危機発生を想定して危機対応の知識や
ノウハウを身に付け、かつ実践力を高めておく必要がある。現場の
スタッフがこのような能力を養成することで、当該施設は事故が
少なく、有事の際にも適切に対処が可能な施設として、利用者に
安心・安全を提供することができる。そのための取り組みが危機
管理トレーニングである。
危機管理トレーニングは目的に応じて様々な手法（表４）があ
るが、商業施設・集客施設においては、なにより事故による被害
を発生させないことが重要であり、そのためには事故の芽を摘む
力、すなわち危険感受性を高める取り組みが期待される。その手
法の一つが、危険予知トレーニング（ＫＹＴ）である。
危険予知トレーニング（ＫＹＴ）は既に確立された一般的な手
法であるが、商業施設・集客施設で効果的なトレーニングを実施
できている企業は必ずしも多くないため、トレーニングを実施す
る上での留意点について解説する。

⑵危険予知トレーニング（ＫＹＴ）の実施上の留意点

まず、トレーニングを企画・運営する担当者が、日ごろからより
多くの事故や災害に関する情報を収集することが出発点となる。
基礎情報がなければ、当該施設で想定されるリスクシナリオや対
策の検討は困難である。例えば、新聞・テレビなどの報道、行政や
国民生活センターからの情報、インタ総研発行の情報誌、損害保
険会社の保険金支払事例など、様々な情報源から、事故の特性
を考察する機会を得ることが重要である。
また、自らの施設の実態を正確に把握することも必要である。

当然のことながら、施設・設備の状況（人の動線と各設備の位
置関係、傾斜・段差、自動ドア・エレベータードアの開閉やエスカ
レーターの作動・移動の速度など）、利用者の状況（性別、年齢、
外国人・障がい者の割合、利用する交通機関、来場の時間帯、平
均滞在時間、利用する施設の分布など）、リスク情報（過去の災
害・事故事例、利用者からの苦情、利用者・スタッフ・テナントから
のヒヤリ・ハットの報告、施設のリスクサーベイの結果など）は、施
設ごとに様々である。これらを踏まえた上で、当該施設で発生しう
るリスクシナリオを具体的にイメージすることが重要である。
さらに、トレーニングで使用する教材として仕上げるにあたって
は、ゴール（研修効果）から逆算した要素が盛り込まれているかと
いう検証も必要である。例えば、トレーニングを受講する現場の
スタッフが自由に想像力を発揮できるか、多面的なリスク対策の
検討が可能か、などを検証してみるとよい。
実際の教材としては、当該施設を撮影した写真を使用する場合
もあるが、状況を抽象化したイラストを活用する例もある（図１）。
現場のスタッフに検討してほしい論点を網羅的に盛り込むことが
できる点が、イラスト活用の利点である。

５ 施設利用者のより一層の
安心・安全を目指して

本稿では商業施設・集客施設に期待されるリスクマネジメント
について述べた。商業施設・集客施設を取り巻く環境が変化し、
施設の安全対策に対する利用者の期待が日々高まる中で、合理
的な安全対策を検討し、推進していくことが多くの企業・団体に
とっての課題となっている。本稿で述べたポイントを振り返りつ
つ、自社の実態やこれまでの安全対策を客観的に検証し、より効
果的な安全対策を講じていただきたい。

以上

目的 トレーニング手法例

危険感受性の
維持・向上

◦施設リスクサーベイ報告会での危険箇所の検証
◦リスクサーベイ事例集の読み合わせ
◦危険予知トレーニング（ＫＹＴ）　　　　　　        など

知識・ノウハウ
の習得

◦勉強会、担当部門による個別レクチャー
◦e-ラーニングなどによる理解度テスト　　　     など

実践力養成

◦非常用放送の実施訓練
◦消火栓・消火器の位置確認と使用訓練
◦避難誘導／人命救助用備品の保管場所確認と使用訓練
◦応急救護ステーションの設置場所確認と設置訓練
◦救命講習の受講
◦閉じ込め救出訓練の受講
◦総合防災訓練（外国人・障がい者の避難誘導含む）  など

【表４】様々な危機管理トレーニングの手法

【図１】施設での事故発生状況などを踏まえた教材例

参考文献・資料等

1) 内閣府「平成30年版高齢社会白書（全体版）」2018年6月19日

【状況】本日（営業時間内）は雨が降っています。

商業・集客施設のRM
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機能安全

機能安全の導入と
適切な活用に向けて

１	 今、なぜ機能安全（Functional	Safety)か
近年、電気・電子技術やコンピューター技術の進歩に伴い、
様々な分野に自動制御を含むシステムが導入されている。特に、
プロセス産業などの事業場では、自動制御を含むシステムに従
来の安全装置（安全弁などの機械式のもの)のほか、電気・電子
技術およびコンピューター技術による安全機能を持つ装置（以
下、「安全関連システム」）を加えて、システムの事故のリスク低減
が図られてきた。このように安全関連システムなどを用いて自動
制御を含むシステムの事故のリスクを低減する方策を機能安全
といい、機能安全はIEC	61508（電気・電子・プログラマブル電子
安全関連系の機能安全)として国際規格化されている。さらに、機
能安全の考え方はプロセス産業（IEC	61511）や産業機械（IEC		
62061、ISO	13849）、自動車（ISO	26262）などの多くの分野・製品
において導入されている。

要旨
▪工場ラインなどの自動化に伴いますます重要視される機能安全について、国内の最新動向を中心に概説する。
▪ボイラー・産業用ロボットシステム向けには、2017年に厚生労働省から機能安全活用テキストや実践マニュアルが公表

されている。
▪ユーザーの機能安全の活用に向け、ユーザーに求められる対応のポイントについて概説する。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第一部　労災・安全文化グループ
上席コンサルタント　　　　　　　　　下

し も だ い ら

平 庸
つ ね は る

晴

２ 日本における
機能安全の動向と要求安全度水準

欧州において、産業機械（ボイラーなど）のリスク低減を機能安
全で満たすことが求められ、これを満たした産業機械の規制が従
来のものとは見直される動きがあることを踏まえ、厚生労働省は
機能安全を用いた機械等の取扱規制のあり方について検討を行
い、機能安全による安全確保のために必要な基準等について技
術上の指針を制定した。この検討会の報告書の主な内容は次の
とおり。

⑴機能安全の要求安全度水準（以下、安全度水準（次頁※1）を
SILという）の設定及び適合に関する基準のあり方
⑵機能安全の基準を満たす機械等の取扱規制における特例措
置のあり方
⑶機能安全に係る第三者機関による適合性証明のあり方

以下、⑴、⑵に記載されている内容を解説する。

⑴機能安全の要求SILの設定及び適合に関す
る基準のあり方

産業機械の製造者（以下、「メーカー」）は、機能安全を採用す
る際には次頁表4に示す事項を適切に実施する必要がある。

機
能

安
全
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SIL
低頻度作動要求モード

(年1回以下の頻度で安全機能が求められる場合)
高頻度作動要求または連続運転モード運用

(年1回より大きい頻度で安全機能が求められる場合)
作動要求あたりの設計上の機能失敗平均確率(PFDavg) 安全機能の危険側失敗の平均頻度(PFH)[1/h]

低

高

1 10-2以上10-1未満 10-6以上10-5未満
2 10-3以上10-2未満 10-7以上10-6未満
３ 10-4以上10-3未満 10-8以上10-7未満
4 10-5以上10-4未満 10-9以上10-8未満

【表1】作動要求モード別のSILの尺度

【表2】 PLの尺度 【表3】　PLとSILとの関係

（出典：参考文献1、3）を基にMS＆ADインターリスク総研作成）

（出典：参考文献4)よりMS＆ADインターリスク総研作成）

また、SILの他に、要求SILの達成度合いを示すものとしてISO 13849の中で出てくるパフォーマンスレベル（以下、「PL」）がある。 
PLの尺度を表2に、PLとSILとの関係を表3に示す。

（※1）「安全度水準: Safety Integrity Level(SIL)」は値が高いほど安全関連システムが機能する可能性が高く、産業機械のリスク低減率が
高いことを示す。なお、SILは、安全関連システムの部品故障率や安全関連システム内の同機能の部品が同じ原因で同時に故障する
可能性、当該システムの平均修理時間、当該システムの検査間隔などから算出する信頼性工学の手法を用いて算出する値を尺度とし
ており、表1のとおり二つのモードが決められている。

PL 単位時間当たりの危険側故障発生の
平均確率(PFHd)[1/h]

a 10-5以上10-4未満
b 3×10-6以上10-5未満
c 10-6以上3×10-6未満
d 10-７以上-6未満
e 10-8以上10-７未満

注: PFHdは、単位を持つ故障率[1/h]から算出するが最終的に
1時間[h]を掛け、無次元である確率にしている。PFHの値と
PFHdの値とは、（故障率×時間）〈〈1のとき近似する。

SIL
高頻度作動要求または
連続運転モード運用

PL

ー a

1
b
c

2 d 
3 e
4 ー

（出典：参考文献4)）

示されている事項(概要) MS&ADインターリスク総研補足
①メーカーは、産業機械による労働者に関わる事故のリスクを特定し、この

リスクを低減するために必要な安全関連システムの機能と要求SILを検
討して決める。安全関連システムが要求SILを達成する指標として、SIL
またはPLを用いる。

要求SILのリスク低減イメージを次頁図１に示す。産業機械の自動制御に
関わるリスクを「リスクを許容できる領域」にまで到達させるまでのリスク
低減が「要求SIL」となることを示している。

②メーカーは、安全関連システムが要求SILを満たすために必要な事項を
決定し、この事項に従って産業機械を製造する。

要求SILを満たすための必要な事項として、安全関連システムの要素(セン
サー等)の多重化によって当該システムの冗長性を高めることや平均修理
時間や検査間隔などを短くすること、ソフトウェアの設計技法などがあると
考える。

③メーカーは、産業機械の使用者(以下、「ユーザー」)と連携し、深層的な防
護による設計方針に従い、ヒューマンエラー防止対策、避難退避方法の
検討などを行う。残るリスクについて機能安全によるリスク低減措置を
採用すべきである。

—

（出典：参考文献1、2、3）を基にMS＆ADインターリスク総研作成）

【表4】 メーカー実施事項
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⑵機能安全の基準を満たす機械などの取り扱
い規制における特例措置のあり方

機能安全で要求される水準を満たした産業機械に対する特例
措置について以下のような考え方が示されている。

①事故の重篤度の大きな産業機械（ボイラーなど）の制御装置に
ついては、資格者による一定頻度の点検が義務付けられている
が、安全関連システムの要求SILが高くなることに応じ、資格者
による制御装置の点検などの頻度を下げることは妥当である。
②また、上記①の重篤度の大きな産業機械は、要求SILを満たし
ていても、多様性の防護（種類の異なる防護)の観点から従来
から義務付けられている機械式の安全装置の設置の省略は認
められていない。
③上記①②よりも事故の重篤度が相対的に低い産業機械など
（産業用ロボットなど）については、機械式の安全措置（ストッ
パーや柵など）を安全関連システムに一定程度代替を認めるこ
とは可能であるが、国際規格で決められている当該関連システ
ムの条件に留意する必要がある。

この報告は機能安全の導入による今後の規制のあり方を検討
したものであり、報告が公表された後の2016年9月には「機能安
全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針（平成28
年厚生労働省告示第353号）」が公表されるとともに、「ボイラー
及び圧力容器安全規則」（いわゆるボイラー則)が改正された。ボ
イラー則の第25条（ボイラー取扱い作業主任者の職務）におい
て、ボイラーの水面測定装置の機能点検は1日に1回以上必要で
あったが、ボイラーの運転に異常があった場合に安全に停止させ
ることができる自動制御装置を備えたボイラーについては、機能
安全指針に適合していると認定された場合、水面測定装置の機
能点検が3日に1度以上とすることができることとなった。
ロボットについてはこの報告以前であるが、2013年に厚生労働
省における通達である基発1224第2号（平成25年12月24日付）に
おいて、産業用ロボットにより労働者に危険が生ずる可能性があ
る場合は柵または囲いを設ける措置が必要であったものが、リス
クアセスメントにより危険の恐れがなくなったと評価できる場合
や国際規格に定める措置を実施した場合は人と産業用ロボット
との協働作業が可能となった（柵または囲い以外の措置が可能
となった）。
このような背景から、ボイラーおよび産業用ロボットシステムに
機能安全を導入する具体的な方法として「機能安全活用テキス
ト」および「機能安全活用実践マニュアル」のボイラー編・ロボット
システム編が2018年に厚生労働省から公開されている。
今後、労働力人口の減少や労働生産性の向上などを背景に、
機能安全によるリスク低減が必要な産業機械の導入は多くの事
業場に広がっていくものと考える。

３	機能安全の具体的な活用に向けて
⑴厚生労働省の公表するテキスト・マニュアル

厚生労働省から公表されている機能安全に関係する主なテキ
ストの概要を次頁表5に示す。これらテキストの対象者は主にボ
イラー・産業用ロボットの設計者またはシステムインテグレーター
（ロボット等のシステムを構築する業務を担う事業者）を対象と
している。
なお、これらのテキストの電子版は厚生労働省webサイトの

トップページ「機能安全による機械などの安全確保」からアクセス
できる（次頁図3）。

【図1】 産業機械のリスクを「リスクを許容できる領域」まで低減する際の要求SIL
のイメージ（※2）

（出典：参考文献2、3）を基にMS＆ADインターリスク総研作成）

（※2）図1の青色の太字で囲った逆三角形は、産業機械の自動
制御に関わる一つのリスクを示している。最上部が何もリ
スク低減をしていない状態であり、リスク低減の取り組み
により下方向へスライドし、リスク量が減ることを示してい
る。「安全関連システム以外によるリスク低減」だけでこの
リスクを許容できないシステムであれば「安全関連システ
ムによるリスク低減」を行う。

機能安全

産業機械の自動制御 
に関わるリスクにおける
リスク低減の取り組み

産業機械の自動制御
に関わるリスク

機
能

安
全
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⑵メーカーおよびユーザーに求められる対応

①メーカーからユーザーへの情報の提供
基本的にリスクアセスメントは、設計段階から行う。本質的安
全の検討は設計完了後では困難なためである。メーカーが行った
リスクアセスメント後の残留リスクはユーザーに伝えられ、ユー
ザー側が実施するリスクアセスメントに反映されなければならな
い。このようなユーザーへの使用上の情報については、厚生労働
省がガイドラインやマニュアルを公表している（参考文献10、11、12））。

この中では、残留リスク情報については、産業機械の図面に記載
する方法等が示されている。一方、機能安全関係テキストでは、
メーカーからユーザーへ提供する情報を表6のとおり示してい
る。ユーザーは、これらの情報を活用してユーザー側のリスクアセ
スメントや教育を実施していく必要がある。

②使用上の情報を活用したユーザーの教育・訓練
ユーザーはメーカーから受領した情報を踏まえ、リスクアセス
メントを実施してその内容を教育する必要があるが、複雑な安全
関連システムを含むシステムではユーザー側のリスクアセスメン
トや教育方法を十分に検討しなければならないだろう。ここで、
機能安全に関わるユーザーの教育事例を以下に示す。安全関連
システムに関して教育に力を入れていることがうかがえる。

　

引用文中に「仕様を習得」とあるが、具体的には安全関連システ
ムの作動条件・環境ストレス（電源遮断や過電圧や電源ラインと信
号ラインとの分離、電磁妨害による耐性など）による当該システム
の故障の抑制技法・前述の要求SILを維持するための要素（平均
修理時間や検査間隔の長さ）等であると考えられる。このように、

機能安全関係テキスト

機能安全活用テキスト 機能安全活用実践マニュアル
ボイラー編

機能安全活用実践マニュアル
ロボットシステム編

対象者 ボイラー・産業用ロボットの設計者や 
システムインテグレーター

ボイラーの設計者 産業用ロボットのシステムインテグレー
ターおよびその役割を担う設計者

目的 機能安全機器を利用する制御システム
の設計方法の基礎を指南

機能安全指針に適合するボイラーの 
自動制御装置を設計するため

機能安全制御を前提としたロボットシス
テムの設計方法を指南

【図3】厚生労働省「職場の安全サイト」
（出典：厚生労働省「職場のあんぜんサイト」、参考文献8））

（出典：参考文献1、6、7）を基にMS＆ADインターリスク総研作成）

【表5】 機能安全関係テキストの対象者・目的・内容

（出典：参考文献6、7）を基にMS&ADインターリスク総研作成）

機能安全関係テキスト
機能安全活用実践マニュアル

ボイラー編
機能安全活用実践マニュアル

ロボットシステム編

使用上の情報（または
使用者への情報)

◦要求安全機能の特定時に以下事項を洗い出して使
用者への情報を決める例が示されている。
◦取扱説明書記載事項、点検内容に関連して、製造

者側で必要となる対策
◦取扱説明書記載事項、点検内容に関して、使用者

にて特に留意すべき対策
◦安全マニュアル（システムを統合する組織を対象とする)

◦輸送・保管時／設置・立上げ・引渡しおよび移管／運
転開始の手順／システムの情報（安全度水準を含
む)／システムの使用／保全／使用中止／非常事
態／ロボットの仕様／産業用共同ロボットシステム
の基本情報／仕様／作業空間／作業タスク／動力
制限および制限

「万が一の事象が発生した際に、安全性を担保するには、制
御システムとは切り離された、より安全に停止できるシステ
ムが必要」
「メーカーの工場立会試験、現地実機試験で緊急停止システ
ムの作動状況を確認した」
「技術の採用担当者が仕様を習得した上で、社内教育を行
い、人材を育成している」

（出典：経済産業省「スマート保安先行事例集〜安全性と収益性の両立に向け
て〜平成29年4月 pp. 23-24」）

【表6】ユーザーへ提供する使用上の情報
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ユーザー側で、防護が動作する条件や防護の不具合を減らすため
の適切な保守方法等を理解することは必要であるが、単にこれら
を理解していたとしても、故障や点検時のミス、メンテナンスなどに
よって防護（複雑な安全関連システムを含む)がフォールト状態と
なり、システムの挙動が変化して事故へ至ることはありうる。
例えば、製造装置が停止中だったある化学プラントでは、三つ
の防護（毒性物質の蒸発を避けるための冷凍機、蒸発した毒性物
質を吸収する設備、漏えいした毒性物質を燃焼させる設備)が同
時に機能していなかったため、貯蔵タンクから毒性物質が外部に
漏えいする事故が発生した。なお、冷凍機は理由は不明（一説に
は省エネのためだったとされる）であるが停止中、吸収する設備は
製造装置の停止と共に停止中、燃焼させる設備は配管工事のた
め停止中であった。三つの防護は、多重性（保護の多階層化によ
る防護）と多様性をもつように構築されていたが、これらの防護が
フォールト状態となり、深刻な被害を伴う事故となってしまった。
複雑な安全関連システムを含むシステムが事故となりそうな
状態において、防護の一つまたはいくつかに不具合があった場
合、ユーザーがどのように対処すべきかその場で判断できるだろ
うか。普段は不具合になっている可能性が少ない防護についてそ
の場で対処方法を検討することは困難かもしれない。もし、複雑
な安全関連システムを含むシステムであれば、想定される事故の
被害の程度を踏まえたうえで事前に十分な実践的な訓練等を行
うことが必要と考える（図4）。
　

実践的な訓練を例えるのであれば、安全関連システムが正常
に機能していないことを前提に自動制御を含むシステムの様々な
条件を設定し、どのような対処が妥当であるかユーザーがディス
カッションする方法等だろう。このような訓練・ディスカッション
の実施や訓練方法の改善を継続的に行うことができれば、実際
の緊急事態下で被害を最小に抑えるような行動につなげること
が期待できるのではないだろうか。
　
　

４	機能安全を活用した安全確保への対応
本稿では機能安全が活用されている分野や日本における機能
安全の動向、機能安全の活用に向けてのポイントについて述べた。
今後、自動制御を含むシステムの導入の拡大に伴って、機能安全が
必要なシステムは様 な々分野において拡大していくものと考える。

参考文献・資料等
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備の安全対策の推進事業）」、2018年3月
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11) 中央労働災害防止協会「機械安全規格を活用して災害防止を進める
ためのガイドブック(平成26年度厚生労働省委託　機械のリスクアセ
スメント等の促進等事業)」

12) 中央労働災害防止協会「機械設備のリスクアセスメントマニュアル 機
械設備製造者用(平成21年度　厚生労働省委託　機械包括安全指針に
基づく機械設備に係る表示制度、使用上の情報提供等の促進事業)」

13) ジェームズ・リーズン(塩見弘 監訳、高野研一/佐伯邦英 訳)「組織事
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14) 失敗知識データベース「インド、ボパールの化学工場でタンクに貯蔵
していた毒性のイソシアン酸メチルが漏出し、世界史上最悪の化学
災害となった。」<http://www.shippai.org/fkd/cf/CC0300003.
html>(最終アクセス2018年8月17日)

機能安全では、システムのリスクを安全関連システムによって
低減しているが、ユーザーとして「システムにはどのようなリスク
が存在しているか」、「どのような安全機能でシステムのリスクが
低減されているか」、「リスクが低減された状態はどのような条件
下で実現されているか」等を理解しておき、適切にシステムを運
用する必要がある。このためには、ユーザーはメーカーまたはシス
テムを設置する事業者から使用上の情報を受領してその内容を
理解すること、さらに様々なシステムの状況を設定したうえでユー
ザー側の適切な対応を検討し続けることが今まで以上に重要と
なってくるだろう。

本稿では、国際規格や通達等で使用されている用語を一
部平易な表現に変更してあること、図1の要求SILのイメージ
は大まかな内容を示していることをお含みおきいただきたい。

以上

【図4】複雑な安全関連システムについてのメーカーからのユーザーへの情報・
ユーザーにおける訓練のイメージ

　（MS&ADインターリスク総研作成)

機能安全

機
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観光公害

１	日本における訪日外国人旅行者の状況
⑴訪日外国人旅行者の増加

日本における訪日外国人旅行の促進活動は、2003年4月にス
タートした「ビジット・ジャパン・キャンペーン」にさかのぼる。
このキャンペーンでは、韓国、台湾、中国、香港、タイ、シンガポール	

要旨
▪2017年の訪日外国人数は、過去最高の2,869万人を記録した。さらに国は、2020年訪日外国人旅行者数4,000万人、旅

行消費額8兆円などの新たな目標を設定している。
▪訪日外国人旅行者が急増した結果、負の側面も目立ち始めている。交通機関の混雑や道路の渋滞、特定の名所への観

光客の集中、そして文化の違いなどによる摩擦など、地元住民の生活を脅かしかねない事態も起こりつつある。
▪このような負の側面の解消に向け先進的に取り組んでいるスペイン・バルセロナ市の状況を紹介し、日本での対応の必

要性を解説する。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
新領域開発室
特別研究員　　　　　　　　本

ほ ん だ

田 茂
し げ き

樹

などのアジアの国や地域に加え、豪州、米国、カナダ、英国、フラン
スなどに対して、それぞれの市場の最新動向やニーズを踏まえ、
日本の認知度向上と誘客事業を進めた。
リーマンショックの影響を受けた2009年、また東日本大震災が
発生した2011年には訪日外国人旅行者の落ち込みがあったもの
の、その後は順調に増え続け、2017年に過去最高の2,869万人を
記録した（図１）。
訪日外国人旅行者が増える中、日本を複数回訪問するリピー

訪日外国人旅行の
新たなステージを考える
 〜プロモーションからマネジメントへ〜
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【図１】訪日外国人旅行者数・出国日本人数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：日本政府観光局（JNTO））
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観光公害

ターが増えたこともあり、彼らの興味もいわゆる「爆買い」に象徴
される「モノ消費」から、日本を訪れてこそ体験できることを楽しむ
「コト消費」に変わりつつある。
また、訪問する都市についても、東京・大阪などの大都市や、京
都・奈良などの有名観光地だけではなく、地方都市に滞在する外
国人旅行者が増えるなど、訪問・滞在する地域にも変化がみられ
るようになった。

⑵国の観光施策「観光ビジョン実現プログラム
2018」

国は、このような外国人旅行者の急激に進む個人旅行化とそ
れに伴う地方への展開、そして体験型への関心といったインバウ
ンドの変化に対応した施策の具体策について検討を行い、2020
年の訪日外国人旅行者数4,000万人等の目標を達成すべく、2018
年6月に「観光ビジョン実現プログラム2018」を策定した。
このプログラムは、観光ビジョン等を実現するための、今後1年
をめどとした行動計画であり、次の三つの項目とそれぞれの具体
的アクションプランから成り立っている。

①観光資源の保存と活用のレベルアップ
◦魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・解放
◦文化財の観光資源としての開花
◦景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅力
向上

◦地方の商店街等における観光需要の獲得・伝統工芸品等の
消費拡大

◦国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化　など

②世界水準の旅行サービスの実現
◦最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現
◦通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現
◦「地方創生回廊」の完備
◦公共交通利用環境の革新
◦クルーズ船受入の更なる拡充　など

③ＪＮＴＯ（日本政府観光局）・ＤＭＯ注１）の大胆な改革
◦地方空港のゲートウェイ機能強化とＬＣＣ就航促進
◦世界水準のＤＭＯの形成・育成
◦観光関係の規制・制度の総合的な見直し
◦民泊サービスへの対応
◦産業界ニーズを踏まえた観光経営人材の育成・強化　など

２	外国人旅行者急増の負の側面
財務省が発表する国際収支統計によると、かつてはサービス
収支の最大の赤字項目であった「旅行」が、2017年には知財使用
料に次ぐ黒字項目（1兆7,809億円の黒字）となるなど、観光分野
は経済活性化に大きく寄与している。
また、地方での外国人延べ宿泊者数が三大都市圏を上回る
ペースで増加しており、2017年にはそのシェアが初めて4割を突
破するなど、地方経済への波及効果も大きい。
その一方で、外国人旅行者が多い一部の観光地で、交通機関
の混雑で地域住民が電車に乗れない、住宅街で違法民泊が増
え、私有地にゴミが投げ捨てられるなどの「負の側面」も目立ち始
めている。
また、外国人旅行者のために、Wi-Fi環境を整備する、公衆トイ
レを増設する、また多くのゴミを処理するなどの費用は自治体の
財源で賄うため、観光振興に伴うコスト面の問題も大きくなって
いることが考えられる。　
このような状況は日本に限られたことではなく、海外の主要観
光都市でも「オーバー・ツーリズム」と呼ばれる同様の事態が問
題となっている。
世界的に有名な観光都市であるイタリアのベネチア、そしてス
ペインで最も多くの観光客が訪れるバルセロナでは、住民が観光
産業に対してデモを行うなどの観光客排斥に関する報道を見る
ことも欧州では珍しくなくなっている。
特に、スペインのバルセロナは、1992年のオリンピック開催を機
に様々なインフラ整備が行われ、またその後、誘客プロモーショ
ンが実施されたことから、外国人旅行者が急増した。
結果として、「オーバー・ツーリズム」という課題に直面したバル
セロナは、観光産業の方向性を「プロモーション」から「マネジメ
ント」へと舵を切り、現在は地域住民と外国人旅行者双方の利益
を最大化しつつ、負の側面を最小化するというバランスのとれた
観光都市を目指して取り組みを進めている。

３ バルセロナ市の取り組み
〜プロモーションからマネジメントへ〜

ここでは、バルセロナ市の観光施策が「プロモーション」から「マ
ネジメント」に変わった背景と現在の取り組み状況を、バルセロナ
市観光局へのヒアリング内容（次頁写真１）も踏まえて概説する。

⑴バルセロナ市の観光産業の概観

1992年にオリンピックが開催されるまでに、観光産業におい
ても様々な準備や環境整備が行われたが、その後、1993年から
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2010年にかけて更なる観光プロモーションが実施された。
その結果、2015年には、バルセロナ市を訪れる観光客は3,000

万人を数え、同市の人口（160万人）の約20倍にのぼっている。日
本で人口160万人というと、福岡市（157万人）、神戸市（153万人）
が該当するが、これらの都市に、2017年に日本を訪問した外国人
旅行者がすべて（2,869万人）訪れるというイメージである。

観光客の内訳は、宿泊客がおよそ半分（1,500万人）を占めて
いるが、宿泊客の約51.7％（757万人）はホテルに宿泊するもの
の、残りの観光客はユースホステル、民泊施設などに宿泊して
いる。

バルセロナ市が毎年市民を対象に実施する「バルセロナ市で
最も重要な問題は何か」という調査において、2016年には「観光
問題」が、1位の「失業」」に次いで2位（8.1％）となっている（2015
年は6.4％で4位、2014年は3.8％で7位）。市民が、「観光問題」を
重要と考えるに至ったのは、人口の20倍もの観光客を受け入れ
ていることに起因するが、具体的には次のような現象の影響が
大きい。

◦特定の観光地に観光客が集中することから、交通混雑・渋滞が
発生する
◦市場や商店が混雑し、市民の買い物に支障がでる
◦観光客による騒音やゴミの不法投棄などの迷惑行為が発生
◦違法民泊により、正規の宿泊施設の顧客が奪われる
◦宿泊用マンションが増加し、市民向けマンションが不足するこ

とで家賃が高騰　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

⑵バルセロナ市の対応

スペインは、海外からの観光客数が約8,200万人（2017年）と、
観光業が極めて重要な産業となっている。そのため観光客を迎え
るための様々な整備を行う必要がある一方、行政としては国民の
日々の生活環境を守ることも求められる状況にある。

バルセロナ市の場合も、観光客が旅行先で「非日常生活を楽し
むこと」と、そこに住む地域住民が「日常生活を穏やかに過ごすこ
と」を両立させるための打ち手を講じてきた。

①「観光戦略計画2015」（Tourism Strategic Plan 2015）
過大な観光客集中による負の側面を踏まえ、まず2010年から

2015年を対象期間とする「観光戦略計画2015」が策定された。
この計画では、経済、社会、そして環境の観点からの持続可能

性と、住民と観光客それぞれの利益のバランスを重要視してい
る。

また、バルセロナ市における観光産業の更なる振興と、観光産
業を市のあるべき姿に調和させることを目指して次の目標を掲げ
ている。

◦それぞれの観光スポットを持続可能なものにする
◦地域社会の経済的利益を最大化するとともに、負の側面

を最小化する
◦旅行者の利益も最大化するとともに、負の側面を最小化

する
など

この「観光戦略計画2015」を踏まえて実行された対策には次の
ようなものがある。
1）観光スポットの分散化

バルセロナ市内には多くの観光スポットがあるものの、観光客
はサグラダファミリアなど有名な場所に集中するため、市内の 

【写真１】バルセロナ市へのヒアリング
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新たな観光スポットや郊外の名所を積極的に紹介することによっ
て、観光客の分散化を図る。
2）推奨動線の紹介
市内の名所・旧跡には、それでも多くの人が集まるため、周辺道
路は大混雑となる。バルセロナ市では、観光スポット周辺の道路
について、推奨される歩行者の動線を紹介することで、混雑の緩
和を目指している（図２）。

②「観光宿泊施設計画」
（The Special Tourist Accommodation Plan）
あわせて、観光客の宿泊施設が市内中心部に集中することで、
中心部が混雑すること、またその結果として様々なあつれきが生
まれることから、中心部の宿泊施設の総量を管理する計画が策
定されている。
この総量管理では、地域住民の基本的権利を守ることを目指し
ており、市内全域を四つのエリアに分けている（図３）。
特に、「エリア1」には、市内宿泊施設のキャパシティの6割超が
存在していることから、厳しい制限がかかっている。このエリアで
はどのような形態であろうと、新規の宿泊施設を作ることは許可
されておらず、また既存の宿泊施設についてはベッド数を増やす
こともできない。
「エリア2」については、施設数もベッド数も現状維持となってお
り、既存事業者が宿泊施設を閉めた場合は、他の事業者が同じ
キャパシティの施設をオープンすることができる仕組みとなって
いる。
「エリア3」については、条件をみたせば、新しい宿泊施設を作る
こと、またベッド数を増やすことが可能となるなど制約が緩和さ
れている。

観光公害

③「戦略的観光計画2020」（Strategic Tourism Plan 2020）
2017年に発表されたこの計画は、バルセロナ市のこれまでの取

り組みを基に策定されたもので、策定後5年間のロードマップと
なる。
「戦略的観光計画2020」は、核となる10の取り組み項目（プログ
ラム）（次頁表１）と、それを構成する30のアクションから構成され
ている。

【図2】サグラダファミリア周辺の推奨動線
（出典：バルセロナ市当局提供）

【図3】宿泊施設の管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （出典：バルセロナ市当局提供）
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この計画の根幹には、「観光業」はバルセロナ市から切り離され
て存在するものではなく、日々の都市活動の一部を構成するもの
である、という考え方がある。したがって、バルセロナ市を訪れる
観光客は、バルセロナ市の中では傍観者ではなく、「バルセロナ
市への訪問者として権利を持つとともに、義務も果たすべきであ
る」としている。
例えば、違法な宿泊施設を排除するために、バルセロナ市側で
も査察やそれに伴う処罰などを行うが、宿泊側の旅行者に対して
も、自分が宿泊する施設が宿泊免許を持っているか確認すること
を求めている（図4）。

注）
　　　　　　
1）ＤＭＯ（Destination Management Organization）

観光地域づくりの舵取り役を担う法人として、観光庁は日本版ＤＭＯを次のと
おり定義している。
地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経
営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しな
がら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策
定するとともに、戦略を着実に実現するための調整機能を備えた法人

４	日本における対応の必要性
日本の有名な観光地でも、外国人観光客が増えることによる負
の側面と言われる事象が見られるようになってきたが、まだ海外
の観光都市が直面する問題の深刻さまでには至っていない。外
国人観光客に起因するマイナス面や摩擦が、これ以上深刻化す
る前に各地の現状を把握して対応を進める必要がある。
日本はこれまで、訪日外国人旅行者数を増やすべく様々な施策
を掲げて実行してきたが、今後は、観光プロモーションに偏らず、
多様なステークホルダー横断で、インバウンドの管理に取り組む
段階に来ていると考える。
「観光」は、あくまで都市を構成する要素の一つであることか
ら、地域住民と観光客それぞれの利益のバランスを考慮した総
合的な取り組みが求められている。

以上

１．バルセロナ市のガバナンス
２．観光に関する知見
３．バルセロナの魅力向上
４．観光客の移動
５．宿泊施設の管理
６．観光スポットの管理
７．経済成長
８．ステークホルダーとのコミュニケーション
９．新たな税制度
10．規制・計画

【図4】バルセロナ市はインターネットや屋外掲示板で、違法宿泊施設を利用しないよう呼びかけている
（出典：バルセロナ市当局提供）

【表１】「戦略的観光計画2020」における10の取り組み項目

観光公害
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要旨
▪健康寿命の延伸が重要な政策目標となる中、健康無関心層の存在と健康格差の問題が大きな課題となっている。　
▪個人の健康増進に向けた自助努力は引き続き重要だが、これらの課題に対応していくためには、誰もが特に意識せず

とも健康的な生活を送れるまちづくりが求められる。
▪本稿では健康なまちづくりの方向性として、個人が生活している地域・社会環境を変え、まち全体で健康リスクを軽減

していく「0（ゼロ）次予防」の仕組みや、多世代交流・社会参加によっておのずと健康になれる「共生」社会の構築に焦
点を当てて事例を紹介する。

▪新たなまちづくりによって、支えられる側から支える側に回る人が増えれば、社会全体の持続可能性が高まり、世界に
類のない少子超高齢社会も従前とは違った新たな視野が開ける。

健康なまちづくりの潮流と展望

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
基礎研究本部 
マネジャー上席研究員 　 　渡

わ た な べ

邊　修
し ゅ う じ

二

地域・社会環境の整備を主軸に

新
シリーズ 未来社会予測

健康寿命延伸の意義1

2018年7月に発表された2017年の日本人の平均寿命は、女性
が87.26歳、男性が81.09歳でともに過去最高を更新した。医療
技術の進歩等で今後も平均寿命は伸び続け、2024年には日本
は歴史上初めて50歳以上の人口が全人口の5割を超える国と
なる。我が国の長い歴史を俯瞰（ふかん）して、「人生50年」とい
われた時代が戦後まで続いていたことからすれば、いかに急速
に高齢化が進んでいるかが実感できる。昨今はいわゆる団塊の
世代が後期高齢者になりきる「2025年問題」が強調されている
が、この「2024年問題」も急激な社会変化を象徴するイベントと
して意識されるべきだろう。

問題は、この平均寿命と健康寿命注1）の差をいかに縮小して
いくかにある。国もこれまで様々な政策目標として、この健康寿
命の延伸を掲げてきており、『未来投資戦略2018』の具体的施
策（次世代ヘルスケア・システムの構築）においても、KPIとして

「平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加」があらためて
挙げられた。健康寿命の延伸は、まさに国家戦略として取り組
みが本格化している。

こうした中、健康寿命延伸の効果の見える化が進みつつ 
ある。厚生労働省の研究班が発表した報告書1）では、健康的な
五つの生活習慣（※）をすべて実践している者と、全く実践してい
ない者との間で健康寿命におよそ2年強の差が見られることが
わかった。生活習慣の改善によって健康寿命が延伸しえること
が具体的数値で示された意義は大きい。

※健康的な五つの生活習慣
・非喫煙または禁煙5年以上
・1日平均歩行時間30分以上の身体活動
・1日の平均睡眠時間6〜8時間
・野菜摂取量：中央値以上
・果物摂取量：中央値以上
　
健康寿命と一生涯にかかる医療費との関係も明らかになり

つつある。厚生労働省の資料2）によれば、健康寿命が上位の
都道府県では生涯医療費が下位の都道府県と比較して低くな
る傾向が示されている（例えば健康寿命上位5県は下位5県を
15％下回っている）。
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主たる課題
〜健康無関心層と健康格差2

一方、健康寿命延伸を国全体で加速させていくうえで、いくつ
かの課題がある。その主なものが健康無関心層の存在と健康
格差の問題である。

⑴健康無関心層の存在

健康意識の高い人が増える一方で、健康づくりに対する無関
心層、いわゆる健康無関心層は依然多い（一般的に全人口の
約7割を占めるとされている）。各地での健康づくりや健康関連
サービスの利活用も、健康意識が高い人たちを中心に進んでい
るとの指摘もあり、本来、最も行動変容が必要な健康無関心層
にまですそ野が広がっていないことが示唆される。

行動経済学注2）の理論では、人は特に"今"を重視する傾向（現
在重視の選好）があるという。健康行動においては、行動するこ
とによるコスト（汗・努力）と利益（成果＝健康獲得）に相応のタ
イムラグが生じるため、健康のために良いとわかっている生活
習慣も先延ばしされやすく、いざ行動変容し、習慣化するまで
継続することは思った以上に難しい。例えば、歩行（ウォーキン
グ）は、健康づくりの基本とされ、医療費抑制にも効果があると
各方面で喧伝されているにもかかわらず、日本全体で見れば歩
数は増えておらず、ほぼ横ばいの状況にあることが示されている

（図１）。

⑵健康格差とその背景

健康格差とは一般には地域や社会経済状態の違いによって
生じる集団における健康状態の差をいう。大きくは所得や雇用
形態の違いによって生じる格差と地域の違いによって生じる格
差がある。

前者については、世帯の所得が低いほど歩数の平均値や 

野菜摂取量が少なく、喫煙率が高いこと、健康診断の受診率が
低いことなど生活習慣リスクをより多く抱えている傾向にある。
非正規雇用の増加や不規則な勤務時間などによる時間的・経
済的制約から、生活習慣を改善したくてもできない層が存在す
ることは見逃せない。

地域差については、平均寿命の都道府県別ランキングで耳
目を集めることが多い。上位と下位で一定の傾向（長野県、沖
縄県、滋賀県などが上位の常連県、青森県、秋田県、岩手県な
どが下位の常連県）が見られ、その要因について話題になるこ
とがある。他方、健康寿命については、3年毎の発表年（2010年、
2013年、2016年）によってランキングの変動は大きく、必ずしも
平均寿命のランキングと連動しているわけではない。しかし、こ
の3年次分の平均を取ると、一定の傾向が見えてくる。男女とも
第1位は山梨県であり、静岡県、愛知県がこれに続く（表１）。

　

山梨県では、健康寿命に影響を及ぼす要因についてはいま
だ明確でないとしながらも、想定できるものとして、がん検診や
特定健康診査の受診率が高く県民の健康意識が高いこと、元
気に働き続けている高齢者が多いことに加え、ボランティア活
動や「無尽（地域のメンバーが集まって食事や飲み会を行う伝
統的な習慣）」への参加など社会との関わりを持ちながら健康
に留意した規則正しい生活を維持していることが影響している
可能性を挙げている5）。

地域差（格差）は都道府県内でも見られる。日本人の死因の
上位を占めるがんや心臓病、脳卒中の死亡率は同じ都道府県
内であっても市区町村によって差が見られる。人口1万人以上
の市町村比較では、がんで最大2.30倍、心臓病で10.89倍、脳卒
中で5.11倍もの差があることが指摘されている6）。

静岡県は県内の各保険者から収集した特定健診結果をビッ
グデータ化し、地域の健康課題を見える化、学校教育の教材と
して活用している。これによると、例えばメタボリックシンドロー
ム該当者は東部と中部に多い傾向が示されており、その背景の
一つとして地域による食生活の違いが注目されている。

こうした地域差は、いずれも自然を含めた様々な環境要因が
複雑に作用していると考えられるが、そこに何らかの法則性を
見出すことができれば、健康づくりの大きなヒントになることは
間違いなく、更なる知見の蓄積・共有が期待される。

【図1】年齢調整した歩数の平均値の年次推移（縦軸単位：歩数／日）
（出典：参考資料３）を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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【表1】健康寿命3年次の平均（推定値）

（出典：参考資料４）を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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　　　　　まちづくりによる「0（ゼロ）次予防」3

前節で述べたような課題は、個人の自助努力だけでは対応
困難な部分がある。個人の継続的な健康増進が引き続き重要
であることは論をまたないが、健康無関心層をも巻き込んでそ
の行動変容を後押しし、健康格差を縮小していくには、個人が
生活している環境そのものを改善して健康リスクを軽減してい
く仕組みが必要である。究極的には人々の生活基盤である"ま
ち"そのものを健康にし、ことさら健康を意識せずとも健康にな
れる、健康に近づけるまちづくりが目指すべき姿となる。これが

「0（ゼロ）次予防」の基本的な考え方である。
従来、生活習慣病や介護における予防の概念は、1次予防、2

次予防、3次予防の3段階に整理して捉えられてきた。0次予防は
この1次予防の外側に位置付けられる概念である（表２）。

0次予防には統一的な定義はないが、例えば禁煙対策に当て
はめると、個々人による自らの健康づくりのための禁煙行動が1
次予防であるとすれば、公共施設や交通機関等での禁煙や分
煙により、そもそも煙草を吸える空間や機会を物理的に制限す
る仕組みが0次予防にあたる。喫煙率が劇的に減少してきた経
緯には、このような環境整備（0次予防）が寄与するところが大
きい。

こうした方針は、まちづくりの中で様々な切り口で組み込まれ
始めている。ここでは、歩行環境、住・オフィス環境、食環境にお
ける事例を紹介する。

⑴歩行環境

緑化や景観の整備によっていつの間にか楽しく歩いてしまう
歩道や、魅力的な店舗やイベントのある街並みは（健康づくりを
意識した1次予防との線引きが難しい点があるが）、特に健康を
意識しない人でも自然に歩数が伸びることで健康づくりに寄与
し、結果的に医療費抑制にも資する。

緑あふれる丘陵地帯の自然を活用した遊歩道（東京都多摩
市）や豊かな遊水地を背景とした水辺の散歩道「せせらぎ回遊
ルート」（静岡県三島市）の整備など、地域の自然を活かした取
り組みのほか、環境対策や中心市街地の活性化などと複合的

に連動した「歩く」を根本に据えたまちづくり（いわゆるウォーカ
ブルシティあるいはタウン）が各地で広がりを見せている。

⑵住・オフィス環境

住宅内での熱中症やヒートショック、転倒が大きな課題とな
る中、住宅が居住者の健康維持に果たすべき役割は大きい。住
環境の改善で0次予防を促進する動きがこれから加速する可
能性がある。

快適で健康的な空間が0次予防につながるという文脈におい
ては、ビジネスパーソンが多くの時間を費やすオフィスの環境
改善も注目を集めている。健康経営の一環として進む「健康経
営オフィス」もその一つで、健康を保持・増進する行動を誘発す
ることで、働く人の心身の調和と活力の向上を図り、一人ひとり
がパフォーマンスを最大限に発揮できる場を提供する。長時間
集中に向いた姿勢を保てる椅子をはじめ、体内時計の正常化
をもたらす光マネジメント、リラックス効果のあるハイレゾ自然
音、緑視率（人の目に映る緑量の割合）に配慮した植栽の配置
など、科学的根拠に基づいた仕掛けを施した次世代の健康オ
フィスのモデルが広がりつつある。

　
⑶食環境

食環境の改善に焦点を当て、そこに"住んでいるだけでおのず
と健康になれるまちづくり"の試みも全国各地で広がりを見せ
ている。

東京都足立区では、健康寿命が都平均より約2歳短い（平成
22年時点）ことに問題意識を持ち、まずは糖尿病対策に焦点を
当てた。リスク保有者だけでなく区民全体の健康度のかさ上げ
を図るべく、区内の青果店、スーパーマーケット、レストランや居
酒屋と連携して先に野菜を食べる「ベジ・ファースト」や、「野菜
たっぷりメニュー」の提供を実践している。また、区内の幼稚園
や保育園、小・中学校では、野菜の日を設定し、野菜の摂取量を
増やすとともに、「一口目は野菜から」の声掛けで、野菜から食
べ始める習慣づくりに注力している。

海外では英国食品安全局（FSA）が主導した減塩政策がよ
く知られている。段階的に塩分量を減らすという提案に多くの 

【表２】生活習慣病予防および介護予防の段階（イメージ）

0次予防 1次予防 2次予防 ３次予防

生活習慣病
地域環境・社会環境の
整備・改善

健康づくり・疾病予防 疾病の早期発見
早期治療

疾病の治療、
重症化予防等

介護 要介護状態になることの
予防

生活機能低下の早期発見、
早期対応

要介護状態の改善・
重症化予防

（各種資料を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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業界が賛同、協力した。その一つ、英国の大手パンメーカーで
作る業界団体は、塩分を3年間で10%減らすという目標を達成
した。徐々に減らすことで味の変化に気づく人はほとんどいな
かったという。この国を挙げての減塩政策により、年間、心血
管系疾病だけで9,000人の命が助かり、医療費を約15億ポンド

（約2,200億円、1ポンド=145円換算）節約できたと推測され
ている9）。

　

「共生（"ごちゃまぜ"）」社会の可能性4

個人が生活している環境を変えるという視点から、地域社会
とのつながりを増やすことで、楽しみながら健康になる仕組み
も、これからのまちづくりの柱となる。社会交流や社会参加は運
動、栄養摂取と並んで健康寿命を延伸する大事な要素であり、
それらがもたらす好影響については様々な知見が出されてい
る。

例えば、元気高齢者がボランティアとして身体が弱った高齢
者を支える交流の場「コミュニティ・サロン」（愛知県武豊町）で
は、サロンの参加者は要介護認定率がおよそ半減したとの報
告がされている（図２）。ボランティアにとっても、ここで働くこと
で、人のために役立ちたいという生きがいに繋がっている。

　

　

同サロンは、基本的に徒歩15分圏内ごとに設置され、町・大
学・社会福祉協議会が一体となって住民ボランティアをサポー
トしている。ここでは体操や脳トレ、ゲーム、盆踊り、周辺の園児
との交流など気軽に楽しめるプログラムが用意されている。

地域の社会交流・参加はさらに、共に支えあう「共生」社会
へと発展する。ここでいう共生は様々な意味を内包する。上で
挙げたようなアクティブシニアと要介護高齢者との共生をはじ
め、多世代共生、すなわち、子どもから高齢者まで多様な世代
が集住し共に支え合うという意味での共生、あるいは健常者と

障がいを持つ人との共生などである。
今、全国に展開されている「生涯活躍のまち」では、中高年齢

者が希望に応じて地方や"まちなか"に移り住み、各地域の多世
代の住民と交流しながら健康でアクティブな生活を目指してい
る。将来、必要に応じて医療・介護を受けることができるが、最
大の特徴はここに移り住む人たちはサービスの受け手でなく、
社会の支え手としての役割を担うことであり、地域の活性化に
深く関わることにある（表３）。

その中でも、最も先進的な取り組みを進める「シェア金沢」
（石川県金沢市）は、「高齢者も、若者も、子供も、障がい者も、
"ごちゃまぜ"で楽しく暮らせるまち」をコンセプトとする。サービ
ス付き高齢者向け住宅（サ高住）、知的障がい児童の入所施設
等の福祉施設、アトリエ付き学生向け住宅や、天然温泉、レスト
ラン、カフェ、ギャラリーなどが敷地内に点在し、一つのコミュニ
ティを形作っている。各施設は子どもを含む近隣住民に開放さ
れ、各施設や店では障がいを持つ人たちが元気に働き、高齢者
も農作業やショップなどでボランティア活動に励む。学生も生
涯活躍のまちの住民として参加し、コミュニティ内のボランティ
ア活動を条件に家賃は低く設定されている。

様々な人が行き交い生まれる"ごちゃまぜ"は、縦割り組織の
解消、新たな役割分担や就労機会の創出など新たな価値創出
の源泉となる。そこから相乗的に生み出される健康効果はこれ
からのまちづくりの原動力として重要な役割を果たす。

　

健康なまちづくりで開ける
新たな視野5

今後、上述したような地域・社会環境の整備が進み、健康な
まちづくりの中で健康的な生活を送る人が増えれば、高齢者に
なっても支えられる側でなく、支える側に長く留まれる可能性
が高まり、社会全体の持続可能性が増す。これまでは20〜64歳
の男女を支える側、65歳以上の男女を支えられる側として一律
に捉え、2050年には1.3人で1人を支える、いわゆる肩車型社会

【図２】サロン参加者と非参加者の要介護認定率の比較
（出典：参考資料10）を基にMS&ADインターリスク総研作成）

（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部資料を基にMS&ADインター 
リスク総研作成）

従来の高齢者施設等 「生涯活躍のまち」構想
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【表３】「生涯活躍のまち」の特徴（従来の高齢者施設等との比較）
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の到来を想定してきた。しかし、高齢者の実態を踏まえ、例えば 
65〜74歳の男女のうち高い自立性を保っている人（男性の
81％、女性の88％）を支える側として仮定すると、30年には1.7人
から3.0人、50年には1.3人から2.3人で1人を支える社会に変わる

（表４）。AIやロボットの導入等、様々な技術革新によって支え
る側の負担が軽減されることも想定される。こうした視点は高
齢者の定義や名称とも絡み議論を呼ぶところであろうが、「人
生100年時代」を見据えると、新たなシナリオの検証は不可避と
考える。

本稿で紹介したキーワードや事例は、健康なまちづくりの広
範な取り組みの一部に過ぎない。"まちそのものを健康にする"
動きは、世界的潮流であり、健康・医療・介護分野だけでなく、
地域経済、交通、通信、教育、文化、環境対策から都市工学、空
間デザイン等をも包含した知の融合として、新たなパラダイム 
シフトを起こすプラットフォームとなる。世界各地で様々な知見
が生み出され、これを具現化する新たなビジネスの創出機会が
あらゆる産業で広がっていくだろう。こうして見ていくと、世界に
類のない少子超高齢社会も、従来のイメージとは様相を異にす
る新たな未来像が開ける可能性がある。

以上

【表４】支える側と支えられる側の割合（一定の仮定を置いた推計）

※1：支える側は20〜64歳の男女、支えられる側は65歳以上の男女
※2：秋山弘子東京大学特任教授「全国高齢者20年の追跡調査」を基に、高齢者の実態に則して、以下のとおり「支える側」と「支

えられる側」を推計。
【支える側】20〜64歳までの男女および65〜74歳の男女のうち高い自立性を保っている人（男性81％、女性の88％）。
【支えられる側】75歳以上の男女および65〜74歳の男女の一部（男性の19％、女性の12％）
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注）
　　　　　　
１） 健康寿命

健康寿命とは、一般に、ある健康状態で生活することが期待される平均期
間またはその指標の総称を指す。健康増進法に基づく方針「健康日本２1（第
２次）」（２1世紀における第二次国民健康づくり運動）では、人の寿命において

「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定めら
れている。この健康寿命は、厚生労働省が3年ごとに行う国民生活基礎調査
の大規模調査における「現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありま
すか」との質問に対する回答を基に算出される「日常生活に制限のない期間」
を主指標としている

２）行動経済学
人間は必ずしも合理的な選択・行動をしないことに着目し、心理学や社会学
などの視点も取り入れ、人間が実際にどのように行動を判断、決定している
かを研究し、実証する新たな学問分野。近年では健康づくりの分野でも応
用が進められている。２０17年のノーベル経済学賞を受賞したシカゴ大学リ
チャード・セイラー教授は、それとなく人々を望ましい方向に行動を後押しす
るナッジ（nudge）理論を提唱している

単位：万人
現役世代で65歳以上を支える場合（※1） 高齢者の実態に則して推計した場合（※2）

2017年 20３0年 2050年 2017年 20３0年 2050年
支える側（A） 6,981 6,3７2 4,8７3 8,4７７ ７,580 6,0７７
支えられる側（B） 3,516 3,７16 3,841 2,020 2,508 2,636
A/B 2.0 1.７ 1.3 4.2 3.0 2.3

（出典：参考資料11、12）を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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要旨
▪2016年から20３0年までの国際目標である「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」は、

17の目標から構成されている。
▪SDGsの目標のひとつが「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」ことである。
▪本稿では、上記の目標を達成するために期待されているツールの一つである開発途上国の貧困層向け金融サービス

について概説する。

マイクロファイナンスの現状

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
基礎研究本部
マネジャー上席研究員　  　新

に い ろ

納　康
こ う す け

介

開発途上国の貧困層支援に役立つ金融サービス

基礎研究レポート

SDGsの目標「貧困を終わらせる」1

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発の
ための2030アジェンダ」に、2016年から2030年までの国際目標
である、「持続可能な開発目標（Sustainable Development 
Goals, SDGs）」が記載された。SDGsは、「地球上の誰一人と
して取り残さない」ことを目指し、持続可能な世界を実現するた
めの17の目標から構成されている。

そのSDGsの目標の一つが「あらゆる場所のあらゆる形態の
貧困を終わらせる」ことである。その目標を達成するために期待
されているツールの一つが、開発途上国における貧困層向け金
融サービス（マイクロファイナンス）である。

本稿では、開発途上国の貧困層に関するファクト、キーワー
ドを紹介するとともに、マイクロファイナンスの現況について述
べることとしたい。

貧困層にまつわるファクト、キーワード2

⑴貧困の定義

貧困には「相対的貧困」と「絶対的貧困」の二つが存在する。
前者は主に先進国、後者は主に新興国・開発途上国の貧困に
ついて述べる際に用いられる。

絶対的貧困とは、低所得、栄養不良、不健康、教育の欠如等、
人間らしい生活から程遠い状態を指し、必要最低限の生活水
準を維持するための食糧・生活必需品を購入できる所得・消費
水準（貧困ライン）を指標とする。本稿における貧困とはこの絶
対的貧困を指す。

世界銀行は、2015年に国際貧困ラインを1人当たり1日
$1.90で暮らすことと定義しており、国際労働機関（ILO）は、
国際貧困ライン未満で暮らすことを「極度の貧困」と表現して
いる。

世界銀行は2013年に、世界における極度の貧困者数が1990
年の18億4,000万人から2015年には7億200万人に減少すると
推測した（次頁表１）。世界銀行は、この10億人以上の極度の貧
困者の減少に関して、中国、インド、インドネシアの経済成長が
大きく寄与していると述べている。
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一方で、極度の貧困者数の約50%（約3億3,800万人）はサブ
サハラアフリカ地域（アフリカ54カ国のうち、サハラ砂漠より南
に位置する49カ国の総称）に居住しており、国別では、2億1,800
万人の極度の貧困者がインドに居住しているという。

⑵ILOの報告書にみる貧困の実態

ILOは、年次報告書「世界の雇用および社会の見通し2016年
版（World Employment Social Outlook 2016）」で貧困層
およびその労働状況等について以下のように述べている。

①働いているが、貧困から脱出できない
新興国・開発途上国の貧困層の失業率は8.7%で、先進国の
貧困層の42.7%よりも低い

②不安定な職業に就いている
賃金労働者の割合が低く、個人事業主と寄与的家族従業者
の割合が高い

③低スキルの仕事についている
極度の貧困状態にある労働者の43%が初等教育以下の低い
能力しか要求されない職業に従事している

④農業・農村部に顕著である
極度な貧困者の88%は農村部で暮らしている。また、新興国・
開発途上国の極度に貧困な労働者全体の2/3近くが農業に
携わっている

⑤貧困が連鎖する
貧困により、栄養、住居、飲み水、医療、および教育が不十分
なことから世代間の貧困の連鎖が生じる

⑶インフォーマル経済

行政に認知、登録、規制されず、法の下の保護がない経済
単位や労働者による活動、国家の統計（GDP、GNI）や記録
に含まれていない経済活動をインフォーマル経済（Informal 
Economy）と呼ぶ。

インフォーマルな経済活動とは、店舗を持たずに路上で商売
を行ったり、行商を行ったり、再生資源となるようなゴミを集め
るなどの極めて報酬の低い仕事を指す。

ILOは、インフォーマル経済には世界の労働力の約4割が従
事していると推定しており、インフォーマル経済に属することと
貧困は密接に結びついていると指摘している。

インフォーマル経済の対GDP比の高さは開発途上国の特徴
である。世界銀行が2007年に行ったインフォーマル経済規模の
試算では、ボリビアはGDPに対して70%超、タイ、カンボジアで
は50%超の規模となっている。

⑷暮らしに悪影響を与える出来事（ショック）とそ
の対処法

2011年にバングラデシュで行われた全国規模の調査によれ
ば、40〜50%の世帯が数年間の間に家計に大きなダメージを
与える何らかのショックを受けているという。ショックの内容
は、高額医療費支出、傷病による所得損失が最も多い。次いで
家畜の死亡、災害、犯罪被害等となっている。貧困層は非貧困
層に比べて、劣悪な生活環境下にあるため、それらのショックが
起こりやすく、そのダメージも大きい。

貧困層のショックへの主な対処法は、貯蓄の切り崩し、融資、
高利貸や知人親類からの借金、資産の売却等となっており、ほ
とんどが自助によるものであり、国や地方行政からの支援は少
ない。農地や家畜の売却は、その世帯の収入源を失うことにな
るため、貧困からの脱却が一層困難になる。

世界保健機関（WHO）によれば、世界で毎年約1億人が医療
費の支払いのために貧困に陥っており、1億5,000万人が医療費
の自己負担のために経済的危機にあるという。

⑸インフォーマル金融

政府による金融業の規制、正式な金融業者のサービスの範
囲外で行われる金融活動を、インフォーマル金融（Informal 
Finance）と呼ぶ。新興国・開発途上国の貧困層が、資金繰りの
ために活用する高利貸等がそれにあたる。

インフォーマル金融は都市部でも農村部でも行われており、
個人的な関係や社会経済的に近い関係の間で行われているこ
とが多い。インフォーマル金融組織とは、地主、質屋、高利貸、
親戚、また日本の「頼母子講」や「無尽」といった仕組みのような
伝統的なコミュニティーの仲間も含まれる。

貧困層にとって、インフォーマル金融はフォーマルな金融機
関よりも近い存在であり、複雑な手続きが無く手軽に利用でき
る。その一方で、金利が高い、小口の資金しか取り扱えない等
の欠点がある。特に、高利貸の金利は極めて高く、いったん融資
を受けた貧困者は貧困の状況から抜け出すことは難しくなると
もいわれている。

年度 1990 2012 2013 2015 見込

総人口 5,2７3 6,991 ７,0７0 ７,225

絶対的貧困率 34.9% 12.6% 10.8% 9.７0%

極度の貧困者数 1,840 880 ７66 ７02

【表１】世界の貧困者数の推移　　　　　　　　　（単位：百万人）

（出典：参考文献23、24）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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⑹金融包摂

貧困層がインフォーマル金融に依存せざるを得ない状況は、
貧困からの脱却を困難にする。この前提のもとに、フォーマルな
金融サービスを貧困層へ提供し、貧困からの脱却を支援する
試みが行われている。

貧困層も含めてすべての人々が預金、決済、融資、送金、保険
等のフォーマルな金融サービスを受けられるようになることを
金融包摂（Financial Inclusion）という。

金融包摂とは単に金融機関に口座を持つだけではなく、貧困
層がそれを生活改善のために活用できることが重要とされてお
り、その実現は、SDGsの目標である貧困、飢餓、健康、教育等
の分野を横断的に達成するために必要とされている。

世界銀行は2013年に、世界の成人人口の約半数を占める約
25億人が銀行口座を持っていないと指摘した。同時に世界銀
行は、そのようなフォーマルな金融サービスから排除されてい
る人々に対し、送金、入金、預金のできる取引口座もしくは電子
機器を提供することを宣言している。その目標は2020年までに、
10億人とされている。

⑺BOPビジネス

BOP （Bottom of Pyramid, Base of Pyramid）とは、一
般的に、一人当たり年間3,000ドル、一日当たり8ドル以下で生活
している人々を指す。このBOP層を対象とした営利事業をBOP
ビジネスと呼ぶ。

BOPビジネスは、企業が貧困層を消費者として扱い、それら
に焦点を当てた営利事業を展開することによって、社会課題の
解決と商業的利益の両方の達成を目指すものである。

世界資源研究所（WRI）と国際金融公社（IFC）が2007年に
発表した報告書「次なる40億人（The Next 4 Billion）」では、
BOPの人口は40億人以上と推計され、その潜在的市場規模

（購買力）は5兆ドルとされている。
BOPビジネスの特徴はボリュームであり、単価は安くとも販

売数が伸びればリターンが期待できるという魅力がある。また、
BOP層は将来的にはその多くが中間所得層に上昇することが
期待されており、BOP層は新たな有望市場「ネクスト・ボリュー
ムゾーン」ともいわれている。

貧困層向けのフォーマルな
金融サービス3

⑴マイクロファイナンス

マイクロファイナンス（Microfinance）とは貧困層向けの小
口金融の総称である。フォーマルな金融サービスへのアクセス
が困難な貧困者に対して小口の融資、預金、保険などのサービ
スを提供することで、貧困者の自立を支援し、金融包摂の実現
を目指す事業である。

マイクロファイナンスの起源については諸説ある。その一つ
に、1960年代に開発途上国が「緑の革命」を推進するために
行った農家への融資を起源とする説がある。その後、1980年代
から1990年代にかけて、小規模な農家や零細自営業を支援す
る融資制度が発展し、現在に至る。

マイクロファイナンス提供者のアプローチは、初期の開発援
助のような慈善的なものから、事業の持続性を確保するために
利潤を追及するBOPビジネスの方向へ転換している。

⑵マイクロファイナンス機関

マイクロファイナンスを提供する組織をマイクロファイナンス
機関（Microfinance Institutions, MFIs）と呼ぶ。MFIsの主
な事業は、後述する無担保の小口融資（マイクロクレジット）で
ある。

現在世界130ヵ国に10,000を超えるMFIsがあるといわれてい
る。その形態は政府系機関、銀行、ノンバンク、信用組合、NGO
など様々である。

ほとんどのMFIsは、ドナーと呼ばれる国際開発金融機関、政
府系金融機関、援助機関、NGO、財団等の援助を受けて設立
されているが、世界のMFIsのうち200〜300の機関は利益を上
げており、有望な投資対象として注目されている。

近年では、マイクロファイナンス投資ビークル（MIV）と呼ばれ
る投資ファンドや投資法人等を介したMFIsの資金調達が活発
に行われている。MFIsの格付機関であるMicro Rateによれば
2012年のMIVによるMFIsへの投資額は62億ドルと2005年の投
資額の9倍に成長している。

次頁表２は、世界のMFIs大手の5社のデータである。Bharat 
Financial Inclusion（インド）および Compartamos Banco 

（メキシコ）は上場企業となったことで有名である。Grameen 
Bank（グラミン銀行）は創設者のムハマド・ユヌス氏が2006年
にノーベル平和賞を受賞したことで世界的に有名となった。

⑶マイクロクレジット

マイクロクレジット（Microcredit）とは貧困層向けの無担
保の小口融資を指す。融資された資金は子供の教育、住環境
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の改善、事業資金等に活用されることになっている。融資モデ
ルにはいくつかのパターンがあり、個人、少人数のグループ、お
よび村落などのコミュニティーを対象として融資が行われて
いる。

世界のMFIsによるマイクロクレジットの平均金利は年利35%
といわれており、日本の消費者金融業者による融資の金利（最
大15%〜20%）よりも高い。表３はグラミン銀行の融資条件の
例である。

2014年にフランスのNPO団体Convergenceが、マイクロ
クレジットに関する市場調査を実施した（表４）。同調査に回
答したMFIsの数は限られているが、南アジア地域でのマイ
クロクレジットの利用が進んでいること、また、地域によって
借り手一人当たりの貸出金額の違いが著しいことがわかる。
Convergence は、2014〜2015年の世界のマイクロクレジット
市場の成長率を、貸出金残高ベースで12.6%と予測している。

⑷モバイルマネー

モバイルマネー（Mobile Money）とは携帯電話をプラット
フォームとした金融サービスで、銀行口座を必要とせず、携帯
電話のショートメッセージサービスを使うことで各種決済、預
け入れ、引き出し、国内送金、国外送金等を行うことができる。

ケニヤの携帯電話事業者であるSafaricomと大手銀行
Commercial Bank of Africaの協業による送金サービス

「M-PESA」が2007年に登場し、以降その他の新興国・開発途
上国で同様のサービスが拡大した。

国際通貨基金（IMF）の2015年の統計によれば、アフリカに
おける成人人口10万人当たりの銀行支店数が8.1、ATM設置 

（出典：参考文献25）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

（出典：参考文献7）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

（出典：参考文献14）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【表３】グラミン銀行の融資形態、条件等

【表４】マイクロクレジットの市場規模（2014年、地域別）

【表２】世界のMFI大手5社のデータ（2012年）

融資先 5人1組のグループ。借り手の97%が女性

平均融資額 $280

貸付金利 20%

担保 無担保・保証人なし

債権管理 法的な契約書無し

返済期間 1年以内

返済率 98.20%

地域 借り手人数
（百万人）

貸出金残高 
（10億ドル）

1人当貸出
金額（ドル）

回答した 
MFIの数

南アジア 64.1 12.8 199.７ 165

中南米カリブ海 21.6 40.6 1,8７9.6 349

東アジアおよびオセアニア 15.1 12.9 854.3 138

東ヨーロッパおよび中央アジア 3.5 11.3 3,228.6 143

アフリカ 5.3 8.2 1,54７.2 219

中東および北アフリカ 2.1 1.2 5７1.4 31

世界合計 111.７ 8７.1 ７７9.8 1,045

名称 BRAC Grameen
 Bank

Bharat Finan-
cial Inclusion ASA Compartamos 

Banco

所在地 バングラデシュ バングラデシュ インド バングラデシュ メキシコ

設立年 19７2 1983 1998 19７8 1990

従業員数 44,306 25,283 22,７33 21,298 13,298

借り手人数（万人） 500 830 ７30 500 230

貸出金残高（百万ドル） 646 939 925 531 840

1人当貸出金額（ドル） 129 113 12７ 106 365
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台数が13.8と少なく、先進国はもとよりOECD加盟国を除いた
中南米、アジア地域と比較しても少ない値となっている注1）。

モバイルマネーは、その銀行サービスの空白地帯ともいえる
サブサハラアフリカで爆発的に普及している（表５）。今後は南
アジアでの普及が伸びることが予想されている。

また、表６にあるようにモバイルマネーは様々な用途で活用
されている。そのうち、「複数の口座への一括支払い」は、雇用主
から従業員、政府から公務員への給与支払いに活用されてお
り、現金の手渡しよりも間違いや不正が少ないサービスとして
評価されている。

BOPビジネス、
マイクロファイナンスの負の側面4

⑴BOPビジネスの問題

前述のとおり、BOPビジネスとは、社会課題の解決と商業的
利益の両方の達成を目指す営利事業である。このゴールを達成

できたのは、携帯電話、日用消費財、医薬品に携わる企業のご
く一部であり、BOPビジネスに参入した多くの企業が利益をあ
げられずに撤退しているといわれている。

また、BOPビジネスが開発途上国の消費者の健全な生活を
損ねるケースも指摘されている。貧困層が先進国から輸入され
た奢侈品、嗜好品を購入するために生活必需品への支出が圧
迫されるという結果を招くのである。

学者Aneel Karnariは2007年にBOPビジネスを「危険な謬
見（びゅうけん）」であるとした。Karnariによれば、2000年初頭
のインドにおいて、あるメーカーのBOPマーケットへの参入に
より、国内のシャンプーの普及率が90%になったという。ところ
が、当時の同国の石鹸の日常的利用率は30%と低いままであっ
た。下痢が問題となっている同国の衛生事情からすれば、シャ
ンプーよりも安価な石鹸の利用の方が重要であり、メーカーの
取り組みは的外れであるとKarnariは指摘する。

（出典：参考文献15）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

（出典：参考文献15）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【表５】モバイルマネー2016年12月時点での普及・活用状況（地域別）

【表６】モバイルマネー2016年12月の用途別月間取引

地域 サービス数 代理店数
（千件）

アカウント数
（百万件）

月間取引総額
（百万ドル）

サブサハラアフリカ 140 1,5７0 2７７.4 14,4７8.8

南アジア 42 1,880 164.2 5,109.1

中南米カリブ 30 16７ 23.0 66７.5

東アジアおよびオセアニア 3７ 455 36.6 1,868.4

中東および北アフリカ 20 83 44.1 202.6

ヨーロッパおよび中央アジア 8 1７７ 10.4 113.6

世界合計 2７７ 4,332 555.6 22,439.9

　 月間取引件数 
(百万件)

月間取引総額 
(百万ドル)

1取引当の金額 
（ドル）

携帯電話料金支払 533.9 545.1 1.02

公共料金の支払 99.７ 1,218.4 12.22

複数の口座への一括支払 19.0 ７18.8 3７.89

入金 252.2 6,７７７.4 26.8７

出金 185.4 5,92７.1 31.96

国外送金 1.0 10７.4 103.3７

商取引の支払 44.2 454.1 10.28

家族、知人への送金 1７3.2 6,691.5 38.62

合計 1,308.７ 22,439.9 1７.15
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注）
　　　　　　
1）日本の成人人口1０万人当たりの銀行支店数は34.1、ATM設置台数は1２7.6

（国際通貨基金、２０15年）

⑵マイクロファイナンスの問題

グラミン銀行の創設者がノーベル賞を受賞したことから、マ
イクロファイナンスは世界で最も称賛されたBOPビジネスであ
るといえる。しかし、MFIsの行う融資事業に対する批判も少な
くない。学者Milford Batemanは2009年にマイクロクレジット
について以下のように述べている。

⃝マイクロクレジットによる国民生活の質の向上は、ほとんど実
現できていない。MFIsが長く活動している国々で、貧困はい
まだに根強く残っている

⃝すべての貧困層が旺盛な起業家精神を持ち、機会（融資）さ
えあれば生活を改善させることができるという考えは幻想で
あり危険である

⃝返済リスクが低く、高い金利で融資できるマイクロクレジット
の隆盛によって中小企業向けの融資が減り、インフォーマル
経済における起業が増えた。需要の限られた市場での零細
事業者の過当競争が発生し、結局貧困は解決しない

2010年にインドのアンドラプラデシュ州でMFIsからの多重
債務を苦に70人余りが自殺を図ったことは広く報道された。
利益が見込めるマイクロクレジットの分野にいくつものプレー
ヤーが参入し、貸出競争を行った結果である。

社会課題解決事業の推進に向けて5

「貧困の完全な撲滅」は遠大な目標であるが、開発途上国の
貧困層向けの金融サービスは、テクノロジーの進化の力も借り
つつ普及が進んできており、その目標達成に少なからず貢献し
ていることは想像できる。

それらのサービスのありようには課題も多く、サービス提
供者に対して様々な方面（投資家、社会活動家、学者、ジャー
ナリスト等）から常に厳しい視線が注がれていることも確かで
あるが、SDGsは2030年までの国際目標であることから、金融
の分野における貧困撲滅に向けた歩みはとどまることはなく、
加速するであろう。また、本稿で述べた開発途上国における
傷害、疾病、災害など貧困層に影響の大きいリスクに対する
手当てについては、保険のノウハウや資金の提供などといった
様々な面で先進国の保険会社が貢献する機会が生まれるで
あろう。
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火災・爆発

●ギリシャ アテネ近郊で大規模な山林火災　死者92人
ギリシャ首都アテネの近郊、沿岸部のリゾート地で7月23日夜、大規模
な山火事が発生、アテネの東約30kmにある避暑地マティやラフィーナ
周辺で約1,500棟の家屋、300台以上の車両が焼け、住民や観光客など92
人が死亡、負傷者は180人以上に上った。
死者の大半は家屋や車の中で焼死しているが、海に逃げ込んで溺死
した人も多い。多くの死傷者を出したマティでは、海岸からわずか15m
ほどの場所で、26人の遺体が見つかっている。海に避難しようとしたが
付近が断崖で逃げられなかったものとみられている。沿岸警備当局や
地元住民らが漁船やボートで、海に泳いで逃れた700人以上を救助した
が、救助が間に合わず溺死したケースもあった。
火災はマティなど十数か所で発生した。ギリシャ政府は放火が原因で
ある「重大な証拠がある」と表明したが、火の不始末との見方も浮上して
おり、出火原因は不明。ギリシャでは夏の熱波により山林火災がよく発
生し、直近も気温40度を超える地域が出るなど猛暑が続いていた。
ギリシャ政府は非常事態を宣言。首相は国際社会に支援を要請、スペ
インやイタリア、クロアチアなどが支援を表明した。

●カリフォルニア州で過去最大級の山林火災 
7月に米国カリフォルニア州各地で発生した山林火災は、焼失面積が
東京都の半分以上に相当する約1,100㎢以上になり、過去最大となった。
この山林火災により9人が死亡、約4万人が避難、少なくとも1,500棟以上
が倒壊または被害を受けている。
熱波と極度の乾燥に強風が加わり、ヨセミテ国立公園付近やロサン
ゼルス近郊など計20箇所で山火事が起きている。米メディアによると、
同州は7月の消火活動に1億1,400万ドル(約127億円)を費やしたという。
米大統領は7月29日までに非常事態宣言を出し、連邦緊急事態管理局
（FEMA）に災害支援などの対応に当たるよう指示している。
カリフォルニア州では、2017年10月にもワインの生産地として知られ
る北部ナパ郡周辺で大規模な山火事が発生、40人以上の死者を出すな
ど、被害が相次いでいる。

地震・噴火・津波

●大阪北部で震度6弱の地震、都市機能マヒ　死者5人・負傷者435人
6月18日午前7時58分頃、大阪府北部を震源とする地震が発生し、大阪
市、高槻市などの5市で震度6弱を観測した。府内で倒壊した塀の下敷き
になるなど5人が死亡、負傷者は7府県で435人に上った。住宅の被害は、
大阪・京都・兵庫・奈良の4府県で全壊12棟、半壊273棟、一部損壊41,459
棟。火災は大阪市・尼崎市で計7件発生した（消防庁7月29日）。
気象庁によると震源の深さは13km、マグニチュード(M)は6.1と推定さ
れる。東海や北陸など広範囲で揺れを感じ、計10府県で震度4以上を観
測した。

地震発生当日は、鉄道や高速道路がストップし、一般道が激しく渋滞
するなど都市の交通網が麻

ま ひ

痺した。水道管損傷による断水やガスの供
給停止、停電など都市インフラにも大きな影響を及ぼした。電力会社に
よると大阪府と兵庫県の計11市で最大約17万戸が約3時間にわたって
停電した。断水は吹田市や高槻市などで発生、ガスも高槻市、茨木市、
吹田市など約11万戸で供給が停止するなど、広範囲に及んだ。
地震でユーティリティ・生産設備の被害や従業員の出勤・帰宅に混乱
が生じるなどして企業活動にも大きな影響がでた。物流では道路渋滞
から集配が半日ないし1日程度遅延するケースがみられ、取引先の被災
により部品供給が滞ることで計画的に稼働を停止する工場もあった。

●インドネシアでM6.9の地震　死者515人
インドネシア・バリ島の東隣にある観光地ロンボク島で8月5日、同島
北側の海底を震源とするマグニチュード(M)6.9の地震が発生、震源に近
いロンボク島北部や東部で大きな被害がでたほか、バリ島でも大きな
揺れを観測した。地震発生直後にロンボク島など周辺海域に津波警報
が出され、ロンボク島やバリ島では50センチ以下の津波が観測された。
ロンボク島では7月末から強い地震が多発しており、7月29日にM6.4、8
月5日M6.9、19日に昼M6.3、夜M6.9の地震を記録している。インドネシア
国家災害対策庁によると、これらの地震による死者は少なくとも515人
(8月24日現在)に上り、負傷者は計7,145人となっている。ロンボク、スンバ
ワ両島で認定した住宅被害が、全壊1万6,231棟、半壊や一部損壊が1万
5,898棟、未認定のものを含めた住宅被害は、8月29日時点で8万3,392棟
に上っている。避難生活者は8月21日時点で約43万人となっている。バリ
島の在デンパサール日本総領事館によると、ロンボク島にいた40代の
日本人女性が右足に軽傷を負った。
避難者の大半は倒壊した自宅付近に張ったテントや防水シートの下
で寝泊まりするか、避難所生活を送ることを余儀なくされた。負傷者の
治療のために仮設の診療所も設置されているが、地震から1週間近くを
経た段階でも、食料や飲料水、医薬品が多数の被災者に行き届いてい
ない状態が続く。
ロンボク島はダイビングや北部の山でのトレッキングなどが人気の観
光地。7月29日の地震では同島北部のリンジャ山（標高3,726m）で日本
人2人を含む登山客約500人が一時足止めされ、国軍や国家警察が救出
にあたった。

風水雪災・豪雨・竜巻

●西日本で記録的な豪雨　死者221人
7月初旬に西日本を襲った記録的な豪雨は、広範囲で河川の氾濫、浸
水被害、土砂災害等を引き起こし、死者、行方不明者が多数にのぼる記
録的な災害となった。この災害による被害は、死者221人、住宅の損壊
21,183棟・浸水被害29,482棟に上る（台風12号による被害も一部含む）。
また豪雨から2か月近く経過しても8府県の98の避難所に計1,541人が避
難生活を送っている（消防庁9月3日現在公表ベース）。
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豪雨をもたらしたのは、6月28日以降7月4日にかけて日本海側を移動
しながら広範囲に停滞した前線と、6月29日に発生してから東シナ海を
北上し7月4日に日本海で温帯低気圧に変わった台風7号の影響による。
6月28日から7月8日までの総降水量は、四国地方で1,800ミリ、東海地方
で1,200ミリを超えるところがあるなど、7月の月降水量平均値の2～4倍
となる大雨となったところがあった。また西日本と近畿・東海・北海道地
方の多くの観測地点で、24時間、48時間、72時間の各降水量の値が観測
史上1位となるなど広範囲で記録的な大雨となった。
豪雨は、浸水や土砂災害など直接的な被害にとどまらず、交通網の寸
断や断水などインフラ被害を通じて被災地の暮らしや経済活動に間接
的にも大きな影響を及ぼしている。道路の激しい渋滞や鉄道の寸断と
復旧の遅れは、従業員の通勤やサプライチェーンに大きく影響し、被災
地で多くの企業が生産停止に追い込まれた。
広島県や山口県内に主力工場を置く大手自動車メーカーでは、部品
調達ができず5日間操業を停止した。操業再開後も、激しい渋滞に伴う
出勤者の遅延やトラック物流の遅れなどの影響は続いた。
気象庁は豪雨を「平成30年7月豪雨」と命名、また政府はこの豪雨によ
る災害のほか5月20日から7月10日にかけて全国各地で起きた暴雨・暴
風雨による災害を、激甚災害に指定する政令を閣議決定し7月27日に公
布・施行した。

自動車・鉄道・船舶・航空機事故

●走行中の新幹線車内で乗客切られ、男女3人死傷
7月9日午後9時45分ごろ、新横浜−小田原間を走行中の新幹線のぞみ
号車内で、乗客の男女3人が襲われて死傷した。事件発生後、襲われた3
人は小田原駅に停車した新幹線の車内から病院に搬送されたが、男性
1人(38)が首など複数箇所を刺されて死亡、20代女性2人が頭部や肩を
切られる軽傷を負った。通報で同駅に駆けつけた警察署員が車内で、容
疑者(22)を現行犯逮捕した。
鉄道会社によると、車内では午後9時47分ごろに非常ブザーが鳴った
が、新横浜駅を午後9時42分に出発するダイヤとなっており、同駅をたっ
た直後に事件が発生したとみられる。殺人未遂容疑で逮捕された容疑
者は複数の刃物を車内に持ち込んでおり、県警は計画的な事件で強い
殺意があったとみている。死亡した男性は、容疑者が乗客の女性に切り
付けるのを止めに入ろうとしたとみられる。
国土交通省は7月20日、事件を踏まえた緊急の安全対策として、刃物
類を梱包しないまま列車内に持ち込むことを禁じる方針を明らかにし、
省令改正での対応を検討している。手荷物検査は利便性やスペース確
保が難しいとして盛り込まれていない。鉄道各社（JR）は事件後、新幹線
車内に防犯用の盾や防刃ベストの配備を決定している。

●イタリアで高速道路崩落　死者43人
イタリア北部ジェノバで8月14日（現地時間）、高速道路の高架橋が約
100mにわたって崩落し、43人が死亡した。橋を走行していた乗用車約
30台とトラック数台が巻き込まれた。在ミラノ日本総領事館によると、こ
れまでに日本人が巻き込まれたとの情報はない。
橋は1960年代に建設され、何度か補修工事が行われていた。全長約
1.2km、道路部分の高さは約45mで鉄道線路と川をまたぐようにかかっ
ているが、事故当時、列車は走行していなかった。現場はジェノバの空
港近くで、崩落を受けて一部の鉄道や道路が封鎖された。
当局は事故原因を調査中だが、老朽化による崩落との指摘も出ている。

疾病関連

●入院患者から多剤耐性菌　感染者15人、8人死亡
鹿児島県内の病院で、入院患者15人から多剤耐性アシネトバクター
や類似の菌が検出され、うち8人が死亡していたことが8月2日明らかに
なった。その後の病院による調べで、死亡した8人のうち、感染症を発症
していたのは4人で、うち3人は病状悪化に影響した可能性があるとさ
れた。肺炎を患った残りの1人は細菌が病状の進行に影響したかは確認
できなかった。これら4人について死亡との因果関係は不明確としてい
る。また細菌が検出されただけで感染症を発症していない4人について
は、死亡との因果関係を否定した。
多剤耐性アシネトバクターは、ほとんどの抗生物質が効かない多剤耐
性菌の1つ。薬で菌を抑えることが難しく治療は困難とされている。
菌が検出された15人のうち14人は院内の集中治療部（ICU）で治療を
受けていた。ICUの手洗い場で菌が検出されており、医師らを介して感
染が広がった可能性が指摘されている。

工事中・作業中の事故

●建設中のビルで火災　死者5人・負傷者40人
7月26日午後1時50分頃、東京都多摩市のビル建設現場で火災があり、
地上3階・地下3階の地下部分を中心に約5,000㎡が焼けた。出火当時
現場では約320人が作業をしていたが、逃げ遅れた5人が死亡し、約40
人が負傷した。警視庁によると、火元とされる地下3階では、不要になっ
たＨ型鉄鋼をバーナーで切断する作業が行われており、その際に飛び
散った火花がＨ鋼の隙間から落ちて、下の免震層にあった発泡ウレタ
ン製断熱材に引火したとみられている。
その後の調べで、当初断熱材に難燃性ウレタンを使用する計画だっ
たところ、燃えやすい発砲ウレタンに変更されていたことが判明した。警
視庁は8月28日午前、業務上過失致死容疑で施工主の準大手ゼネコン
企業の本社と多摩市の現場事務所の捜索を開始、同社の安全管理に不
備がなかったか、ウレタン材の変更経緯を調べている。

情報関連
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編集後記
平成30年に入り6月の大阪府北部の地震、7月豪雨による水害、9月に

は台風21号および北海道胆振東部地震と立て続けに大規模災害に見
舞われ、あらためて私たちが自然災害の多い国に住んでいることを思い
知らされました。被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
大規模災害が起きる度に事業継続計画（ＢＣＰ）の整備・強化が叫ば

れますが、タンカーの架橋衝突や内陸地の液状化など、事前想定が難し
い被害に直面し、どう今後のＢＣＰ見直しに反映させるか悩ましいところで
す。今や「天災は忘れた頃にやってくる」ではなく、「天災は立て続けにや
ってくる」ものと覚悟し、まず個人でも非常用の備蓄食料や持出袋の確
保、家族との連絡方法の確認など、できることから始めてはと思います。も
ちろん企業・団体における事業継続計画のブラッシュアップも必要です。
こちらはＭＳ＆ＡＤインターリスク総研がお手伝いさせて頂きます。
さて、今号から新シリーズ「未来社会予測」が始まりました。4月に創設

した基礎研究本部のメンバーの執筆となります。近未来社会の身近な題
材を取り上げ考察します。これまで本誌が取り上げて来なかった領域にも
挑戦してまいりますので、ご愛読よろしくお願いいたします。

（F.S）
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〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉

佐々木 勝（ささき まさる）
内閣官房参与

【職歴】
1977年 3月 東京医科大学卒業
1977年 5月 三井記念病院脳神経外科
1977年12月 東京大学医学部脳神経外科
1978年 6月 都立墨東病院脳神経外科
1979年12月 日赤医療センター脳神経外科
1981年12月 総合会津病院脳神経外科
1982年10月 東京大学医学部付属病院救急部
1984年 4月 公立昭和病院救急診療科
1987年 2月 埼玉医科大学総合医療センター救命救急センター
1987年11月 東京大学医学部付属病院救急部
1992年 6月 関東中央病院脳神経外科
1993年 8月 都立府中病院救命救急センター
1997年 7月 都立府中病院救命救急センター部長
2007年 6月 都立広尾病院副院長
2012年 4月 都立広尾病院院長
2016年 4月 東京都保健医療公社副理事長(2018年3月31日退職)
2016年 4月 5日付内閣官房参与（現在に至る）
2017年 4月 日本大学危機管理学部　客員教授（現在に至る）

【免許・資格】
1977年 5月 医師国家試験免許
1983年 7月 日本脳神経外科学会専門医
1985年10月 日本救急医学会認定医
1987年 7月 学位取得
1994年12月 日本救急医学会指導医

中村 友樹（なかむら ともき）
東京商工会議所 サービス・交流部 会員交流センター 所長
中小企業診断士・健康経営アドバイザー

食品メーカー勤務を経て、2006年から東京商工会議所
中小企業支援、機関誌編集、ウェブ構築・管理、政策提言等の関係
部署を経て、2018年から現職

セミナー「医療現場のリスクマネジメント」を開催します

本セミナーでは、患者の変調にいち早く気づき、重症化しない
ための取り組みやシステム、ルールを紹介します。大学病院や地
域の拠点病院など、比較的大きな規模の病院の方々にはぜひご
参加いただき、医療事故の未然防止の参考にしてください。

日　　時 2018年11月1日(木)　13:30～16:30
会　　場 ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水
 （三井住友海上駿河台新館ビル3階）
 （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、MS&ADインターリスク総研
定　　員 150名（申し込み先着順）
参 加 費 無料
申込方法　Web上の下記URLの画面からお申し込みください。
 https://www.irric.co.jp/event/index.html

RMFOCUS（第67号）／2018年10月1日発行

発　行／　　　　　　　　　　　　　　　　      営業推進部
発行者／近江 正敏　
編集長／野﨑 久之

【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）

1.院内急変から患者を守る
Rapid Response Systemを通してみえてきたもの
黒岩 政之氏（北里大学医学部麻酔科学教室 診療准教授）

2.患者の周術期を守る
予兆をとらえるためのモニタリング
佐藤 仁氏（横浜市立大学附属市民総合医療センター 麻酔科 講師）

3.ベッドサイドで患者を守る
未然防止策を浸透させるための活動
北條 文美氏（東京慈恵会医科大学附属病院 医療安全推進室）

4.パネルディスカッション
黒岩氏、佐藤氏、北條氏（上記基調講演者）
中村 京太氏
（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）
紙谷 あゆ美
（MS&ADインターリスク総研株式会社 医療福祉専任コンサルタント）

※セミナー内容は一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承
ください。

お問い合わせ
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部　事業継続マネジメント第二グループ
セミナー事務局（丸山・西村）
TEL：03-5296-8976

主な内容
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未来社会予測新
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基礎研究レポート基礎研究レポート

気候変動シナリオ分析の方法論をめぐる動向
レジリエントでサステナブルな社会をめざして年間シリーズ

■災害時の病院のBCP（事業継続計画）
■商業施設・集客施設に求められるリスクマネジメント
■機能安全の導入と適切な活用に向けて
■訪日外国人旅行の新たなステージを考える ～プロモーションからマネジメントへ～

中小企業にも広がる健康経営　～成功のポイントは経営者の“本気度”と体制作り～

健康経営特　集

社員を想い、社会を想う健康経営　～熊本県の自動車学校から～

健康なまちづくりの潮流と展望
～地域・社会環境の整備を主軸に～

マイクロファイナンスの現状
～開発途上国の貧困層支援に役立つ金融サービス～

※バックナンバー
　はこちら
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