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内容紹介

改定、"Society 5.0"包括提言の公表、事例集"Innovation for SDGs"の作成などを行った。本稿では、Society 5.0 for SDGsの実現
に向けた経団連の取り組みについて紹介する。

平成30年7月豪雨、台風21号、平成30年北海道胆振東部地震における「過去の災害と比べて特徴的であった点」を振り返り、今後
発生しえる連続的な災害や複合的な災害の対策のポイントについて解説する。

を高めていくことが求められている。このような知見を体系的に取り纏めたガイドラインとして、2018年5月に
「防災拠点等となる建築
物に係る機能継続ガイドライン」
が公表された。本稿ではこのガイドラインを活用した建築物の
「機能継続性」
向上について解説する。

企業が相次いでいる。今後も次々と新しい環境規制が施行される見通しであり、対応の遅れが命取りとなる恐れがある。本稿では、
中国の環境規制に悩む日系企業の現状と課題について解説する。

観点より事業者、作業者に求められるポイントについて解説する。

よび日本における感染症の現況を紹介し、我が国が新たな感染症に対してどのような準備を行っているかを説明したうえで、企業の
感染症対策は危機管理の観点からどうあるべきか提言する。

においても公益通報者保護法の改正に向けた議論が進み、消費者庁が法案の方向性と今後の検討課題を提示している。本稿では、
EUと日本における公益通報者保護に関する新たな潮流について考察する。

個人が常に高いパフォーマンスを発揮できるオフィス環境の整備とICTを活用したテレワークによる働き方改革について考察する。

の輩出がイノベーション加速の鍵となる。本稿ではシリコンバレーにおいて、女性起業家に特化した育成プログラムを運営してい
る日本人女性の取り組みを紹介するとともに起業を志す女性へのメッセージをお伝えする。

〈特別寄稿〉
女性活躍

女性が主に関わる、生活に密着したビジネスの分野は、テクノロジーがまだ入り込みきれていない未開拓分野であり、女性起業家

未来社会予測

デジタルネイティブ世代が社会の中枢を担う近い将来、働き方の質や就業形態のあり方が大きく変化する可能性がある。本稿では、

基礎研究レポート

EU域内において、企業等による巨大不祥事が内部告発によって発覚し、公益通報者保護の重要性が再認識され始めている。日本

感染症危機管理

今後未知の感染症が発生し、世界的な大流行（パンデミック）となる恐れがあることは認識しておくべきであるが、本稿では海外お

労働災害

陸上貨物運送事業で発生している労働災害は荷役作業中のものが全体の約7割を占めており、荷役運搬機械を用いた作業に
おける安全対策を講じることが重要となる。本稿では、安全なフォークリフト作業実施のため、
「 労働災害の特徴」、
「 安全管理」
の

環境規制対策

中国政府が環境対策に本腰を入れ始め、企業に対する環境規制を急激に強化した結果、高額の罰金や操業停止の命令を受ける

〈特集〉
防災最前線②

2018年は大被害をもたらした自然災害が多発、今後も大規模な自然災害の発生が予想される中、各企業においては
「機能継続性」

〈特集〉
防災最前線①

2018年の風水災・地震災害の被害規模は例年以上に大きく、損害保険会社による保険金支払額は記録的な値となった。本稿では、

Society 5.0 for SDGs
の実現に向けて

経団連は、未来社会"Society 5.0"の実現を通じたSDGs
（Sustainable Development Goals）
の達成を目指し、企業行動憲章の
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要旨
▪経団連は、
未来社会"Society 5.0"の実現を通じたSDGs
（Sustainable Development Goals）
の達成を目指している。
▪ 防災分野でも、"Society 5.0"の実現によって、昨今激甚化・広域化している自然災害に対する各地域の強靭性を向上
することが可能になる。
▪ 企業を含め多様なステークホルダーの取り組みを促すべく、経団連では、企業行動憲章の改定、"Society 5.0"包括提
言の公表、事例集"Innovation for SDGs"の作成などを行った。
▪ 2020年の東京オリンピック・パラリンピックをSociety 5.0 for SDGsのショーケースにするとともに、2025年の関西・大
阪万博において、日本でSociety 5.0 for SDGsが実現された姿を世界に示すべく、引き続き取り組みを進めていく。

2015年にSDGsが採択されて以降、日本の企業・経済界に
おいても、2017年の一般社団法人 日本経済団体連合会（以下、
「経団連」）
の
「企業行動憲章」
の改定を一つのきっかけとして、

1．
Society 5.0 for SDGs
そもそもSDGs（Sustainable Development Goals）
とは、

SDGsへの認識が急速に高まるとともに、既に一部の企業では

2015年に国連で提唱された、持続可能な社会のための国際統

SDGsを経営戦略に導入するなど具体的な行動が見られてい

一目標である。具体的には、飢餓や貧困、
ジェンダー平等、経済

る。2019年以降、
こうした機運が一層高まり、大企業だけでなく

成長や技術革新、気候変動などに関する、包括的かつ野心的な

中小企業、地方企業も含めた動きが加速していくことが期待さ

17のゴールと169のターゲットから構成される
（次頁図1）。2030

れる。

年までにこれらの目標達成に加盟国政府が取り組むことについ

2019年は、
日本で初めてG20が開催されるほか、
G20のビジネ

て、国連で全会一致により合意されている。

ス・エンゲージメントグループであるB20が経団連を議長として

昨今、①AIやIoTといった
「技術的変化」、②人口動態や反グ

東京で開催される。
また7月には横浜でTICADⅦ、9月には国連

ローバリゼーション・保護主義といった
「経済・地政学の変化」、

本部で日本も含めたSDGsの首脳級レビューが行われるなど、

③環境問題など様々な問題が地球規模で深刻化する中での

数々の国際会議において日本の取り組みが注目を集める年と

人々の
「マインドセットの変化」、
など急激な社会の変化の波が

なる。

迫る中で、世界がSDGsという同じ目標を共有していることは、

この機会に経団連は、かねて提唱するコンセプト"Society

非常に意義深いことである。
こうした中、企業には、技術の担い

5.0 for SDGs"を国内外に積極的に発信したいと考えている。

手としてイノベーションの活性化を通じ、SDGsの達成に貢献し

そこで本稿でも、
このコンセプトの内容と、
その実現に向けた各

ていくことが求められる。

社･経済界の取り組みについて紹介する。

そこで経団連では、SDGs達成に向け"Society 5.0"というコ
ンセプトを提案している。人類の歴史上、狩猟社会、農耕社会、
工業社会、情報社会といった経済社会の大変革の背景には、
灌漑（かんがい）技術、蒸気機関、
コンピューターなど、大きな

1
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技術革新があった。現下のAI、IoT、
ビッグデータ、
ロボット等の
技術によるデジタル革新もまた、社会全体の大変革を引き起こ
し、次の新しい社会を実現する可能性を秘めている。
これに、技
術をいかに課題解決・価値創造に活用するかという人々の想像
力・創造力が加わることで、社会の課題を解決し、価値を創造す
る社会"Society 5.0"を実現することができる
（図2）。
Society 5.0の核には、革新技術を活用した企業のイノベー
ションがある。単に革新技術を開発・提供することに留まらず、
革新技術を用いて社会全体の最適な姿を追求することが求め
られる。業界、企業という単位で考えるのではなく、革新技術を
社会全体で活用しSDGsの掲げる様々な目標を達成するため
に、
自社の事業活動やイノベーションを見直し、必要に応じて
様々なステークホルダーとの連携を模索することが極めて重要
【図1】
ＳＤＧｓの17の目標

（出典：国際連合広報センター）

である
（図3）。

【図3】Society 5.0 for SDGsの概念図
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Society 5.0 for SDGs
の実現に向けて

【図2】

2．
Society 5.0 for SDGsに向けた
経団連の取り組み

物資の備蓄・確保の体制を整備する、④帰宅困難者対策を講
じる、⑤災害発生時の初動マニュアルを策定する、
といった取り
組みが有効である。

経団連では、
Society 5.0 for SDGsの実現に向けて様々な

後者については、平時よりＢＣＰ
（事業継続計画：Business

活動を展開している。
本稿では、
そのうち
（１）
企業行動憲章の改

Continuity Plan）
を策定しつつ、
それを実効性のあるものとす

定、
（２）Society 5.0包括提言の公表、
（３）事例集"Innovation

べく、定期的に訓練を実施することなどが求められる。
また、地

for SDGs"の作成、
の３点について説明する。

震・津波・洪水・感染症などの災害別に対策を講じることや、外

⑴企業行動憲章の改定

につながる。

「企業行動憲章」
とは、経団連が定める会員企業の行動原則
である。
もともとは企業不祥事の発生に対応して1991年に経団

部機関・国際規格などを活用することは、有効なＢＣＰの策定

②多様なステークホルダーや地域との連携

広域かつ甚大な大規模災害に対応するためには、
グループ

連が制定した行動原則であり、会員企業・団体がとってはいけ

企業や取引先・サプライチェーン、他社や業界団体などの幅広

ない行動を示した
「べからず集」
であった。
当時、企業に求めら

いステークホルダーと連携し、災害による被害を社会全体と

れたのは、高い倫理感を持って事業に取り組むとともに、事業

して最小化することが重要である。
ＢＣＰ策定にあたっても、
グ

が社会に負担をかける代わりに、社会貢献や寄付、環境保護に

ループ内や業界としてのガイドラインを定めるなど、
周囲を巻き

取り組むことであった。憲章はその後も、証券不祥事やグロー

込んで災害への備えを充実することで、有効な事前対策を講じ

バル化への対応、環境問題への関心の高まりなど、社会からの

ることができる。

要請の変化に応じて累次改定されてきた。

また、
自治体との災害連携協定の締結や、
ＤＣＰ
（地域継続計

SDGsの達成を目指す今の時代においては、事業そのものが

画：District Continuity Plan）
の策定など、
企業のみならず地

持続的な社会の発展に役立つことが望ましい。
そこで、2017年

域との連携を深めることは、
より強固な防災体制の構築につな

11月、Society 5.0 for SDGsを柱として、憲章を大幅に刷新

がる。
かねてより経団連では、
2014年に公表した提言
「企業間の

した。
サブタイトルを
「持続可能な社会の実現のために」
と変更

ＢＣＰ／ＢＣＭ連携の強化に向けて」
において、
サプライチェー

し、憲章の前文には
「企業は持続可能な社会の実現を牽引する

ンを構成する企業間の連携や業界内連携に加え、地域内連携

役割を担う」
と明記したほか、具体的な条文においても、新設し

の重要性を訴えてきた。企業には、被災後の地域の救援・復旧

た第１条に
「イノベーションを通じて経済成長と社会的課題の

への積極的な参画はもちろん、平時から地域と連携し、地域社

解決との両立を図る」
と記載するなど、全体を通じてSDGs時

会の一員として共に大規模災害に備えることが求められる。

代の考え方に即した表現とし、企業の主体的な取り組みを促す
ような前向きな表現を多く用いた。憲章改定後、会員企業の中
では、SDGsが企業の存続条件そのものであるという認識が一
層高まっている
（次頁表1）。

③ＩＣＴの利活用

防災分野におけるＩＣＴの利活用は、Society 5.0の実現に向

けた取り組みを進め、
ＳＤＧｓ、
とりわけ目標11「包摂的で安全

防災の分野については、
これまで経団連の会員企業が行っ

かつ強靱(レジリエント）
で持続可能な都市および人間居住を

てきた取り組みの重要性を改めて強調するとともに、Soctiety

実現する」
を達成する上での大きな鍵となる。具体的には、
クラ

5.0にふさわしいICTの積極的な利活用について新たに記述を

ウド技術の活用やテレワークの推進などに加え、
ＩＣＴを通じた

追加している。新たな企業行動原則を実践する上で、企業には

官民連携も重要となる。

主に下記三つの取り組みが求められる。

とりわけ官民連携に関して、経団連では2016年の提言「大規
模災害への対応における官民連携の強化に向けて」
の中で、防

①「従業員とその家族の安全確保」
と
「事業活動の維持継続・
早期復旧」

3

災・減災、国土強靭化に向けた官民連携の鍵として、
ＩＣＴの利
活用による災害情報連携の推進を掲げた。

実際に災害が発生した時、企業にまず求められるのは、
「従

これを受け、2017年４月には、
内閣府中央防災会議の下に
「国

業員とその家族の安全確保」
と
「事業活動の維持継続・早期復

と地方・民間の
『災害情報ハブ』推進チーム」が発足した。
これ

旧」
である。

は、災害対応に必要な情報（救援物資や被災したインフラの状

前者については、平時からの取り組みを徹底し、従業員一人

況など）
を円滑に共有できるよう、様々な主体がばらばらに管

ひとりの災害対応能力を向上することが重要となる。具体的に

理しているデータの所在、
フォーマット、提供期間などを把握・

は、①自社が見舞われる可能性のある危機事象（地震、津波、

調整することを目的に設置されたもので、経団連を含め業界

洪水など）を洗い出す、②災害対策組織を構築する、③緊急

団体・官公庁・地方公共団体・大学など、幅広い主体を構成員
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【表１】企業行動憲章の新旧比較

旧版
（2010年版）
企業行動憲章

－ 持続可能な社会の実現のために －
企業は、公正かつ自由な競争の下、社会に有用な付加価値および雇用
の創出と自律的で責任ある行動を通じて、持続可能な社会の実現を牽
引する役割を担う。そのため企業は、国の内外において次の10原則に
基づき、関係法令、国際ルールおよびその精神を遵守しつつ、高い倫理
観をもって社会的責任を果たしていく。

１．
社会的に有用で安全な商品・サービスを開発、提供し、消費者・顧客 （持続可能な経済成長と社会的課題の解決）
の満足と信頼を獲得する。
１．
イノベーションを通じて社会に有用で安全な商品・サービスを開発、
提供し、持続可能な経済成長と社会的課題の解決を図る。
２．
公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。
また、政治、行政 （公正な事業慣行）
との健全かつ正常な関係を保つ。
２．
公正かつ自由な競争ならびに適正な取引、責任ある調達を行う。ま
た、政治、行政との健全な関係を保つ。
３．
株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を （公正な情報開示、
ステークホルダーとの建設的対話）
積極的かつ公正に開示する。また、個人情報・顧客情報をはじめとす ３．
企業情報を積極的、効果的かつ公正に開示し、企業をとりまく幅広い
る各種情報の保護・管理を徹底する。
ステークホルダーと建設的な対話を行い、企業価値の向上を図る。
４．
従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい （人権の尊重）
環境を確保し、
ゆとりと豊かさを実現する。
４．
すべての人々の人権を尊重する経営を行う。
５．
環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動 （消費者・顧客との信頼関係）
に必須の要件として、主体的に行動する。
５．
消費者・顧客に対して、商品・サービスに関する適切な情報提供、誠実
なコミュニケーションを行い、満足と信頼を獲得する。
６．
「良き企業市民」
として、積極的に社会貢献活動を行う。

（働き方の改革、職場環境の充実）
６．
従業員の能力を高め、多様性、人格、個性を尊重する働き方を実現す
る。
また、健康と安全に配慮した働きやすい職場環境を整備する。

７．
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体と （環境問題への取り組み）
は断固として対決し、関係遮断を徹底する。
７．
環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動
に必須の要件として、主体的に行動する。
８．
事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法律の遵守、人権 （社会参画と発展への貢献）
を含む各種の国際規範の尊重はもとより、文化や慣習、
ステークホル ８．
「良き企業市民」
として、積極的に社会に参画し、その発展に貢献
ダーの関心に配慮した経営を行い、当該国・地域の経済社会の発展
する。
に貢献する。

９．
経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識 （危機管理の徹底）
し、率先垂範の上、社内ならびにグループ企業にその徹底を図るとと ９．
市民生活や企業活動に脅威を与える反社会的勢力の行動やテロ、
サ
もに、取引先にも促す。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社
イバー攻撃、
自然災害等に備え、組織的な危機管理を徹底する。
内体制を確立する。
10．
本憲章に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが （経営トップの役割と本憲章の徹底）
問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に 10．
経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識
努める。
また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂
して経営にあたり、実効あるガバナンスを構築して社内、グループ
行し、権限と責任を明確にした上、
自らを含めて厳正な処分を行う。
企業に周知徹底を図る。あわせてサプライチェーンにも本憲章の精
神に基づく行動を促す。
また、本憲章の精神に反し社会からの信頼
を失うような事態が発生した時には、経営トップが率先して問題解
決、原因究明、再発防止等に努め、
その責任を果たす。
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Society 5.0 for SDGs
の実現に向けて

－ 社会の信頼と共感を得るために －
企業は、公正な競争を通じて付加価値を創出し、雇用を生み出すなど経
済社会の発展を担うとともに、広く社会にとって有用な存在でなければ
ならない。そのため企業は、次の10原則に基づき、国の内外において、
人権を尊重し、関係法令、国際ルールおよびその精神を遵守しつつ、持
続可能な社会の創造に向けて、高い倫理観をもって社会的責任を果た
していく。

改定版企業行動憲章

としている。
引き続きこうした取り組みに協力することで、経団

創造する未来―」
を公表した。Society 5.0の主なコンセプトに

連としてもSociety 5.0 for SDGsの実現に向けた防災分野の

ついては前述のとおりだが、本提言では、Society 5.0時代にお

取り組みを推進し、各企業の取り組みをサポートしていきたい。

ける都市・地方、
エネルギー、防災のあり方など、９分野における
具体的なイメージを提示している。

企業のSDGsへの取り組み
～企業行動憲章に関するアンケート調査～
憲章改定後、経団連では、会員企業によるSDGsの取り組み

昨今激甚化・広域化している自然災害に対し、迅速かつ効果
的な対応を進め、各地域の強靭性を向上することを目指してい

状況や課題等を把握するべく、2018年3月から5月にかけて
「第

る。具体的には、
たとえば災害情報連携システムが構築される

１回企業行動憲章に関するアンケート調査」
を実施した。
回答し

ことにより、災害発生後に被害状況や救援物資、避難所、IoT機

た302社のうち、約６割前後の企業が「持続可能な社会の実現」

器、
ソーシャルメディアなどのデータを収集し、地域・官民・組織

を経営戦略や中長期経営計画に反映させているという結果と

の枠を越えて共有することで、
インフラの維持・早期復旧や物資

なった。
またSDGsを活用して既に実施している取り組みにつ

の迅速な供給など、様々な対応が可能となる。
また、平時からデ

いては、SDGsの経営への統合の第１段階とされる
「自社の事業

ジタル技術を活用してインフラの維持管理を行うことができれ

活動をSDGsの各目標にマッピング」
することが35％となってい

ば、老朽化対策の効率化や、エネルギーの分散化によって、災

る。
また参考資料として
「SDGsの社内浸透のための取り組み

害後も持続可能な体制を事前に構築することができる。被災者

事例」
を収集したが、多くの企業の取り組みの中心は研修や啓

個々人に対しても、位置情報、過去の医療情報などを活用して、

発活動であった。

救助や治療の手配、保険の処理などを効果的に実施できる、
と

これらを踏まえると、多くの日本企業は、SDGsの活用に向け
た第１ステップ
「SDGsへの理解」
への取り組みを始めているが、
SDGsに基づく優先課題の決定、経営目標の設定・統合、報告・
コミュニケーションといった次のステップは検討中の段階であ
る。今後、経団連としても、企業のSDGs活用の後押しとなる取
り組みをさらに拡充していきたい。

⑵Society 5.0包括提言の公表

いったことが期待される
（図4）。

⑶事例集"Innovation for SDGs"の作成
第三に、2018年７月には、Society 5.0の実現に寄与するイノ
ベーションの実例を集めた事例集”Innovation for SDGs”を
公表した。
この事例集では、企業のイノベーションを、SDGsの
目標ごとに整理・公表している。
また、事例集の作成にあわせ
て、新たにSDGsに関する特設Webサイト
（KeidanrenSDGs.

経団連では、SDGs達成に向けたSociety 5.0のコンセプト

com）
も開設することで、冊子とWebの両方で事例を閲覧する

をより具体化すべく、2018年11月に提言「Society 5.0―ともに

ことができるようになっており、現在、
日本語で約170、英語で

【図4】Society 5.0時代の防災・減災

5

たとえば防災分野については、Society 5.0の実現によって、
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レジリエントでサステナブルな社会をめざして
Society 5.0 for SDGsの実現に向けて

約90の事例が掲載されている。Web版においては、随時、最新

の減少やノウハウの低下など、現在の農業が抱える課題は、今

の事例を追加していく予定である。

後日本でも様々な分野で経験することになる先進的な課題の

これらを作成した狙いの一つは、国内外に対して、
日本企業

例である。
ナイルワークス社では、世界で初めてセンチメートル単位の

江商人の心得である
「三方良し」
のように、
かねて経済的価値・

精度でドローンを完全飛行させる技術開発を行うとともに、
そ

社会的価値をいずれも重視した企業活動を行ってきたが、
それ

れを農業分野に応用することで、作物の生育状態を１株ごとに

が国際社会から適切な評価を受けているとは言い難い。
そのた

リアルタイムで診断し、最適量の肥料・農薬を１株ごとに散布す

め、SDGsという共通言語が生まれたことを契機に、受動的な

る精密農業の実現に取り組んでいる。
これは農作業の大幅な

情報発信ではなく、
日本の経済界・企業側から能動的に情報発

省力化とともに、収量・品質の飛躍的な向上につながり、SDGs

信を進めていきたい。

の目標３（健康と福祉）
や８（働きがいや経済成長）、９（産業と技

また、本事例集がわが国企業の評価の高まりにつながるのみ
ならず、同じゴールを目指す企業、国や自治体、投資家、
ＮＰＯ・

術革新）、１２（つくる責任・つかう責任）
の達成に貢献することが
できるだろう。

ＮＧＯなど、多様なステークホルダー同士の連携やパートナー

SDGsに貢献する自社のイノベーションや活動について、供

シップを生み、
さらに新しいイノベーションが創出されることを

給側である企業が課題解決のソリューションを提示するだけ

期待している。例えば、SDGsの目標11「包摂的で安全かつ強靱

では、新しい価値創造にはつながらない。今後は、需要側であ

(レジリエント）
で持続可能な都市および人間居住を実現する」

る政府・自治体も、おのおので抱える課題やニーズをSDGsに

に取り組む国内外の企業、国や自治体、投資家、
ＮＰＯ・ＮＧＯ

基づいて整理し、企業側に伝えていく必要がある。
それにより、

等が、
目標11の観点で整理された様々な企業のイノベーション

SDGsという共通言語のもとでニーズとシーズがマッチし、新し

事例を知ることにより、様々なコミュニケーションが図られ、新

い価値の創造が期待されるだろう。

たなマッチングやイノベーションが生み出される可能性がある。
これはまさに、経団連がSociety 5.0 for SDGsを通じて目指
している、社会的な事業における協調、共有価値創造の姿とい
える。
今後、
経団連では、
Society 5.0 for SDGsの実現に向け、
こうした価値創造の観点からも、政府や国際機関、関係団体な
ど多様なステークホルダーと連携を深めていきたい。

3．
Society 5.0 for SDGsを
日本中に、世界中に
2020年には、東京オリンピック・パラリンピック、
そして2025年

本稿においても、企業のイノベーションの事例を一つ紹介し

には関西・大阪万博が開催される。経団連は、東京オリンピッ

たい（図5）。本事例集には、住友商事（株）が出資するナイル

ク・パラリンピックをSociety 5.0 for SDGsのショーケースに

ワークス社の農業用ドローンの事例を掲載している。就労人口

するとともに、関西・大阪万博において、
日本でSociety 5.0 for
SDGsが実現された姿を世界に示すべく、
引き続き取り組みを
進めていく。
2030年のSDGs達成に向け、
日本の経済界がフロン
トランナーとなって世界を先導していきたい。
そのためには、
企業のみならず、
政府・自治体やＮＰＯなどとの
連携が欠かせない。
わが国におけるSociety 5.0 for SDGsの
実現に向け、
まずは企業・経済界が率先して、
あらゆるステーク
ホルダーと共に、
課題解決に向けた取り組みを進めていきたい。
以上
（出典のない図表についてはすべて経団連事務局作成）

【図5】Innovation for SDGs事例集より
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の優れたイノベーションを発信することにある。
日本企業は、近

〈特集〉防災最前線①

2018年に発生した
主な自然災害を振り返る
＊本稿は、2018年11月30日現在の情報に基づいて執筆したものです。

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 災害リスクグループ
主任コンサルタント

え

ざ

き

は

や

き

江㟢 隼輝

要旨
▪2018年の風水災・地震災害の被害規模は例年以上に大きく、損害保険会社による保険金支払額は記録的な値となった。
▪ 平成30年7月豪雨、台風21号、平成30年北海道胆振東部地震における
「過去の災害と比べて特徴的であった点」
を振り
返る。
▪ 今後発生しえる連続的な災害や複合的な災害に備え、企業のBCPや対応マニュアルは、
より柔軟な対応が可能なものへ
と更新を行っていくことも検討していく必要がある。

１

自然災害による被害の軽減に向けて

２

2018年に発生した主な自然災害

我が国では毎年のように地震、台風、洪水といった自然災害が

2018年に発生した主な自然災害を次頁表１に示す。台風や前

発生している。多くの人や企業は地震や台風などの災害リスクに

線による大雨、暴風、高潮、土砂災害、地震、大雪、火山噴火と、全

対してそれぞれが有する経験や知識に基づいて何らかの対策を

国で様々な災害による被害が発生した。
また、表中には記載して

講じているには違いないが、死傷者の発生や企業活動の停止な

いないが、夏季は熊谷（埼玉県）
で日最高気温が歴代全国1位と

ど自然災害によってもたらされる甚大な被害の事例は途絶える

なる41.1℃を記録し、
その他全国各地においても日最高気温の記

ことがない。

録を更新するなど、
「災害級の暑さ」
も注目された。

災害をもたらすような自然現象の発生自体を阻止することは

特に、風水災・地震災害の被害規模は例年以上に大きく、損

現実的ではないが、将来発生する被害を軽減させるためには事

害保険会社による保険金支払額は記録的な値となった。風水災

業所や住家の災害対策を強化し、大地震や洪水などの事象が発

による保険金支払額（見込み含む）
は、9月の台風21号で5,851億

生した際の対応について日ごろから整理・訓練しておくことが必

円、
同月の台風24号で1,873億円、7月の豪雨で1,657億円と、暫定

要となる。
そのためには、過去に発生した災害の特徴や教訓から

（2018年11月30日現在）
で統計記録上1位、6位、7位に位置して

学び、
自身の周辺環境において発生が懸念される現象を想像す

いる
（次頁表２）。
また、地震による保険金支払額（見込み含む）

ることは重要な取り組みとなる。

は、6月の大阪府北部地震で946億円、9月の北海道胆振東部地震

2018年は様々な自然災害が発生し、近年経験したことがない
ような形態の被害も多く発生した年となった。本稿では2018年に
発生した主な自然災害の被害概要を振り返る。本稿が災害対策
の考え方を整理する一助となれば幸いである。

で151億円と、暫定で統計記録上3位、8位に位置している
（次頁
表３）。
これら災害規模の大きかった台風・豪雨や地震による被害の
深刻さや個別の被害の様相についてはマスメディアなどで報じら
れているとおりのため、本稿では平成30年7月豪雨、平成30年台
風21号、平成30年北海道胆振東部地震における
「過去の災害と
比べて特徴的であった点」
について整理する。
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【表１】2018年に発生した主な自然災害の概要

発生時期

自然現象・災害の名称

2017年11月
冬期の大雪
～2018年3月

発生要因

主な被害地域

被害概要

南岸低気圧、強い冬型
の気圧配置、低気圧・寒
気の停滞

北陸地方平野部、太平
洋側の平野部など

1月22～23日、南岸低気圧の影響で普段雪の少ない関
東甲信地方や東北太平洋側の平野部で約20cmの積
雪。
また、2月3～8日、強い冬型の気圧配置により、北陸
地方を中心に平野部で大雪。死者116名、全壊・半壊住
家27棟
（うち死者102名は除雪作業中の死者）

本白根山噴火

火山噴火
（水蒸気爆発）

群馬県吾妻郡草津町・ 1月23日、前兆なく噴火開始し、隣接するスキー場内に
嬬恋村付近
多数の噴石が落下。死者１名

4月

島根県西部を震源とする
地震

内陸型地震
（M6.1）

島根県大田市など

4月9日、島根県大田市で最大震度5強を観測する地震
が発生。全壊・半壊住家75棟

6月

大阪府北部を震源とする
地震

内陸型地震
（M6.1）

大阪府・京都府など

6月18日、大阪市・高槻市などで最大震度6弱を観測す
る地震が発生。住宅密集地を中心に多数の住家被害死
者6名、全壊・半壊住家535棟、一部破損住家57,787棟

台風7号および梅雨前
線などの影響による集
中豪雨

中国、四国、九州、近畿
地方など

西日本を中心に記録的な集中豪雨。広島・岡山・愛媛県
などで土砂災害・洪水による甚大な被害が発生。死者・
行方不明者232名、全壊・半壊住家17,636棟

近畿・東海・北陸・北海道

非常に強い勢力を保ったまま台風21号が四国・近畿地
方に9月4日に上陸。大阪湾と紀伊水道の沿岸で記録的
な高潮。近畿地方を中心に、観測史上最大の瞬間最大
風速を多地点で記録。死者14名、全壊・半壊住家215棟

7月

平成30年7月豪雨
（西日本豪雨）

9月

平成30年台風21号

台風

9月

平成30年北海道胆振東
部地震

内陸型地震
（M6.7）

北海道

9月6日、北海道厚真町で最大震度7を観測する地震が
発生。地震の揺れや土砂災害による家屋の倒壊、札幌
市内などでの液状化、北海道全域における停電被害な
ど。死者41名、全壊・半壊住家1,761棟

9月

平成30年台風24号

台風

中部・関東地方など

台風24号が東海地方に9月30日に上陸。太平洋沿岸を
中心に暴風・大雨被害。死者4名、全壊・半壊住家236棟

（内閣府、消防庁、気象庁の公表情報を基にMS&ADインターリスク総研作成）

【表２】風水害などによる保険金の支払額上位一覧

【表３】地震による保険金の支払額上位一覧

風水害などによる保険金支払
（見込み含む）
従来
暫定
順位※1 順位※1

災害名

発生年

地震による保険金支払
（見込み含む）

支払保険金
（億円）

※1

従来
暫定
順位※1 順位※1

災害名

発生年

支払保険金※1
（億円）

−

1

平成30年台風21号

2018

5,851

1

1

東日本大震災※2

2011

13,113

1

2

平成3年台風19号

1991

5,680

2

2

平成28年熊本地震

2016

3,753

2

3

平成16年台風18号

2004

3,874

−

3

大阪府北部を震源とする地震

2018

946

3

4

平成26年2月雪害

2014

3,224

3

4

平成7年兵庫県南部地震

1995

783

4

5

平成11年台風18号

1999

3,147

4

5

福岡県西方沖を震源とする地震

2005

170

−

6

平成30年台風24号

2018

1,873

5

6

平成13年芸予地震

2001

169

−

7

平成30年7月豪雨

2018

1,657

−

7

平成30年北海道胆振東部地震

2018

151

5

8

平成27年台風15号

2015

1,642

7

8

平成16年新潟県中越地震

2004

149

※1 従来順位は2017年末時点、暫定順位・支払保険金は2018年11月末時点の公表値
（一部見込み額含む）
※2 東日本大震災は、2011年3月11日～4月11日までに発生した平成23年東北地方太平洋沖地震、宮城県沖を震源とする地震、静岡県東部を震源とする地震、福島県
浜通りを震源とする地震などを合計した値
（一般社団法人日本損害保険協会の公表情報を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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1月

３

平成30年7月豪雨（西日本豪雨）
の特徴

特徴的な点
◦ 6 月2 8 日 0 時 ～ 7 月8 日 2 4 時 の 降 水 量 は 、四 国 地 方 で
1,800mm、東海地方では1,200mmを超えており、西日本の
ほぼ全域にわたって多量の降雨がもたらされた
（図１）
◦上記期間降水量と平年値（7月）
との比較図では、
ほとんどの
地域で7月1カ月の雨量が11日間でもたらされ、四国地方か
ら瀬戸内、近畿にかけてと東海地方の一部では2倍以上の
雨量となった
（図２）
◦気象庁は過去最多の計11府県に大雨特別警報を発令した
◦大雨による災害で死者・行方不明者数が100名を超えたの
は、昭和58年7月豪雨以来のことであった。死因の多くは土
砂災害による窒息死、浸水による溺死であった

【図１】期間降水量分布図
（6月28日0時～7月8日24時）

（出典：気象庁）

台風ではない広域の集中豪雨による被害は異例のことであっ
た。風水災対策に関するBCPや緊急時マニュアルを台風の接近・
上陸のみを想定したシナリオで策定している場合、今回のような
災害には対応できない可能性がある。
そのため、台風情報以外の
リアルタイム防災情報（降雨量予想・速報値、河川水位情報など）
も活用した緊急時の取り組みが必要である。

【図２】期間降水量と平年値
（7月）
との比較図
（6月28日0時～7月8日24時）
（出典：気象庁）

【図3】平成30年7月豪雨による倉敷市真備町周辺浸水推定段彩図
（出典：国土交通省）
【写真１】平成30年7月豪雨により増水した高梁川水系周辺の様子
（2018年7月9日岡山県倉敷市真備町上空にて、MS&ADインターリスク総研撮影）
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４

都市化が進んだ湾岸域で初めて記録的な高潮が発生した災害

平成30年台風21号の特徴

となった。第２室戸台風に類似したコースを辿り、非常に勢力の強
いまま接近していることはマスメディアなどで事前に大きく取り
上げられており、過去の台風コースと比較して災害への警戒を強

特徴的な点
◦台風21号は、1961年に近畿地方に甚大な被害をもたらした
第２室戸台風に類似したコースを辿って接近し、非常に強い
勢力を保ったまま徳島県南部に上陸した
（図4、5）

めることは効果的であったと考えられる。但し、
マスメディアでは
高潮による注意が満潮予定時刻とともに呼びかけられていたが、
大阪や神戸の観測点では満潮予定時刻よりも約3時間前の午後
2時頃（台風21号が神戸市に再上陸した時刻）
には既に過去最高

◦上陸時の台風中心気圧は945hPa
◦大阪市で329cm、
神戸市で233cmを記録するなど、
過去の最
◦大阪府泉南郡田尻町
（関空島）
で最大瞬間風速58.1m/sを記
録するなど、
近畿地方などで観測史上１位の暴風を記録した

後5時頃の天文潮位（台風の影響がない場合の理論潮位）の差
は50cm程度であり、潮の満ち引きよりも台風の接近が潮位の急
激な変動に大きく影響していたことがよくわかる。高潮への警戒
については、気象庁ホームページで公開されている
「潮位観測情
報」などを活用して変動する潮位情報をリアルタイムに正しく捉
えることが重要であることを改めて認識すべきといえる。

【図4】平成30年台風第21号の台風経路図

（出典：気象庁）

【図6】観測史上最大の潮位を記録した大阪における潮位の時間的推移
（出典：大阪管区気象台）

【図5】第二室戸台風の台風経路図

（出典：気象庁）

【図7】観測史上最大の潮位を記録した神戸における潮位の時間的推移
（出典：大阪管区気象台）
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高潮位を超える値を観測したところがあった
（図6、
7）

潮位を越えていた。図6、7を見ると、9月4日における正午頃と午

【写真２】平成30年台風21号による高潮被害の様子
（2018年9月10日兵庫県神戸市六甲アイランドにて、MS&ADインターリスク総研撮影）

５

平成30年北海道胆振東部地震の特徴

この地震は、事前に国（地震調査研究推進本部）
により想定さ
れていた主要活断層帯とは異なる断層により発生した地震とみ
られている。
また、2018年6月18日に大阪府北部で発生した地震
も、主要活断層帯とは異なる断層により発生した地震と見られ

特徴的な点
◦北海道で観測史上初めて震度7を記録した地震であった
◦主要活断層帯である石狩低地東縁断層帯の周辺で発生した
地震であるが、
余震分布は石狩低地東縁断層帯とややずれた
位置関係にあり、
直接の関連性は特に示されていない
（図8）
◦死者や家屋被害の多くは土砂災害によるものであったが、
震
源から約50km離れた札幌市において液状化被害がみられた
◦地震発生後、北海道全域で停電が発生し、震源付近以外の
地域においても大きな影響を及ぼした

ている。主要活断層帯は、現時点で全国に114断層帯あり、
これ
らの断層帯については長期評価（地震発生確率や想定震度の公
表）
が行われているが、想定されるマグニチュードは７を超える規
模が多く、今回のようなマグニチュード７を下回る地震はあまり
含まれていない。日本全国には約2,000の活断層があるといわ
れているが、国による想定が十分にされていない断層や、
マグニ
チュード７を下回る規模の地震でも、最大震度７を記録するような
被害が発生しえることが浮き彫りとなった地震であった。

【図8】平成３０年北海道胆振東部地震に関連する地震活動の震央分布図と周辺の断層帯位置
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（出典：気象庁）

〈特集〉防災最前線①

また、震源から離れている地域でも、電力・交通などインフラ
の途絶による被害が発生したことが特徴的であった。地震に関
するBCPや緊急時マニュアルにおいて広域での被害を想定する
場合、想定災害に対する直接的な損害が及ばないと考えられる
事業所でも、広域に波及するインフラの途絶により操業やサプ
ライチェーンの中断などの影響が起こりえることを考慮しておく
必要がある。

連続災害、複合災害に備える

〈特集〉
防災最前線①

６

2018年は、夏季に地震、豪雨、台風による被害が連続して発
生し、特に近畿地方や北海道地方では地震被害後の復旧中に
台風被害に見舞われた地域も数多くみられた。企業による自然
災害対策は特定の大地震（南海トラフ地震、首都直下地震な
ど）
や単一の台風災害を想定したものが多く、
このような連続的
な災害発生への対応を十分に考慮していない可能性がある。地
震や台風、大雨の連続発生は、大規模な土砂崩れや堤防決壊、
家屋倒壊の発生可能性をさらに高めることとなり、大変危険で
ある。台風や大雨については事前に災害の発生危険が防災情
報として発信されているため、特に地震被災後には余震の発生
に警戒しつつ、台風接近や降雨ピーク時間帯の前から然るべき
情報収集と事前の防災対応を前倒しで行っていく必要がある。
そのためには、対応事項や部署・担当者ごとの役割分担を時系
列で整理し、従業員への周知や訓練を日ごろから行っていくこと
も必要である。
また、台風21号による関西国際空港の機能停止や地震による
北海道全域での停電など、2018年は自然災害による二次的な影
響も大きく注目され、複合災害の事例としても学ばなければなら
ない年となった。気候変動や社会システムの稠密化・複雑化によ
り自然災害によってもたらされる被害の様相は以前と大きく異
なる時代となった。2018年の各種自然災害を契機に、企業や組
織などでは想定する災害シナリオや対応すべき事項を見直し、
複合的な災害に対して柔軟な対応を行える内容に更新すること
が求められる。本稿を、その検討のきっかけとしていただければ
幸いである。
以上

参考文献・資料等
1) 内閣府 防災情報のページ「災害状況」＜http://www.bousai.
go.jp/index.html＞（最終アクセス2018年11月30日）
2) 消防庁「災害情報」＜http://www.fdma.go.jp/bn/2018/＞（最終
アクセス2018年11月30日）
3) 気象庁「災害をもたらした気象事例（平成元年～本年）」＜http://
www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/
index_1989.html＞（最終アクセス2018年11月30日）
4) 日本損害保険協会「お知らせ・統計・刊行物」<http://www.sonpo.
or.jp/news/>（最終アクセス2018年11月30日）
5) 気象庁「平成30年7月豪雨（前線及び台風第７号による大雨等）」
<http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/
report/2018/20180713/jyun_sokuji20180628-0708.pdf>（最終ア
クセス2018年11月30日）
6) 内閣府「平成30年台風第21号に係る関係省庁災害対策会議」
<http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/
pdf/20180905_1kaisiryo.pdf>（最終アクセス2018年11月30日）
7 ) 大阪管区気象台「平成30年9月3日から5日にかけての台風第21号に
よる暴風と大雨、高潮、高波について（平成30年9月6日14時現在気象
速報）」
<https://www.jma-net.go.jp/osaka/kikou/saigai/pdf/
sokuhou/20180906_kanku.pdf>（最終アクセス2018年11月30日）
8) 気象庁「「平成３０年北海道胆振東部地震」について（第９報）」
<http://www.jma.go.jp/jma/press/1809/20a/201809201500.
html>（最終アクセス2018年11月30日）
9) 地震調査研究推進本部「長期評価結果一覧」
<https://www.jishin.go.jp/evaluation/long_term_
evaluation/lte_summary/>（最終アクセス2018年11月30日）
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体系的な事前防災の取り組み
～
「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」
の活用～

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 災害リスクグループ
上席コンサルタント

く ろ ず み

の ぶ た か

黒住 展 尭

要旨
▪ 2018年は大阪府北部の地震、平成30年北海道胆振東部地震、平成30年7月豪雨、台風21号および24号など、大被害をも
たらした災害が多発した。今後も大規模な自然災害の発生が予想される中、各企業においては、可能な限り事業活動を
停止しないよう準備を進め、
「機能継続性」
を高めていくことが必要である。
▪自然災害のリスクを低減するには、過去の知見等を活用し、抜け漏れ無く対策をとる必要がある。そのような知見を体系
的に取り纏めたガイドラインとして、2018年5月に国土交通省より
「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドラ
イン」
が公表された。
▪当該ガイドラインを活用することで、新築時のみならず既存の建築物の
「機能継続性」
向上を実現できる。

１

機能継続性の確保の重要性

5月に国土交通省より示された。
このガイドラインは、
「機能継続
性」
を高める上で必要な実施事項が、
体系的にまとめられている。
また、建築物の新築時のみならず、既存建築物の点検や対策の実
施にも活用できる内容となっている。本稿では、
ガイドラインの内

2018年は規模の大きい災害が多発した一年である。本項を
執筆中の11月時点までに、地震では大阪府北部の地震（2018年

容について紹介しつつ、各企業での活用方法について筆者の見
解を示す。

6月）、平成30年北海道胆振東部地震（2018年9月）、風水害では
平成30年7月豪雨（2018年7月）、台風21号（2018年9月）、台風24
号（2018年10月）が発生した。
これにより、損害保険会社各社の
支払った保険金支払額の合計はおよそ一兆円を超える見通しと

２

ガイドラインを活用した
体系的な機能継続性向上の取り組み

なった。
また、先に目を向けると、地震に関しては、南海トラフ巨大
地震や首都直下地震の発生が依然として危惧される状況が続い
ており、風水害に関しては強勢な台風の襲来や、短時間強雨が増
加傾向にあるなど、事業活動全般のリスクに占める自然災害リス

ガイドラインは、次頁表1のとおり全9章から構成される。
このう

クの割合はますます高まっているものと考えられる。同時に各企

ち、第5章から9章の内容の一部を紹介しつつ、機能継続性向上の

業においては、地震や風水害などの不測の事態にさらされたとし

ための具体的な取組方法について紹介する。

ても事業活動が停止しないような性質、
いわば「機能継続性」
を
高めていくことが求められているといえる。
「機能継続性」
を高めるには、過去の災害現場で蓄積された知
見等を活用し、抜け漏れがないよう体系的に課題に対処するこ
とが必要となる。
その上で参考となる
「防災拠点等となる建築物
に係る機能継続ガイドライン」
（以下、
「ガイドライン」）
が、2018年

13

⑴ガイドラインの全体構成
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【表1】
「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」の構成

どの程度の自然災害リスクが存在するのかを確認せずに場所を

はじめに

選定してしまうことは適切でない。

１．本ガイドラインの目的

自然災害リスクを把握する方法については、国や都道府県、市

２．活用が想定される建築物
３．
防災拠点等となる建築物の設計等にあたっての関係者の役割
４．機能継続に係る目標

区町村が公開しているハザードマップを参考にするのが良い。最
近では国土交通省が「国土交通省ハザードマップポータルサイ
１）
ト」
として、洪水などのハザードマップを閲覧できるサービスを

５．立地計画

公開している。新たに建築物を建てる場合はこのようなサービス

６．建築計画
７．構造計画（構造躯体及び非構造部材の耐震設計）
８．設備計画（耐震設計及びライフライン途絶対策）
９．大地震時の円滑な機能継続確保のための平時からの準備

を活用し、
用地候補の中からできるだけ自然災害リスクの小さい
場所を選ぶことが望まれる。
また、既存の建築物の場合には、想
定される自然災害リスクの大きさを把握し、
対策が不十分であれ
ば、
リスク低減策を講じることが望まれる。

（出典：国土交通省）

⑵機能継続性向上のための各取り組み
〈特集〉
防災最前線②

①立地計画
ガイドライン
「５．立地計画」
では以下の内容が示されている。
（１）対象建築物の立地は、大地震及び大地震により引き起こ
される災害を想定し、機能継続を図ることができるよう、
こ
れらの災害に対するリスクの低い場所を選定することが望
ましい。
（２）地域防災計画等に基づき、他の施設との連携を必要とす
る場合には、当該施設との役割分担も考慮して立地を選
定することが望ましい。
（３）対象建築物の敷地は、大地震時に対象建築物に求められ

【図１】平成30年7月豪雨による倉敷市真備町周辺浸水推定段彩図
（出典：国土交通省）

る機能に応じた広さ、形状とし、
その配置は想定する機能
が十分発揮できるよう計画する。
（出典：国土交通省、以下同じ）

ここでは特に
（１）
の内容に注目したい。2018年に発生した平成
30年7月豪雨において、岡山県倉敷市真備町の浸水被害の領域
が事前に想定されていたハザードマップとほぼ一致していたこと
は記憶に新しい（図１、図２）。立地選定の段階で自治体の公表
しているハザードマップを参考に自然災害のリスクが小さい場所
を選定することは、機能継続性を確保する上で非常に重要であ
る。
ただし、事業活動の効率性など他の要因で自然災害リスクの
大きい場所を選定せざるを得ないこともある。
やむなく一定の自
然災害リスクが存在する場所を選択する場合は、6章以降の内容

【図２】倉敷市洪水・土砂災害ハザードマップ

（出典：倉敷市）

（建築計画、構造計画、設備計画、平時からの準備）を採用し、
立地上の自然災害リスクを低減する必要がある
（例えば、浸水危
険が想定されているのであれば、土のう・止水板の用意、地盤の
かさ上げ、高額資産を2階以上の高層階に設置するなど）。
ガイド
ラインでは、
「リスクを確認する」
ことを勧めており、
その上でリス
クが比較的小さい場所を選べるのであれば一番良く、何らかの
理由でリスクが小さくないエリアを選ばざるを得ない場合も、想
定されるリスクに対応した対策を施せれば良いと整理している。

②建築計画
ガイドライン
「６．建築計画」
では以下の内容が示されている。
（１）対象建築物の計画にあたっては、大地震時に施設に求め
られる機能を維持・継続させるために必要な規模の室、設
備等を確保し、機能継続のために必要な対策を講じること
とする。
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（２）大地震時の緊急対応を行う活動拠点等については、
エレ

くなく、かつ災害発生直後であれば内線などの通信手段が使え

ベーターが停止した際のアクセスを考慮して、浸水可能性

ないケースも想定されるため、初動対応を行う室が役員室から離

も考慮した上で機能継続上の影響ができるだけ小さい階

れていると、迅速に対応できないことも考えられる。新築の場合

に配置することが望ましい。

は、
これらの点について十分な検討がなされた計画となっている

（３）対象建築物の計画にあたっては、大地震時に避難所として

か確認すると良いであろう。一方、既存の物件については、
これら

高齢者、障害者等の利用が想定される場合を含め、
バリア

の条件を満たしているか確認の上、不足があれば、例えば役員室

フリーに配慮する。

のあるフロアに初動対応業務を行うことが可能な室を設けるな
どのレイアウト変更を検討すると良い。

（１）
に関しては、大規模な災害が発生した場合の業務内容を踏
まえて、必要となる室（※会議を行う執務室など）
を想定し、
その
容量や設備について検討すると良いことがガイドライン上で解説
されている。大規模な地震を想定した場合に実施すべき業務の

③構造計画（構造体）
ガイドライン
「７．
構造計画」
の
「７.１ 構造体の耐震設計」
では以下
の内容が示されている。

一つとして、安否確認、社内外の被害情報の収集、社員の帰宅可
否・出社可否等のいわゆる
「初動対応」業務が挙げられる。時間

（１）対象建築物は、大地震時に機能継続できることが必要と

的な猶予の無い状況下で多岐にわたる項目に対応しなければな

なる。
このため、大地震時に構造体に目標とする水準の機

らず、一定数の人員が必要となる。
また、帰宅可否の方針等の各

能継続に支障となる損傷が生じないこととする。

種判断を一定以上の役職者が実施する必要がある。加えて、通

（２）対象建築物について、
大地震時における機能継続に支障と

信機能などの連絡手段が通常よりも使いづらいであろう大災害

なる損傷を防止するために、
構造体の変形をできるだけ抑

発生後という状況下で行うこととなる。
このため、多くの人員が一

えることが望ましい。
対象建築物が大地震時に機能継続に

堂に会して作業できるようなスペースが望ましい。企業の規模に

支障となる損傷に至らないことを、
構造体の変形量等を用

もよるが、
このような初動対応に従事する人員はおおむね数十名

いて検証することとし、
大地震時の応答値をできるだけ確

規模になることも多く、それらの人員が集まって作業できるよう

からしく評価できる構造方法や構造計算方法を採用する。

な部屋を用意しておくと良いと考えられる。

強度・剛性等のばらつきや解析精度に起因する変動に対

その他、
災害時に必要となる室としては、
宿泊場所
（女性社員用、

して設計の信頼性を高めるとともに、構造計算で直接想定

男性社員用、
体調不良者用、
外来者用など）
、
救護所などが考えら

しない事象に対しても一定の安全性を確保するため、余力

れる。
宿泊場所については、
1名あたりどの程度の広さが必要なの

の確保を考慮した設計とする。

か、
自治体の地域防災計画などが参考になる
（例：①発災直後の
一時避難段階で座った状態程度の占有面積 1㎡/人、②緊急対

（３）基礎については、大地震時に機能継続上支障となる損傷、
沈下、傾斜を生じないものとする。

応初期の段階での就寝可能な占有面積 2㎡/人、③避難所生活

15

が長期化し、荷物置場を含めた占有面積 3㎡/人 など）。既存の

ここでは、特に
（２）
に注目したい。過去の地震においては、倒壊

建築物についても宿泊場所として使えそうな室を選定する際の

には至らなかったものの、構造躯体の部分的な損傷や、
それに伴

参考にすると良い。

う非構造部材（天井パネルなど）の損傷・落下等により、機能継

建築計画の項では、
スペース以外にも電気や通信等の設備に

続できなかった例が存在する。
ガイドラインでは、
そういった事態

ついての言及がある。北海道胆振東部地震でも、札幌市内の自家

を招かないよう、建築基準法で求める
「大地震時には建築物の倒

発電設備を有するオフィスビルでは、入居するテナントが情報通

壊等の防止を目標とする」
ことに留まらず、機能を継続するための

信機器を用いて地震発生直後から情報収集ができたなどの成果

構造計画として、大地震等の災害により建築物に生じる変形をよ

があったことが報道されていた。初動対応業務を行う室に、災害

り小さく抑えるよう設計することを示している。次項の
「構造計画

発生時でも使用できる電源（可搬式の発電機や蓄電池など）
およ

（非構造部材）」
でも説明するが、建築物の構造躯体に大きな変

び通信設備（バッテリーで稼働するルーターなど）が用意されて

形が生じると、構造躯体に付随する外壁、天井パネルなどの非構

いることも機能継続性を確保するために重要である。

造部材も変形する。
これにより、構造躯体の耐力低下は生じてい

（２）
のエレベーター停止時の垂直方向の移動も考慮すべきポ

ない損傷であったとしても、非構造部材に大きな損傷が生じ、結

イントである。
ガイドラインには、
エレベーターの停止の影響、水

果として当該建築物を使用できなくなる恐れがある。
このような

害時の浸水可能性の二つの観点から、災害時の活動拠点を設

事態を防ぐために、
ガイドラインではそもそもの設計段階で構造

置するフロアを検討した方が良いと書かれている。
また、
ガイドラ

躯体に大きな変形が生じないようにすることを推奨しているので

インには記載されていないが、災害時の活動拠点が役員室から

ある。

離れすぎていないこともポイントとなる。前記のとおり、災害時に

変形を可能な限り抑える構造計画として、一つには免震構造

行う初動対応においては各種判断を役員が実施することも少な

や制振構造が挙げられている。免震構造は、建築物と地盤の間に
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免震装置を取り付けることで、建築物に作用する地震の力を低減

継続を図ることが必要な部位（室及び当該室に至る経路）

する構造であり、
制振構造はダンパーなどの地震の揺れを吸収す

を特定する。

る部材を建物内に配置することで、建物への揺れの影響を低減

（3）
これらの非構造部材については、大地震時の構造体の変

する構造である。
いずれの構造も建築物に作用する揺れの影響

形に対して追従するとともに、大地震時の水平・鉛直方向

を低減でき、変形の量を抑えられるが、建築物全体のコストが上

の地震力に対し、必要な安全性及び機能継続性を確保す

がるため、見込める効果とのバランスを検討する必要がある。

る。
また、局所的な力の集中や共振による応答増幅を考慮

その他の変形量を抑える方法としては、壁式構造が挙げられ

して、余裕を確保した設計とする。

ている。鉄筋コンクリート造の建築物には、柱や梁（はり）
で建築
物の自重や地震等の外力に耐える
「ラーメン構造」
と、壁で耐える

ここでは
（３）
について、特に注目したい。前記の構造計画のとお

「壁式構造」
がある。一般的に
「壁式構造」
は変形が生じにくいた

り、構造躯体に問題がないレベルの損傷であっても、天井などの

め、変形量を抑えるという観点では有効な構造である。

非構造部材の損傷により、建築物が使用できなくなるケースは過
去の災害でも多く見受けられた。
このような事態を防ぐために、
ガ
イドラインでは、例えば天井に関して、特定天井に関わる技術基

としている。変形量をより精度良く予測できれば、建築物に取り

準を参考にすることが示されている。特定天井とは、過去の地震

付ける非構造部材の変形追従性や、各種設備の取り付け強度を

被害、特に東日本大震災での天井落下被害を契機に定められた

正確に設計することができる。
ただし、
変形量をより精度良く予測

もので、
「6m超の高さにある200㎡超の吊り天井」
のことを指す。

するには、時刻歴応答解析などのより高度な構造計算手法を採

落下場所にいた人が負傷する恐れが高く、天井パネルの固定方

用する必要があり、
コスト見合いするかという問題も発生する点

法や重量等にルールが設けられている
（図３）。

に注意が必要である。

また、
ガラスについては、割れた場合に破片が飛散しにくいよ
う、樹脂を挟み込んだ合わせガラスの採用や飛散防止フィルムの

④構造計画（非構造部材）

貼付けが推奨されている。
また、建築物の外周に取り付けたガラ

ガイドライン
「７．
構造計画」
の
「７.２ 非構造部材の耐震設計」
では
以下の内容が示されている。

スが割れ、外部に飛散した場合に備えて、建築物の周囲にひさし
を設けることも示されている。
その他、
キャビネットなどの什器について、非構造部材ではなく

（１）対象建築物の非構造部材については、大地震時における

構造体にアンカーボルト等で取り付けた方が良いことや、建築物

人命の安全確保及び二次災害の防止に加えて、大きな補

の出入口が変形して開かなくなることを防ぐこと、
自動ドアおよび

修をすることなく、施設の機能継続ができるように設計す

電気錠等が停電で開かなくなることを防ぐことなどについて示さ

るとともに、確実な施工を行う。

れている。

（2）大地震時に対象建築物に求められる役割に応じて、機能

新たに建築物を計画している場合には、以上の天井材の選定・

③支持構造部は、十分な
剛性及び強度を有し、
構造耐力上主要な部分
に緊結すること
④吊り材には、吊りボルト
又は同等以上の引張
強度を有するものを用
いること
⑤構造耐力上主要な部分
に取り付ける斜め部材
又は吊り材は、埋め込
みインサート、ボルト等
により緊結すること

⑥吊り材は、
１本/㎡以上を
釣合い良く配置

⑨斜め部材は、
V字状に、算定
式で必要とされ
る組数を釣り合
い良く配置

①天井の単位
面積質量は、
20kg/㎡以下と
すること
②天井材は、ねじ、ボルト
等により相互に緊結する
こと

⑧吊り長さは、3m以下
で、おおむね均一と
すること

⑩壁等との間に、
6cm以上の隙間
を設けること

【図３】天井脱落対策に係る技術基準の概要
（仕様ルートの場合）

⑦天井面に段差等
を設けないこと

⑪屋外に面する天
井は風圧により
脱落しないこと

（出典：国土交通省）
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ガイドラインでは変形量を抑えることに加えて、変形量を正確
に予測して設計することも、対策を講じる上で有効な手段である

【図４】
エスカレーターの構造のイメージ

(出典：国土交通省の資料３）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

固定方法、
ガラスの飛散防止、什器の固定、
出入口の確保にも配

する地震等の外力を設定し、
当該地震等の外力に耐えられるよう

慮すると良く、既存の建築物については、
これらの項目を充足して

設備を固定するためのアンカーボルトの径や、固定用の金具の肉

いるか確認すると良い。確認の結果、例えば、
ガラスの飛散防止

厚を選定することとなる。
目標とする外力を大きめに設定するこ

対策が行われていなければ、合わせガラスに変更する、飛散防止

とで、余裕のある設計とできるため、機能継続性をより高めたい

フィルムを貼るなどの対策を実施し、什器の固定対策が行われて

場合には、
より大きな外力を目標値として設定することとなる。

いなければ、東京消防庁の資料２）等を参考に固定対策を進める
と良い。

また、
メインの設備が損傷した場合にサブの設備への切替えが
スムーズに行えるように準備することもガイドラインで指摘され
ている。停電時に自家発電設備への切替えを想定しているケース

⑤設備計画（耐震設計）
ガイドライン
「８．設備計画」
の
「８.１  建築設備の耐震設計」
では
以下の内容が示されている。

では、平時から自家発電設備の起動、系統の切替えなどを訓練し
ておかなければ、有事の際に円滑な対応は望めない。
その他、
エレベーターやエスカレーターについても言及されて
いる。
エレベーターについては、耐震クラスの高いものとすること

（1）対象建築物の建築設備については、大地震時における人

が望ましいとされている。耐震クラスが高くなれば、運行可能な

命の安全確保及び二次災害の防止に加えて、大きな補修

揺れの許容値がより大きくなる。
「建築計画」
の項でも述べたとお

をすることなく、必要設備の機能確保が所要の期間継続

り、特に都心部の高層ビルなどでは、大地震後においても垂直方

できるように設計するとともに、確実な施工を行う。

向の移動にエレベーターを使用できることが大きなメリットとな

大地震時に対象建築物に求められる役割に応じて、機能

る。新築の物件を計画する際に、検討から漏れないようにすべき

継続を図ることが必要な部位（当該室等の設備を機能さ

点であり、既存の建築物を点検する場合も忘れずにチェックして

せるため必要な配管等を含む）
を特定するとともに、対象

いただきたい。

建築物の大地震時の機能継続に必要な建築設備に用い

エスカレーターについては、本体が支持材から脱落しないよう

られる配管や設備機器については、設備システム全体を俯

に対策されていることが望ましい。通常のエスカレーターは、設

瞰して計画・設計上の対策を講ずる。

置場所の上端および下端のフロアに引っ掛けるよう設置されて

（2）
これらの建築設備については、大地震時の構造体の変形

おり、一端は固定されていない
（図４）。両端を固定すると、建物自

に対して追従するとともに、大地震時の水平方向及び鉛

体が揺れて変形した場合に、
エスカレーターも建物に追従して変

直方向の地震力に対し、必要な安全性及び機能継続性を

形し破損する恐れがあるためである。
しかし、
引っ掛けてあるかか

確保する。
また、局所的な力の集中や共振による応答増幅

り代（しろ）
の長さを超えて滑るとエスカレーターが脱落すること

を考慮して、余裕を確保した設計とする。

となる。過去、
エスカレーターの昇降高さの1/100のかかり代を設
けることとされていたが、過去の災害の経験を踏まえ、
かかり代を

建築物の機能を継続する上で、受変電設備や給排水設備と
いった建築設備の機能を維持することは欠かせない。本項では、

1/40まで延長することや、
バックアップ措置としてワイヤーを掛け
ておくことで、脱落を防止することなどが検討されている。

これらの建築設備の耐震対策方法について解説されている。建
築設備の耐震設計に関する指針としては、
「 官庁施設の総合耐
震計画基準及び同解説（国土交通省）」
や
「建築設備耐震設計・
施工指針（一般財団法人日本建築センター）」
などが有名であり、
本ガイドラインでも紹介されている。
これらの指針により、
目標と
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⑥設備計画（ライフラインの途絶等に対応した建築設備の機能
確保）
ガイドライン
「８．設備計画」
の
「８.２ ライフラインの途絶等に対
応した建築設備の機能確保」
では以下の内容が示されている。

〈特集〉防災最前線②

（1）対象建築物におけるライフライン
（電力、
ガス、上下水道
等）
の途絶時における機能継続、
円滑な復旧を実現するた
め、
エネルギー源・水源の確保、仮設設備・補給への対応
性の向上等の対策を講ずる。
想定を超えた災害や、想定外の故障等が発生した際にも

（2）大地震時の軽微な補修・調整、被災部分の安全確保等に
必要な資材等を備蓄する。
（3）大地震時の設備の停止やライフラインの途絶に備えて、適
切な規模の備蓄を行う。
（4）大地震時にライフラインが途絶した場合における、代替設

ある程度の対応性を発揮できるよう、建築設備システムの

備の運転、仮設電源・水源等の接続等の手順を明確化し、

並列冗長化・分散化を基本とするとともに、一部の不具合

使用者等に周知する。

が全体的な機能喪失に波及しにくい構成とすることや、代
替設備の導入が容易な構成とすること等を考慮する。
ま

機能継続性を確保するために、平時から準備しておくべきこと

た、平常時に使用する設備が非常時の対象建築物の機能

として、大きな地震の揺れに見舞われた後の建築物について継続

継続のために活用できることが望ましい。

して利用できるのか否かを判定できる体制の構築、災害時に必

（2）
ハザードマップ等により津波等による浸水の可能性のある

要な資機材、備蓄品の用意、
自家発電設備等の代替設備への切

地域においては、対象建築物の機能継続に必要な建築設

り替えを円滑に行えるよう手順書を整理したり、訓練を行ったり

備について、浸水対策を講じる。

することなどが示されている。

過去の災害では、被害の集中した地域において、停電が1週間

ズアップされた課題であり、
どのように解決したらよいか悩みを

程度継続、断水が1カ月程度継続というように各種ライフライン

抱える企業が多数存在する。熊本地震では震度7を観測する揺

に大きな影響が生じた。
ガイドラインにはこのような事態に備え、

れが2度に亘り発生するなど、大きな揺れが頻発したこともあり、

各種ライフラインの代替策および冗長化（例えば、電力の供給系

被災した建物への立ち入り可否の判断に悩む企業が多く見受け

統を2系統にすることで一つの供給ルートが断たれても、残りの

られた。建物への立ち入りの遅れは、復旧活動全体に影響するも

もう一つの供給ルートで電力を供給できるようにしておくこと）
に

ので、重大な課題である。

関する方策の例が示されている。前述のとおり、2018年の北海道

近年では、
このような企業の悩みを解決する手段として
「構造

胆振東部地震においては、札幌市内で大規模な停電が発生し、

ヘルスモニタリングシステム」
というシステムが開発されている。

自家発電設備の有無により入居テナントの行動に大きな差が生

建物の内部にセンサーを取り付けておき、万一、大きな地震の揺

じており、機能継続を実現するためには欠かせない項目といえ

れにさらされた際には、
当該センサーで揺れの大きさや、建物の

る。電力については、
自家発電設備の導入、蓄電池の導入といっ

変形量を計測し、建物の利用を継続することの可否を判断すると

た代替策や、電力の供給系統を多重化するなどの冗長化策が示

いう仕組みである。災害発生直後から使用したい建物にはこのよ

されている。上水道については井戸の活用、下水道については浄

うな仕組みを導入しておくことが望ましい。
ただし、
システムでの

化槽の活用などの代替策が例示されている。
このような対策の導

判定に適さない形状の建物や、費用面の問題などで導入が難し

入に際しては、過剰な機能の導入によるコスト増加に注意が必要

いケースもあると考えられる。そのような場合には、応急危険度

である。
こうした事態を避けるためにも、代替機能や冗長化の程

判定の手順を施設管理者向けに調整した
「大規模地震発生直後

度として、
どのレベルが求められるのか、例えば災害時に必要な

における施設管理者等による建物の緊急点検に係る指針」
とい

電力量を見積もるなどの作業も必要である。

う内閣府の示した手法があるので、
そちらを参考に、社内の人員

なお、本項では、各種ライフラインの代替策の導入および冗長

で目視点検できる体制を構築すると良いであろう。

化に加え、設備が津波等の浸水被害に遭わないように対策して
おくことも示されている。2015年の関東・東北豪雨では、鬼怒川の
氾濫により、常総市で大きな被害が生じた。市役所も浸水被害に
見舞われ、庁舎内に設置していた自家発電設備が被災した。
この

３

ガイドライン活用で期待できる効果

ような事態が発生しないよう、
ガイドラインでは浸水被害に対す
る注意を促している。

本ガイドラインを活用することで得られる効果として、新築時
に機能継続性を十分に有する建築物を設計することが可能で

⑦平時からの準備
ガイドライン「９．大地震時の円滑な機能継続確保のための
平時からの準備」
では以下の内容が示されている。

あることはもちろんのこと、既存建物の機能継続性の評価に本
ガイドラインを活用することで、対策が必要な事項を明らかにで
きることも挙げられる
（次頁表2に本ガイドラインを活用し作成
したチェックリストの例を掲載する）。本ガイドラインを活用した

（1）
大地震時における建築物各部の点検及び継続使用の可否

点検を行うことで、対策が不足している事項が浮き彫りとなり、

を判定するための手順を明確化し、
使用者等に周知する。

災害リスク低減のために必要な活動を明確化できる。
さらには、

RMFOCUS Vol.68〈2019 Winter〉 18

〈特集〉
防災最前線②

特に、
（１）
の建物の継続使用可否の判定は熊本地震でクロー

〈特集〉防災最前線②

【表2】
チェックリストの例

項目

内容

立地計画

・地震リスクの小さい場所か？
（震度6弱以上の揺れの発生確率が今後30年間で26%未満か？）
・水災リスクの小さい場所か？
（自治体の公表する浸水想定区域図で浸水すると想定される場所に該当していないか？）
・想定される自然災害リスクが小さくない場合、建築計画以降の各項目で対応できているか？

建築計画

・災害発生時に必要となると考えられる下記のような場所
（部屋）
が確保されているか？
（例）
災害対策本部／救護所／従業員の宿泊スペース
・災害発生時に必要となる部屋について、十分な広さが確保されているか？
（例）
災害対策本部：関係者が集まれるだけの広さがあるか／従業員の宿泊スペース：帰宅困難になると想定できる社員を収容
するだけの十分な広さがあるか？
（横になるには1人あたり2㎡程度必要）
・災害発生時に必要となる部屋について、必要なインフラが整っているか？
（例）
電力／通信
（社内LAN／インターネット回線）
・災害発生時に必要となる部屋は、参集すべき人員が集まりやすい場所に設けられているか？
・
（浸水危険が想定されている場合）
災害発生時に必要となる部屋が浸水の影響を受けない高所にあるか？

構造計画
（構造体）

・免震装置／制振装置が導入されているか？
・壁式構造であるか、壁面が多く設けられているなど建物全体として変形しづらい構造となっているか？
・建物設計時に算定された変形量がより確からしいと判断できる、平面形状が整形
（正方形に近い形状）
な建物か？

構造計画
（非構造部材）

・災害発生直後、特に人が集まる場所について、天井の耐震対策
（天井パネルを野縁にボルトで締め付ける、天井を廃し直天井
とするなど）
を実施しているか？
・ガラス製品
（窓、パーティション、防煙垂れ壁など）
は割れても飛散しないようにフィルムを貼るなどの対策が行われているか？
・キャビネットなどは床、壁などの構造体にボルト等で固定されているか？
・自動ドアや電気錠については、停電時にも出入りが可能な仕様となっているか？

設備計画
（耐震設計）

・
「建築設備耐震設計・施工指針」
などの基準に基づいて固定されているか？
・エレベーターの耐震クラスは
「S」
か？

設備計画
（機能確保）

・電力／上水道／下水道／空調等の機能が停止した場合に備えた代替手段が用意されているか？
・電力／上水道／下水道／空調等の機能が停止しづらくなるよう、供給系統を2重化する等されているか？
・大雨や津波等により浸水しないよう、各種設備は想定される浸水深より高い場所に設置されているか？

平時からの準備

・地震に見舞われた後の建物の安全性を判断するための体制
（判定用のシステムの導入もしくは判定スキルを有する人員の育
成）
が構築されているか？
・被災害の安全確保用の資材
（トラロープなど）
が備蓄されているか？
・水、食料、
アルミマット、簡易トイレなどを備蓄しているか？
・自家発電設備などの非常時の代替設備について、切り替え作業の訓練が行われているか？

各種活動を実施することで十分な機能継続性を有する建築物へ
と改善することが可能である。
なお、
チェックリストを作成することは、多拠点展開するような
業種の企業において、各拠点の有する自然災害リスクを同じ基準
で評価し、
自然災害リスク低減の取り組みの優先順位付けを行
えるという効果もあり、
お勧めしたい。
2018年に続発した災害により、事業中断など少なからず影響
を受けた方も少なくないと思う。
冒頭にも述べたとおり、事業活
動に関わるリスクにおいて、以前にも増して自然災害リスクの占
める割合は大きくなりつつあり、各企業には、
自然災害に対する
より入念な備えが必要になってきている。
そのために本稿で紹介
したガイドラインを活用していただければと思う。
以上
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環境規制対策

中国の環境規制に悩む
日系企業の現状と課題
上海清環環保科技有限公司
（STECO）
総経理

え が し ら

と し ま さ

江頭 利将

要旨
▪ 中国政府が環境対策に本腰を入れ始めたことをうけ、企業に対する環境規制は急激に強化されており、高額の罰金や
操業停止の命令を受ける企業が相次いでいる。
▪ 汚染物質の排出基準の一部は、日本よりも厳しいものとなっており、日本企業のこれまでの経験・ノウハウが通用しない
段階に達しつつある。
▪ 環境規制への対策は、
もはや現地法人任せで手に負えるレベルになく、対応の遅れが命取りとなる恐れがある。日本本
社が積極的に関与し、本格的な対策に取り組むことを強く推奨する。

１

中国の環境規制に対する日本企業の現状

経験から、環境対策は得意と過信しがちな日系企業も例外では
なく、複数の大手製造業の現地法人が、罰金の支払いや操業停
止を命じられている。
ところが、
そのような事実を進んで公表する

上海清環環保科技有限公司（STECO、以下、
「当社」）は、中
国・上海に拠点を構え、企業向けの環境対策ソリューション提供

企業は多くなく、
日本における報道は実態と比べで極めて少ない
との印象を受ける。

を生業としている。
日系独資企業としては唯一、
中国政府より
「環
境第三方治理企業注１）」
として批准を受けており、10年にわたり中

しかしながら、事態はすでに予断を許さない段階に達してい

国において多くの日系企業に対して、製造拠点等における環境対

る。中国政府による環境規制の強化は、今なお着地点が見通せ

策の支援を実施している。特にここ数年は、企業に対する環境規

ない状況であり、汚染物質の排出基準の一部は、すでに日本の

制が急激に厳格化されたことを受け、対応に悩む日系企業の駆

それよりも厳しい水準となっている。
これは、
日本企業がこれまで

け込み寺的な役割を果たしてきた。各地の商工団体や金融機関

日本で培ってきた環境対策の経験・ノウハウを以てしても一筋縄

等からの講演依頼も数多く、2018年だけでもすでに20回以上、環

では解決できない段階に達していることを意味する。
また、言う

境をテーマとしたセミナーや研修会を実施している。本稿では、

までもないが、多くの現地製造業は、部材や原材料の多くを現

中国の環境規制について、
その最前線で対策に取り組む立場か

地調達に頼っている。
ひとたび、自社とサプライチェーンでつな

ら提言する。

がる企業の一つが環境規制への対処を誤り操業が困難な状況
に陥った場合には、
「サプライチェーンの崩壊」
という事態に陥

現在中国では、政府による環境政策が大幅に強化されたこ

ることも十分に想定される。
したがって自社のみならず、
サプライ

とを受け、環境当局による厳格な取り締まりと違反企業への処

チェーン全体を視野に入れた対策を実施していかなければ、早

罰が相次いでいる。環境当局による突然の査察により環境規制

晩事業が立ち行かなくなってしまうことにもなりかねない。

への対策の不備が発覚し、責任者の拘束、行政処罰や罰金、操
業の一時停止、ひどい場合には生産拠点の移転や廃業を余儀

このような環境規制に対して、今後中国の現地法人を率いてい

なくされる等、処罰事例は枚挙にいとまがない。日本における

く現地経営者や、彼らを統括する日本本社がどの様にかじ取りを
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▪今後も次々と新しい環境規制が施行される見通しである中、多くの日系企業の対応は後手に回っている。

するかにより、
その企業の将来にまで深刻な影響を及ぼすのでは
ないかという危機感さえ感じている。
そのような中、
日系企業の多くは環境規制への対応において五
里霧中の状態にあり、有効な対応の方向性を見いだせていない。
以下に日系企業の具体的な事例をいくつか紹介する。
ケース1

本社決裁の遅れ・解雇社員からの通報

◦処罰理由：環境影響評価制度の違反、建設プロジェクトを
無許可で大きく変更したこと
◦処罰内容：罰金40万元
ケース5

現地スタッフへの過度な依存

◦企業：基盤製造F社
◦経緯：F社では環境対策を現地スタッフに任せっきりにし、

◦企業：化学品製造業A社

経営層は詳細を把握していなかった。
スタッフの提案を受け

◦経緯：A社では、2018年1月に、当局に提出する報告書類の

て新たに環境対策のための設備を購入したところ、
当局によ

記載内容と実態が乖離していることを認識し、
当社のサポー

る検収に合格できず、
さらに別の設備を購入せざるを得なく

トを受けつつ、是正に向けた対策の検討を開始した。是正

なったもの。

に要する予算確保を行うため、
日本本社での決裁に数カ月
を要した。
この間に、
当該案件を担当していた現地社員Bと

◦処罰理由：環境影響評価報告書との乖離(三同時制度 注２）
の違反)

の間で労使トラブルがあり、Bを解雇した。Bは解雇後、環境

◦処罰内容：大気汚染防止法違反（2018年末までに改善しな

当局に対して
「A社に違法操業の疑いあり」
と通報した。
その

い場合には、一部生産停止を命ずるとの予告を受けている）

結果、是正対策の実行に至らない段階で当局の現場査察を
受け、違反を指摘されたもの。
◦処罰理由:環境影響評価報告書の批准を受けない状況での
不法操業

ケース6

内部通報と故意的な設備故障

◦企業：材料製造G社
◦経緯：G社では、各種の対策を講じ、環境規制への対策は万

◦処罰内容:罰金(百数十万元)／生産の一時停止

全との自負を持っていた。
ある日、事前予告なしに当局の現

ケース2

る設備に直行しpH検査を実施した。
その結果、異常値が検

問題の過小評価と対策の放置

場査察を受けた際、役人は他の設備には脇目も振らずにあ

◦企業：自動車部品製造C社

出されたとの指摘を受けたもの。
当該設備は、社内の日常点

◦経緯：当社が実施した現状診断サービスにおいて、
「排気対

検では異常値は検出されていなかったこと、査察は内部告

策に不備あり」
との指摘を行っていたが、C社内でその緊急

発を受けてのことであったことから、社内の何者かが内部告

性、重要性が十分に認識されず、対策が講じられない状態

発による報奨金を得ることを目的に、故意に設備を故障さ

で当局の現場査察を受け、違反を指摘されたもの。

せた可能性があると推測される。

◦処罰理由：工場排気の無組織排気（大気汚染防止法違反)
◦処罰内容:罰金(金額未定)／組織排気設備の早急な導入指導
ケース3

現地スタッフによる不正

◦処罰理由：汚染防止設備の不正常稼動（三同時制度注２）の
違反）
◦処罰内容：罰金15万元

◦企業：塗料製造D社

ケース7

安易な判断での過剰な設備導入

◦経緯：当局の現場査察において、VOC（揮発性有機化合

◦企業：化学品製造H社

物）設備が基準を満たしていないとの指摘を受けた。
あわせ

◦経緯：当局の役人より、VOC（揮発性有機化合物）
の適切な

て、現地スタッフによる関連書類の改ざん等も発覚、極めて

処理を実施するよう命じられ、現地スタッフが薦めるままに

重大な案件であるとして当局より処罰を受けたもの。
なお、

環境設備を導入したところ、年間の保守費、活性炭交換費

VOC設備の再導入のために、1.8億円の追加支出を強いら

用等のランニングコストだけで1億2000万円も必要となるこ

れることとなった。

とが判明した。
当局への届出書類には、設備のメンテナンス

◦処罰理由：工場排気の処理不備／監査妨害

や交換の頻度まで明記されているため、今後毎年1億2000

◦処罰内容：罰金230万元／生産の一時停止

万円を支出してメンテナンスを行わなければ、違法操業を

ケース4

役人との人的関係を過信

◦企業：材料製造E社
◦経緯：当局に提出する報告書類の記載内容と実態が乖離し
ていることを認識していたものの、地方政府の役人との間に
一定の人的関係があることを頼んで、迅速な対策を講じて
いなかったところ、中央政府の監査団により現場査察を受
け、違反を指摘されたもの。
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指摘されるリスクを抱えることとなった。
以上、七つの事例を紹介したが、
この他にも日系企業の多くは
大なり小なりの課題を抱えていると思われる。
当社では、製造拠
点等の実態が環境規制に適合できているかを診断するサービス
を数多く実施しているが、
これまで診断を実施した日系企業の9
割以上が何らかの問題を抱えたまま操業を続けているとの印象
を受けている。

環境規制対策

２

なぜ、処罰を受ける企業が相次ぐのか

なぜ、環境規制への対策には少なからぬ経験値を有するはず
の日系企業まで、上記のような処罰・失敗の事例が相次ぐのか、
二つの視点から考えてみたい。一つは環境当局側の事情、
もう一

事情に精通していないことが多く、本質的な課題解決につなが
りにくい。

３

中国政府の急激な環境規制強化の背景

つは日系企業側の事情である。
今後も中国の環境規制をめぐる動向は目まぐるしく変化するこ

⑴環境当局側の事情

とが想定されるが、将来を予測する上で、今日に至る環境政策の

⃝中央政府により
「生態文明の建設
（環境や資源の保護）
」
が国の

およびP24図１-２）。
中国の環境保護法は1979年に制定されてお

重要政策の一つとして決定されており、
2020年末までの第三次

り、
その根幹となる部分は現在に至るまで大きな変更はない。
た

五カ年計画で定められた目標の達成が至上命題となっている。

だし、制定当時は「改革開放」の号令の下、環境保護よりも経済

⃝環境当局にとっても、
これまでに経験のない改革であり、試行
錯誤の過程で、
日本の常識では考えられないような基準設定
が行われることもある
（まず実施してみて、不具合があれば走り
ながら是正するスタイル）。

変遷についてある程度理解しておくことも重要である
（次頁図１-１

発展が優先された時代であり、環境保護法の厳格な執行はさほ
ど重要視されなかったといえる。
ところが、
2011年の北京米国大使館によるPM2.5の実測値公開
を契機とした環境への意識の高まり、
2012年の習近平の中国共産
党中央委員会総書記就任を経て、
環境政策は新たな局面を迎え

への監督・取り締まり状況は、役人としての自身の評価にも直

た。
習政権は、
2014年に
「環境監督管理と法執行強化に関する国

結しかねないことから、
その手綱を緩めることはできない状況

務院弁公庁通知」
を発表し、
環境違反の罰則を強化し、
管理監督

にある
（査察先の企業において、不備・違反の実態を発見した

を担う役人に対しても昇進・降格条件として
「環境問題への取組

場合には、是正のための猶予期間を与えることなくまず処罰を

実績」
を盛り込むことにした。
これにより、
役人主導で反腐敗運動

科すケースが多い）。

と環境改善を両輪として政策を進めていくことを明確に示した。

⃝国土が広大であることもあり、省や地域ごとに追加的な規制・

「生態文明の建設」
（環境の改善）
と
「反腐敗貫徹」
の両輪を同

基準が存在する
（複数の地域に拠点を有する企業にとっては、

時に前進させるべく、2016年には、環境への取組状況を監査する

画一的な対策を講じづらい）。

ことを目的とした
「第一回中央環境監査団」が組織され、中央か
ら全国に派遣された。
「中央環境監査団」
とは、環境専門査察員

⑵日系企業側の事情
⃝意思決定のスピードが遅く、環境規制をめぐる環境変化に追い
つけていない。
⃝現地法人側に十分な権限と資金がなく、早急な対策が必要な
場合でも即断即決が難しい。
⃝現地法人の経営トップは日本人駐在員であることが多いが、数

と共産党規律検査委員会によって組成された特別組織であり、
企業側の環境対策の不備を是正するのみにとどまらず、環境保
護法を正しく執行しなかった役人の責任を明確にする役割も兼
ねる。
また、中央環境監査団が指摘した不備事項に対しては、
そ
の後の改善状況に関する再確認作業が各地域で行われたことか
らみても、絶対に処罰（法執行）は曖昧にしないという中央政府
の強い意志を示したものといえる。

年の任期を経て帰任するのが通常であり、
「自身の任期は大過
なく終えたい」意識が強く、環境対策のようなめんどうと思われ
る課題に対して、臭いものにふたをしがちである。
したがって本
社への報告は、
当たり障りのない内容に陥りがちである。
⃝適切な対策を講じるには、中国の環境法令や汚染物質、環境
設備等に関する高度な知識が必要となるが、
このような資質を
持つ現地スタッフの確保は容易でない。
また、
日本語通訳を担

４

環境政策はどこへ向かうか

環境規制の今後の動向について、
いくつかのキーワードを通じ
て予測してみたい。

う現地スタッフにおいても、専門用語の翻訳は難易度が高いた
め、
日本人経営層にとってはミスコミュニケーションが多発し
やすく、課題の本質が見えにくい。
⃝日本人経営層が過度に現地スタッフに丸投げした場合、
スタッ
フと業者との癒着を誘発するリスクを抱えることもある。
⃝本社から定期的に派遣される内部監査チームは、現地の最新

⑴中国製造2025
中国製造2025とは、2015年5月に中国政府が発表した、今後
10年間の製造業の発展に向けたロードマップのことである。最
終的には中華人民共和国建国100周年を迎える2049年までに
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環境規制対策

⃝同じく重要政策の一つである
「反腐敗運動」
とも連動し、企業

【図１-1】中国における環境政策 これまでの経緯
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(出典：中国国務院、政府発表資料を基にSTECO社作成）

環境規制対策

「世界の製造大国」
としての地位を築くことを目標に掲げてい
る。ロードマップでは、2049年までに到達すべき目標を3段階で
定義している。第1段階は、2025年までの「世界の製造強国入

⑶連帯責任制と生態環境損害弁償
2018年6月、中国の大手銀行が融資先の企業の環境対策に不

り」である
（これが「中国製造2025」に相当）。第2段階としては、

備があることを事前に把握することなく融資を行ったとして、
当局

2035年までに中国の製造業レベルを世界の製造強国グルー

より50万元の罰金を科された。
これは、金融機関の融資が間接的

プの中位に位置することを目標とし、第3段階としては、2045年

に環境悪化を誘発したという
「連帯責任」
を問うたものであると

までに「製造強国のトップ」になるとしている。
これらの目標を

いえる。社会全体に対して環境対策への一層の取り組みを促す

達成するための五つの基本方針として、
「イノベーション駆動／

ための見せしめともいえるかもしれない。

品質優先／環境保全型発展／構造の最適化／人材本位」を

また、今後はサプライヤーが納期の厳守を優先するあまり、環

うたっている。従来の労働集約型の産業構造から脱却し、ITやロ

境への取り組みをおろそかにしたまま無理な操業を継続する事

ボット、AI（人工知能）を活用した「技術集約型／知識集約型」

態に警鐘を鳴らすべく、
サプライヤーに何らかの環境違反があっ

の産業へのシフトを目指すことを明確に示したものといえる。

た場合には、発注側にも連帯責任を課す方向で規制の整備が進

五つの基本方針の一つに、
「環境保全型発展」
がうたわれてい

む可能性があり、注視が必要である。

ることからもわかるように、環境への悪影響を度外視した大量生

もう一つの注目点は、2018年6月に
「生態環境損害弁償」
（公

産・大量消費を通じて経済大国を目指すのではなく、環境に配慮

害事件に対する公益訴訟）の初めての判例が公表されたことで

した発展を目指すことが、今後30年に及ぶ政策目標としてコミッ

ある。
公益訴訟とは、
環境汚染を引き起こした企業に対し、
自治体

トされているのであり、現在の環境規制強化の流れは、
この間や

（政府）が訴訟を提起することである。環境悪化を招いた原因が

むことがないと予測される。

企業にあると特定されれば、
自治体はその企業に対して損害賠償

⑵国家監察委員会の新設

以上のような三つの観点から、今後も環境規制強化の流れは
さらに激しさを増していくことは明らかであるといえる。

2018年3月の憲法改正にて全国人民代表大会の直下組織とし
て
「国家監察委員会」
が新たに設けられた。
これはもともと国務院
の一部署であった監察部が
「国家監察委員会」
へと格上げされた
ことを意味する。憲法改正以前は、監察部の権限には構造的な

５

企業に求められる対策

限界が存在しており、腐敗の事実に対する処罰を厳格に実行で
きないとの課題も指摘されていたが、今回の改正によりこれが可

中国政府の政策は、経済成長のために多少の環境汚染を容認

能な組織への格上げが実現した。同委員は、
「中国製造2025」
の

する姿勢から脱却し、環境保護を最優先とする方針にすでに舵

目標達成に向けて、環境規制への取組状況や、反腐敗運動の徹

が切られており、少なくとも今後30年間にわたり方向性は維持さ

底を監視していく役割を担うこととなる。

れることとなる。現地に進出する日系企業においても、
こう言った
背景を十分に理解した上で、環境対策に取り組む必要がある。

【図１-2】中国における環境政策のこれからの行方

(出典：中国国務院、政府発表資料を基にSTECO社作成）
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を求めることが可能となったことがわかる。

環境規制対策

【図２】環境政策に求められる８つのスキル

日系企業にとって最も大きな課題は、
「自社の現状を客観的に
把握できていないために、有効な対策を講じることができない」
こ
とである。現状把握を行うためにチェックすべきポイントは多岐
にわたるが、以下に特に重要な点をいくつか紹介する。

実施している。
今後予想される環境規制の更なる変化に備えていくには、図２
のような対応能力が求められる。
2020年までの間に環境関連の国家標準（順守すべき規範）
は、
およそ800件が更新される予定であり、規制を取り巻く状況は

⃝当局に提出する
「環境影響評価報告書」
の内容と、
自社の現状

刻々と変化していく。
このような対応は、
もはや一企業内の人的リ

（汚染物の排出の実測値等）は合致しているか。
（ 操業開始か

ソースに頼って対処するのは極めて困難であり、現場に足を運ぶ

らの生産環境の変更により、現状との乖離が生じているケース

中での印象として日系企業の9割以上が何らかの問題を抱えてい

が少なくない）

ると思われることは前述のとおりであるが、問題解消には環境対

⃝汚染物排出許可証の取得条件に適合する総量規制・排出基準
を満たしているか。
⃝法規に則ったモニタリング設備を設置し、定期測定を行ってい
るか。
⃝環境関連情報を公開しているか。
（法に定める重点企業に該当

策設備への追加投資等、一定のコストを要するケースもあり、現
地法人に付与された権限・資金では十分に対処しきれないこと
も少なくない。現地法人を統括する日本本社においても、積極的
に現状把握と課題解決に関与して現地のサポートを行うことが
重要である。

する場合）
⃝法規に則った環境保護責任制度を整備し、関連担当者の職務

以上

を明確化しているか。
⃝法規に則った
「突発環境事故応急予備法案」
を整備し、環境事
故に対する訓練などを実施しているか。
（法に定める重点企業
に該当する場合）
上記はチェックポイントの一例に過ぎない。当社が顧客企業
に対して環境規制への適合状況を診断するサービスを実施する
場合には、
当局への申請書類、社内体制、排水、排気、騒音、固形
廃棄物、土壌汚染、環境事故への対応等、多岐にわたる項目に
対して詳細なチェックを実施している。
また、
このような診断で不
備事項が発見された場合には、是正に向けた対応のサポートも
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注）
１）企業等における環境対策を総合的にサポートする政府公認の専門業者
2）生産施設の計画、建設、操業の三段階において、環境保護施設を同時に計画、
建設、操業することを義務付ける制度

労働災害

安全なフォークリフト作業を
目指して
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
主任コンサルタント

あ

べ

り ゅ う の す け

阿 部 龍 之介

要旨
▪ 陸上貨物運送事業で発生している労働災害は荷役作業中のものが全体の約7割を占めており、荷役運搬機械を用いた
作業における安全対策を講じることが重要となる。
▪フォークリフトに起因する労働災害として
「墜落・転落」
、
「激突され」
、
「はさまれ・巻き込まれ」
などの事故が多く発生して
いる。これらを防止するためには、設備
（ハード）
面、管理
（ソフト）
面の両面から対策を徹底する必要がある。
▪ 安全なフォークリフト作業実施のため
「労働災害の特徴」
、
「安全管理」
の観点より事業者、作業者に求められるポイント
について概説する。

停滞する労働災害の発生状況

した
（図1）。
厚生労働省において、労働災害を減少させるために国が重点
的に取り組む事項を定めた中期計画である
「第13次労働災害防

我が国における労働災害の発生状況は、長期的に見れば

止計画

2018年度〜2022年度（以下、
「13次防」）」
が2018年2月

減少傾向にある一方、2017年においては労働災害による死亡

に策定されている。本計画では
「一人の被災者も出さないという

者数が3年ぶりに、休業4日以上の死傷者数が2年連続で増加

基本理念の下、働く方々の一人ひとりがより良い将来の展望を持

【図１】労働災害
（全体）
発生状況の推移
（出典：厚生労働省職業病認定対策室調を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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１

ち得るような社会」
を目指すべき社会としている。
「第12次労働災
害防止計画

2013年度〜2017年度」
に引き続き、
「13次防」
にお

いても、重点とする業種として製造業、建設業、陸上貨物運送事

これらを踏まえ、本稿では、安全なフォークリフト作業実施のた
め
「労働災害の特徴」、
「安全管理」
の観点より事業者、作業者に
求められるポイントについて述べる。

業などが挙げられている。
これらの業種のうち、陸上貨物運送事
業は、労働災害の発生件数の減少が見られない業種として捉え
られている。陸上貨物運送事業で発生している労働災害は荷役
作業中のものが全体の約7割を占めており、荷役運搬機械（トラッ

２

フォークリフトに起因する労働災害

ク、
クレーン、
フォークリフトなど）
を用いた作業における安全対策
を講じることが重要となる。厚生労働省では、
これらの安全対策

フォークリフトに起因して発生した労働災害については、直近

について取りまとめた資料として
「荷役ガイドラインによる荷役災

10年では死亡者数が30人程度、死傷者数が2,000人程度を推移

害防止マニュアル」
が作成されている。
当該資料では、
フォークリ

している
（図2）。

フト災害は重篤な災害となる場合が多いため、特に安全対策が
重要であるとされている。

2017年はフォークリフトに起因する労働災害の死亡者数が
30人（全死亡者数の約3%）、死傷者数が1,977人（全死傷者数の

実際の現場においても、
フォークリフトのスピード超過、走行前
の周辺確認不足、走行時の荷の上げ下げなど、不安全な行動が
多々見受けられる。

約2%）
となっている。死亡災害については
「墜落・転落」、
「転倒」、
「激突され」
の事故が多く発生しており、全体の約7割を占めてい
る。
また、死傷災害については「はさまれ・巻き込まれ」、
「 激突さ
れ」
の事故が全体の半数を占めている
（図3、4）。

【図２】労働災害
（フォークリフト）
発生状況の推移
（出典：厚生労働省職業病認定対策室調を基にMS&ADインターリスク総研作成）

崩壊・倒壊
％ 人

墜落・転落
％ 人
年度
死亡者数 人

激突され
％ 人
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激突
％
人
墜落・転落
％
人

転倒
％ 人

【図３】
死亡災害の事故類型
（フォークリフト）
（出典：厚生労働省 労働災害統計を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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その他
％
人

飛来落下
％
人

飛来落下
％ 人

はさまれ・巻き込まれ
％ 人

転倒
％
人

激突
％ 人

年度
人
死傷者数

はさまれ・巻き込まれ
％
人

激突され
％
人

【図４】
死傷災害の事故類型
（フォークリフト）
（出典：厚生労働省 労働災害統計を基にMS&ADインターリスク総研作成）

労働災害

３

フォークリフトに起因する労働災害の防止

フォークリフトに起因する労働災害の発生を防止するために
は、過去に発生した災害事例を踏まえた安全対策を講じること、
フォークリフトを使用する際の安全管理を徹底することが必要で
ある。

⑴労働災害の特徴をふまえた対策

参考
＜労働安全衛生法規則 第151条の13、14（搭乗の制限、主た
る用途以外の使用の制限）要旨＞
◦フォークリフト等の車両系荷役運搬機械等を用いて作業を
行うときは、運転席以外の箇所に労働者を乗せてはならな
い。
◦事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者
の昇降等当該車両系荷役運搬機械の主たる用途以外の
用途に使用してはならない。
ただし、労働者に危険を及ぼす
おそれのないときは、
この限りではない。

「２．
フォークリフトに起因する労働災害」
で確認した事故類型
のうち
「墜落・転落」、
「 激突され」、
「はさまれ・巻き込まれ」につ
いて、現場調査で見受けられる事象や労働災害防止に向けた取
組事例を取りまとめた。

②激突され
「激突され」
による労働災害は、走行中のフォークリフトと周辺
作業者が接触することにより発生するものである。現場調査で
は、労働災害につながるおそれのある不安全行動・状態が多く見

①墜落・転落
2017年度に発生した労働災害では
「墜落・転落」
による死亡事

受けられる。
＜現場調査で見受けられる事象＞

用途外使用を行っていることがほとんどである。

◦確認不足（特に後方）により、
フォークリフトと周辺作業者
が接近する。
◦車路を歩行者が通行する
（または、
歩行者用通路をフォーク
リフトが通行する）。
◦車路と歩行者用通路が分離されていない。
◦フォークリフトが構内の制限速度を超過して走行する。

＜現場調査で見受けられる事象＞
◦停車しているフォークリフトのフォーク
（ツメ）
を足場や階段
として使用し、
プラットホームに上る。
◦プラットホームの端部周辺を走行する。
◦ピッキングフォークリフトでは、安全帯を使用しているが、胴
ベルトタイプである
（万一墜落した場合、
内臓破裂の可能性
がある）。
＜労働災害防止に向けた取組事例＞
◦フォークリフトの用途外使用を行わない。
◦フォークリフトの運転席以外の箇所に人を乗せない。
◦転落が想定されるエリア周辺は走行しない。
◦高所作業（2ｍ以上）
を行う際には、作業足場の設置や高所
作業台・高所作業車の使用を徹底する。
◦ピッキングフォークリフトでは、胴ベルトタイプではなく、
フルハーネスタイプの安全帯を着用する。
◦高所作業については、作業場所の状況（地形、広さ、高さ
など）
を検討したうえで、作業計画を作成し、作業者に周知
する。
◦墜落の危険を伴う作業については、
あらかじめ墜落防止対
策や保護具の使用方法等に関する安全教育を行う。
あわせ
て事故事例についても紹介する。

＜労働災害防止に向けた取組事例＞
◦周辺作業者は不用意にフォークリフトに近づかない。
◦回転灯や警報装置を設置し、周辺作業者へフォークリフト
の接近を知らせる。
◦歩行者通路と車路を明確に区分する。
◦歩行者通路への保管物の仮置き等を禁止し、歩行者が
車路を歩行しないよう管理する
（整理整頓を徹底する）。
◦速度制限管理を徹底する
（例：一定以上の速度とならない
よう、
フォークリフト本体にリミッターをつけるなど）
。
◦走行する際には、必ず周囲に作業者がいないことを確認
する。
◦混在作業（異なる事業者の労働者がそれぞれの事業者の
指揮系統で同時に行う作業状態）が多い職場においては、
作業指揮者を配置し、複数名で作業を行う。
◦運転者をはじめ、周辺作業者に対し、
フォークリフトとの接
触に関する危険性について安全教育を行う。
あわせて事故
事例についても紹介する。
参考
＜労働安全衛生法規則 第151条の7（接触の防止）要旨＞
◦運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触するこ
とにより労働者に危険が生じるおそれのある箇所に労働者
を立ち入らせてはならない。
ただし、誘導者を配置し、その
者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、
この
限りでない。
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故が最も多く発生している。事故事例をみると、
フォークリフトの

③はさまれ・巻き込まれ
「はさまれ・巻き込まれ」
による労働災害として、
フォークリフト

⑵安全管理面における対策

と壁の間に挟まれる、パレット上の荷崩れを直す際にティルトレ

フォークリフトは運輸業や倉庫業、製造業などを中心に、荷役

バーを誤操作して挟まれるといったものが挙げられる。2017年度

作業（荷の積込みや、倉庫等への入出庫作業など）
で幅広く利用

において、最も多く発生した労働災害の事故類型である。
こちら

されている。現在、国内におけるフォークリフトの稼働台数は平

についても
「激突され」
と同様に多くの不安全行動・状態が見受け

成27年度で約73万台と推計されており、
フォークリフト技能講習

られる。

については、年間約22万人の新規修了者がいる状況である。
荷役作業を行うにあたっては
「①安全教育の徹底」、
「②有資格

＜現場調査で見受けられる事象＞

者による作業」、
「③作業計画の作成」、
「④点検・検査」
が非常に

◦エンジンをかけたままフォークリフトを降り、車両の周辺で
作業を行う。
◦フォークリフトから身を乗り出して、荷を触ろうとする。
◦停車しているフォークリフトと壁の間を歩行者が通行する。
◦荷を高く積んだ
（前方の視界を確保しづらい）状態のまま、
フォークリフトで前進走行する。
◦フォークリフトで走行しながら、
レバー操作を行う。
◦周辺作業者がいるにもかかわらず、
フォークリフトが急発進
する。

重要となる。
それぞれの項目に関し、労働災害防止に向けたポイ
ントや関連する法令について取りまとめた。
①安全教育の徹底
フォークリフトは汎用性の高い動力付き荷役運搬フォークリフ
トであり、
日常生活で使用される普通自動車とは特性が大きく異
なる。
フォークリフトの特性（表1）
を十分に理解しないまま、
日常
業務にあたると、労働災害が発生するおそれがある。

＜労働災害防止に向けた取組事例＞
◦運転席から離れる場合には、
エンジンを停止し、
かつ確実に
ブレーキを使用し、停止状態を保持する。
◦運転席を離れる際には荷役作業の操作ができなくなるイン
ターロック機構などを採用する
（マストへのはさまれ防止）。
◦荷役操作作業が可能な状況下において、
フォークリフトか
ら身を乗り出して作業しない。
◦あらかじめ荷の梱包・積み方・重心位置の確認を徹底し、
荷崩れ等の不測の事態が発生しないよう対策を講じる。
◦積荷などで前方の視界を確保できない場合には、バック
走行で運搬する
（走行前には確実に右後方、左後方を確認
する）。
◦走行経路に不整地・段差がある場合には、減速して走行
する。
◦誤った荷役操作により発生しうる事故などの危険性につい
て安全教育を行う。
参考
＜労働安全衛生法規則 第151条の11（ 運転位置から離れる
場合の措置）要旨＞
◦事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置か
ら離れる時は、
当該運転者に次の措置を講じさせなければ
ならない。
> フォーク等の荷役装置を最低降下位置に置く
> 原 動 機を止め、かつ、停 止の状 態を保 持するための
ブレーキを確実にかける等、車両系荷役運搬機械等の
逸走を防止する

【表１】主なフォークリフトの特性

特性

注意すべき点

外輪差・
後輪操舵
（図5）

◦フォークリフトが曲がるときには後輪が動く
ため、車体の後方が大きく外側に動く。
◦周囲に人がいないことを確認する。

重心位置

◦車体自体が小型であり、かつ車体の前面に荷
物を運ぶフォーク
（ツメ）
がついているため、前
傾しやすい。
◦荷を上げた状態での急制動は行わない。
◦車体後方にウェイトがあるため、最大荷重1.5t
のフォークリフトでも、車体重量が2.5tを超えて
いる。

最大・許容荷重
（図6）

◦荷が重すぎると、車体が前傾となるため、荷が
最大・許容荷重を超えないよう確認する。
◦慣性により荷が前に転倒しないよう、急ブレー
キを行わない。

車輪の大きさ

◦切れ角が大きいため、後進時にハンドルを切り
すぎると、急激に振り回されてしまう。
◦ハンドルを切る前は減速し、曲がり切ってから
加速する。

【図５，
６】
イメージ図
（左：外輪差・後輪操舵、右：最大・許容荷重）
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技能講習を修了、
または特別教育を受講した作業者はこれらの
特性に対する理解がある一方、
周辺作業者は理解不足のまま業
務に従事している可能性がある。
したがって、
フォークリフトを用
いた業務に従事させる前に、
改めて作業者や周辺作業者に対し、
これらの特性について安全教育を実施することが望まれる。
さらに、前述のフォークリフトの特性を把握したうえで、作業者
は実際に従事する作業内容を正しく認識することも重要である。
事業者は作業手順をはじめ、潜在するリスクや注意すべき点など
を作業者や周辺作業者に周知し、安全な作業を実施するよう促

参考
＜労働安全衛生法 第61条（就業制限）要旨＞
◦事業者は、
フォークリフトの運転その他の業務で、政令で定
めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る
技能講習を修了した者その他厚生労働省で定める資格を
有する者でなければ、
当該業務につかせてはならない。
◦当該業務につくことができる者は、
当該業務に従事するとき
には、
これに係る免許証その他その資格を証する書面を携
帯していなければならない。

すことが必要である。非定常作業については、作業手順書などの
文書が作成されていないことが多いが、
リスクの洗い出しを行う
中で、高いリスクが潜在する作業については作業手順書を作成す
ることが求められる。

③作業計画の作成
フォークリフトを用いた作業を行う場合には、作業計画（図7）
を定め、関係作業者に周知する必要がある。

また、万一、労働災害が発生した際に作業者の被害を軽減する

作業計画の作成については、労働安全衛生規則第151条の3に

ためにも、
シートベルトや保護具の適切な着用を徹底することが

明文化されているが、実際には作成されていない事業所も多く見

求められる。

受けられる。
また、作業計画は作成されているものの、
フォークリ
フト等の運行経路や作業の方法に関する情報が不足しているも

②有資格者による作業

のもあり、
その場合には文書の改訂を行うことが望まれる。

フォークリフトに起因する労働災害の原因のひとつとして、
無資格者による運転が挙げられる。現場では、エンジンキーが
フォークリフトに差されたままとなっている状況も見受けられ、
こ
れが常態的な無資格者による作業の要因となっているものと考

また、
日常の運用・管理とあわせて、無資格者による作業に伴う
危険性を作業員に周知し、有資格者以外による作業が行われる
ことがないような職場の環境・雰囲気作りも求められる。

◦事業者は、
フォークリフト等の車両系荷役運搬機械を用い
て作業を行うときは、
当該作業に係る場所の広さ、地形、荷
の種類等に適応する作業計画（整理・整頓・清掃を含む）
を
定め、
その作業計画により作業を行わなければならない。
◦当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷
役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなけ
ればならない。

【図７】作業計画例
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労働災害

えられる。
したがって、無資格者が運転できないよう、適切にエン
ジンキーを管理するなど、
日常の運用・管理が重要となる。

参考
＜労働安全衛生規則 第151条の3（作業計画）要旨＞

労働災害

④点検・検査

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、
「座学講習：フォークリフト

フォークリフトを使用するにあたっては、
フォークリフトの始業

作業に関する基本的な知識の定着」、
「KY（危険予知）研修：日常

点検（作業開始前点検）
・定期自主検査（年次検査、
月次検査）
の

の安全活動の更なる強化」、
「CCDカメラを搭載したラジコンと

実施が重要となる。労働安全衛生規則第151条の21、22、25では

倉庫のジオラマを活用した体験型研修・模擬体験
（図8、
9）
：作業

上記の点検・検査に関して明文化されている。
実際には、
始業点検を実施しているにもかかわらず、
求められる

に対する客観的な目線からの評価」
などの取り組みを実施してお
り、安全性向上の支援を行っている。

点検事項を満たしていない、
または点検自体が形骸化しており、
十分な点検項目の確認が行われていない事例も見受けられる。
実際に過去に発生した労働災害の原因を見ると、
フォークリフト
に不備（タイヤが摩耗し、滑りやすい状態など）
があったにもかか
わらず、
そのまま作業が継続されていた事例もある。
参考
＜労働安全衛生規則 第151条の21（特定自主検査）要旨＞
◦事業者は、
フォークリフトについては、
1年を超えない期間ごと
に1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなけれ
ばならない。
＜労働安全衛生規則第151条の22（定期自主検査）要旨＞
◦事業者はフォークリフトについては、
1月を超えない期間ごと
に1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなけれ
ばならない。

【図８】
ジオラマ全景

＜労働安全衛生規則第151条の25（点検）要旨＞
◦事業者は、
フォークリフトを用いて作業を行うときは、その
日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わな
ければならない。
> 制動装置及び操縦装置の機能
> 荷役装置及び油圧装置の機能
> 車輪の異常の有無
> 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能
【図９】
ラジコン操作中の視点

４

安全なフォークリフト作業を目指して

上記の講習・研修や
「３．
フォークリフトに起因する労働災害の
防止」
にとりまとめた
「労働災害の特徴」、
「安全管理」
を考慮した

近年は急速に物流倉庫の自動化が進んでいるが、
フォークリフ
トは業種を問わず様々な環境で使用されており、今後も多くの職

安全対策により、労働災害防止に向けた取り組みを推進してい
ただきたい。

場において利用されることが想定される。
フォークリフトによる労働災害を防止するためには、歩行者通

以上

路・車路の分離、安全装置の採用などの設備（ハード）面からの対
策、作業者および周辺作業者がフォークリフトの安全について正
しく理解し、不安全行動を取らないよう教育するなどの管理（ソフ
ト）面からの対策の両面を徹底する必要がある。
また、国内ではフォークリフトの免許証は生涯有効であり、定
期的な講習が義務付けられていない。
したがって、事業者や作業
者自身がフォークリフト作業における危険性等について主体的
に学び、理解を深め、
日ごろから安全なフォークリフト作業実施を
意識する必要がある。
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感染症危機管理

企業における感染症危機管理
〜正しく理解し、正しく恐れる〜
＊本稿は、2018年11月15日現在の情報に基づいて執筆したものです。

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

ほ

ん

だ

し

げ

き

本田 茂樹

要旨
▪ 2009年に新型インフルエンザA
（H1N1）
が、日本だけではなく世界中で流行した際、
その病原性は季節性インフルエンザ
並であったものの、企業や家庭で様々な混乱がみられた。
▪その流行からおよそ9年が経過したが、
世界ではエボラ出血熱や中東呼吸器症候群
（MERS）
などわが国ではあまり知られ
ていない感染症の流行もあり、
今後未知の感染症が発生し、
世界的な大流行
（パンデミック）
となる恐れも出てきている。
▪ 本稿では、
まず海外および日本における感染症の現況を説明し、我が国が新たな感染症に対してどのような準備を行っ
ているか説明する。更に、企業の感染症対策は危機管理の観点からどうあるべきか提言する。

１

感染症の脅威を考える
〜海外および日本における感染症の現況〜

①中東呼吸器症候群
（Middle East Respiratory Syndrome：MERS）

⑴様々な感染症の流行

吸器感染症で、WHOの発表によると2018年6月30日までに報告
された診断確定患者数は2,229人（うち、少なくとも791人が死亡）

現在、国民の健康意識はがんや心疾患に向けられており、感染

となっている。
また、人への感染源としてヒトコブラクダが有力視

症はもはや恐れる病気ではなくなった、
あるいは感染症は克服さ

されており、高齢者や糖尿病などの基礎疾患のある人が重症化

れたと考える人も少なくない。

しやすいことも確認されている。

しかしその一方で、1969年のラッサ熱、1976年のエボラ出血

MERSは、2015年1月21日から、感染症法において二類感染症

熱、1981年のAIDS（後天性免疫不全症候群）、
そして2002年から

に指定されており、国内においてMERS患者が発生した場合、医

2003年のSARS（重症急性呼吸器症候群）
など、新たなウイルス

師による患者の届け出や、患者に対する適切な医療の提供等が

による感染症が出現しており、
日本にもこれらの感染症が入って

法律に基づいて行われることとなっている。

くる懸念は常につきまとう。
実際、
その後の新たな感染症の発生や、近年の感染症リスクを

②ジカウイルス感染症（ジカ熱）

踏まえ、東京都では感染症マニュアルを9年ぶりに見直し、
「東京

ジカウイルス感染症（以下、
「ジカ熱」）
は、蚊が媒介する感染症

都感染症マニュアル2018」
を策定しているが、
そこには、
中東呼吸

（以下、
「 蚊媒介感染症」）であり、感染してもすべての人に症状

器症候群（MERS）
やジカウイルス感染症など近年の新たな感染

が出るものではなく、発熱や関節の痛み、発疹がでるなどの症状

症が追加されている
（次頁表１）。

が1週間ほど続く。
また、母体から胎児への感染を起こすことがあ
り、小頭症などの先天性障害を起こす可能性もある。
蚊媒介感染症については、
その病原体を媒介する蚊（ヒトスジ
シマカ）
が日本国内に広く生息しており、流行地からの輸入症例
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2012年9月以降、
アラビア半島諸国を中心に報告のある重症呼

【表１】
「中東呼吸器症候群
（MERS）
およびジカ熱の概要」

中東呼吸器症候群
（MERS）

ジカ熱

どのような病気か

◦2012年に初めて確認されたウイルス性の感染症で、原因と
なるウイルスはMERSコロナウイルスと呼ばれる

◦蚊を媒介して起こる感染症
（主としてネッタイシマカとヒトス
ジシマカ）
◦母子感染、性交渉による感染もある

症状

◦無症状から重症まで症状に幅がある
◦重症例は高齢男性に多い
◦近年は女性、小児の無症状～軽症例が増加している
◦重症例では急速に進む息切れ、呼吸困難が出現する
◦食欲不振、腹痛、嘔吐や下痢などの消化器症状の頻度も高
いと報告されている

◦ジカウイルスに感染しても約80％は不顕性感染であると考
えられる
◦頻度が高いのは皮疹、頭痛、関節痛、眼球結膜充血
◦発熱はないか、あっても39℃を超えるような高熱にはならな
いことが多い

流行地域

◦サウジアラビアを中心とするアラビア半島諸国

◦アフリカを起源とするが、現在は東南アジア、
オセアニア、中
南米にも広がっている

感染経路

◦自然宿主は明らかではないが、主要な媒介動物としてヒトコ
◦ジカウイルスを持った蚊がヒトを吸血することで感染
ブラクダが知られている
◦基本的に、感染したヒトから他のヒトに直接感染する病気で
◦感染経路は十分明らかにはなっていないが、分泌物の接触、
はないが、輸血や性交渉で感染する場合もある
空気感染の可能性があるといわれている

日本国内での発生
ワクチン・治療法

注意すること

◦日本での発生はない

◦2013年以降、海外の流行地域で感染し、発症した症例
（輸入
症例）
はあるが、
日本国内での感染症例はない

◦ワクチンはない
◦患者の症状に応じた対症療法が中心である

◦ワクチンはない
◦患者の症状に応じた対症療法

（中東地域に滞在する場合）
◦こまめに手を洗う
◦加熱が不十分な食品や不衛生な状況で調理された料理を
避ける
◦蚊にさされないようにする
（特に流行地に滞在する場合）
◦咳やくしゃみの症状がある人、動物
（ラクダを含む）
との接触 ◦肌の露出を少なくし、除虫剤を適宜使用する
は可能な限り避ける
◦日常生活に支障がでる症状がある場合は医療機関を受診
する
（東京都「東京都感染症マニュアル2018」
を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が作成）

を起点として国内感染事例の発生が懸念されるため、国は2015

流行に適用したために混乱が発生し、
また一時的に医療資源や

年4月に
「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針」
を告示し

物資の不足がみられるなど、実際の運用における課題や教訓が

た。今後は、
この指針に基づき、蚊媒介感染症に関する対策を総

明らかとなった。

合的に推進することとしている。
2013年以降、海外の流行地域で感染し、発症した症例（輸入症
例）
は報告されているが、
日本国内で感染した症例はない。

⑵垣間見えたパンデミック

２

新たなパンデミックへの備え

新型インフルエンザは、
これまで人間の間で流行を起こしたこ

新たなウイルスによる感染症が大流行することが懸念される

とのないインフルエンザウイルスが、
トリやブタの世界から人の世

中、近年我々は、世界的な大流行（パンデミック）
という事態を経

界に入り、新たに人から人に感染するようになったものである。
ほ

験している。

とんどの人が新型のウイルスに対する免疫を確保していないた

それは、2009年4月に発生した新型インフルエンザ（A/H1N1）
であり、その流行は世界中に拡大し、WHO（世界保健機関）が

め、世界的な大流行となり、大きな健康被害とそれに伴う社会的
影響が発生すると考えられる。

2009年6月11日、世界的大流行（パンデミック）
を示すフェーズ6を
宣言している。
この流行において、我が国の死亡率は他の国と比較して低い

33

⑴鳥インフルエンザ

水準にとどまったものの、病原性の高い新型インフルエンザを想

鳥インフルエンザは、基本的には鳥類がかかる病気であるが、

定した政府の行動計画を、病原性の低い新型インフルエンザの

極めてまれに、感染した鳥に触れるなど濃厚接触をした場合、
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人間にも感染することがある。

され、2013年4月13日に施行された。特措法は、新型インフルエン

鳥インフルエンザ（H7N9）
は、2013年3月以降、
中国を中心に多

ザ等発生時に、
その脅威から国民の生命と健康を守り、国民の生

くの患者が発生しており、WHOによると2018年3月現在、1,567人

活や経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として

の感染者（うち死亡者615人）
が確認されている。

おり、新型インフルエンザ等の発生時における措置の法的根拠を

また、鳥インフルエンザ（H5N1）は2003年以降、東アジアを中
心に人への感染が続いており、WHOが2018年11月に発表したと
ころでは、860人が感染し、
うち454人が死亡している。
この鳥インフルエンザ
（H7N9およびH5N1）
は、
ともに感染症法
上の二類感染症に位置付けられており、国内で感染者が発生し

図ったものである。
また新型インフルエンザ等対策の円滑な推進のため、特措法
に基づき、
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」
（以下「行
動計画」）
および
「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」
（以下
「ガイドライン」）
が定められている
（図１）。

た場合には、入院勧告などの適切な措置が講じられることとされ
ている。

⑵新型インフルエンザ
前述の鳥インフルエンザ（H5N1）
は高い病原性をもっているこ
とから、
このウイルスがたやすく人から人に感染する能力を獲得

、
「行動計画」
、
３ 「特措法」
および
「ガイドライン」
のポイント
「特措法」等で定められた方針や、国の施策の中で、企業として
押さえておくべきポイントを概説する。

することにより病原性の高い新型インフルエンザが発生しパンデ
ミックになることが懸念されている。
このような状況のもとで、新型インフルエンザ対策については
2009年に発生した新型インフルエンザA（H1N1）の経験なども
踏まえて、
その対策の実効性を高めるために、
「新型インフルエン
ザ等対策特別措置法」
（以下「特措法」）
が2012年5月11日に公布

⑴必ず多くの欠勤者が出る
新型インフルエンザ等については、
だれも免疫を持たないため
多くの国民が感染する。
国の被害想定では、国民の25％が、流行期間（約8週間）の

感染症危機管理

【図1】特措法、行動計画、
ガイドラインの流れ
（内閣府官房新型インフルエンザ等対策室の資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が作成）
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中でピークを作りながら順次罹患（りかん）
する、
また重度の致命

しておく
（海外発生期において、新型インフルエンザ等の国内

率（2.0％）
の場合の入院患者の上限は約200万人、死亡者数の上

への侵入を防止するため、発生地域から来航または発航する

限は約64万人とされている。

航空機・旅客船の運航制限の要請が行われることがある）

ピーク時に従業員が発症して欠勤する場合は、多く見積もって
5％程度としているが、従業員自身の罹患（りかん）
の他、
むしろ家
族の世話や看護で出勤困難となる場合、
あるいは罹患（りかん）
を恐れて出勤しない場合などを考慮し、
ピーク時には従業員の最

４

感染症を企業の危機管理の観点から考える

大40％程度が欠勤すると考えられている。
今後起こりえる新型インフルエンザ等の流行に対して、企業が

⑵企業の事業活動が制約されることがある
特措法では、新型インフルエンザ等（国民の生命・健康に著し
く重大な被害を与えるおそれがあるものに限る）が国内で発生

危機管理の観点から押さえておくべきことは次のとおりである。

⑴感染症を正しく理解し、正しく恐れる

し、全国的かつ急速なまん延により、国民生活および国民経済に

WHOによると、
「エボラ出血熱が、過去に中央アフリカで流行

甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められるときに、新型イン

したときの致死率は、25～90％で、
その平均は約50％」
とされてお

フルエンザ等緊急事態宣言が出されることになっている。

り、今後国内で症例が発生した場合にはその致死率の高さから、

この緊急事態宣言のもとでは、感染防止のため、住民に対し、
みだりに居宅から外出しないこと等を要請し、
また学校、社会福

パニックにも陥りかねない。
しかし、
エボラ出血熱に関する次の感
染経路を理解していれば冷静に対応することができる。

祉施設、興行場その他の多くの人が利用する施設の管理者に対
し、施設の使用、
または催物の開催の制限もしくは停止等を要請
することがあり得る。

【エボラ出血熱の感染経路】
エボラウイルスに感染し、症状が出ている患者の体液等

このため、企業としては自社の事業を継続しようと考えていて

（血液、分泌物、汚物・排泄（はいせつ）物など）や患者の体

も、顧客が外出できず売り上げが落ちる、
また自社施設が使えな

液等に汚染された物質（注射針など）
に十分な防護なく触れ

い、
またイベントが開催できないなど、実質的な事業中断に陥る

たとき、
ウイルスが傷口や粘膜から侵入することで感染する。

可能性があることを想定しておく必要がある。

一般的に、症状のない患者からは感染せず、空気感染もし
ない。

⑶海外勤務・海外出張については、定期航空便等の
運行停止の可能性を踏まえる
海外勤務・海外出張する従業員等および家族については、次の
点に留意することが求められる。

（厚生労働省「エボラ出血熱に関するQ&A 」
を基にMS&ADインター
リスク総研が作成）

企業は、
これらの国内に入ってくる可能性がある感染症に関す
る情報を平常時から収集するとともに、社内で共有しておくこと
が重要である。

◦発生国への海外出張については、
やむを得ない場合を除き、
中
止する
◦感染が世界的に拡大するにつれ、定期航空便等の運行停止に
より帰国が困難となる可能性があること、感染しても現地で十

それぞれの感染症の特性を踏まえた感染防止策、例えば、

分な医療を受けられなくなる可能性があることなどにかんが

中東呼吸器症候群であればラクダなどの動物に接触しない、

み、発生国以外の海外出張も原則中止・延期することも含めて

ジカ熱であれば蚊に刺されないようにする、などは非常に重要

検討する

である。

◦海外勤務者・海外出張者がいる企業は、情報収集に努め、
これ

しかしそれら個別の感染防止策に加えて、企業は公衆衛生の

ら従業員の人員計画（現地勤務を継続させるか、
いつどのよう

観点から、
すべての感染症に対して有効となる基本的な感染防止

に帰国させるか）
を事前に決めておく
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⑵公衆衛生の基本を徹底する

策を社員に求めることも必要である。特に、次に示す感染防止策

◦即座に全員を帰国させる航空機を確保することが難しいこと

については理解しているだけではなく、社員に繰り返し啓発を行

も想定されるため、安全にとどまるための方法についても検討

うことで確実に実践できるようにしておくことがポイントになる。
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感染症危機管理

◦38度以上の発熱、咳（せき）、全身倦怠感（けんたいかん）等の
症状があれば出社しないこと
◦マスク着用・咳（せき）
エチケット・手洗い・うがい等の基本的な
感染対策等を行うこと
◦外出する場合は公共交通機関のラッシュの時間帯を避けるな
ど、
人混みに近づかないこと
◦症状のある人
（咳
（せき）
やくしゃみなど）
には極力近づかないこ
と。接触した場合、手洗いなどを行うこと
◦手で顔を触らないこと
（接触感染を避けるため）
◦季節性インフルエンザについては、
その副反応のリスクも理解
した上で予防接種を行うこと

⑶自社の感染症対策やBCPを再度見直す
①最悪のシナリオも想定する
2009年に流行した
「インフルエンザ（H1N1）2009」
の病原性は
季節性インフルエンザ並みであったが、今後、致死率が高い鳥由
来型の新型インフルエンザが発生する可能性がなくなったわけ
ではない。
致死率の高い感染症が流行する可能性も踏まえた最悪のシナ
リオに基づいて計画を見直し、
その上で、
実際の流行においてはそ
の状況に応じて柔軟に、
そして適切に運用することが必要である。
②平常時の準備を怠らない
実際に、
パンデミック
（世界的な大流行）
が懸念される感染症が
感染症危機管理

日本に入ってきた場合には、
その後にできることは限られている。
厚生労働省や国立感染症研究所など信頼できる情報源から、
適時に情報が取れる仕組みを構築するとともに、社内で共有で
きる体制を整えることや、感染防止に必要な備蓄品（マスク、消毒
剤等）
の在庫確認などを平常時に実施しておくことが望ましい。
③リスクコミュニケーションを十分に行う
2009年の流行で、企業や社員の新型インフルエンザに対する
認知度はあがったものの、約９年が経過した現在、正しい情報や
危機感が維持されているかどうかは疑問である。
むしろ、
「再び新
型インフルエンザが流行しても被害は大きくない」
という油断が
起こっているのではないだろうか。
企業は従業員に対して、国の新型インフルエンザ等対策の内
容を含め、様々な情報提供を行うとともに、
自社の感染症対策や
BCPについて、
あらためて理解を求めることが必要である。

参考文献・資料等
1)「新型インフルエンザ（A/H1N1）対策総括会議
月10日）

以上

報告書」
（2010年6

2）
「新型インフルエンザ対策行動計画」
（平成23年9月20日）
3）
「新型インフルエンザ対策ガイドライン」
（平成21年2月17日）
4）
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」
（平成24年5月11日公布）  
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公益通報者保護にかかる新たな潮流
EUと日本の法改正議論

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
基礎研究本部
研究員

う

さ

ゆ

う

き

宇佐 祐樹

要旨
▪ EU域内において、企業等による巨大不祥事が内部告発によって発覚し、公益通報者保護の重要性が再認識され始め
ている。EU域内においても保護の程度に格差があり、域内国で同程度の保護を保証するため、各国に法整備を求める
指令
（Directive）
の成立に向け議論が進んでいる。
▪ 現在検討されているEU指令案の特徴として主に次の3点がある。①一定規模の企業や行政機関に対して内部通報制
度の導入を求めている点、②罰則規定を設ける点、③域内各国にレポート作成を求める点である。
▪日本においても公益通報者保護法の改正に向けた議論が進んでいる。2018年には消費者庁の専門調査会が中間整
理を公表し、法案の方向性と今後の検討課題を提示している。
▪ EUが広範な保護規定の策定を目指す中、今後日本の法改正がどこまで踏み込んだ形で行われるか、EU新指令案を
踏まえEU域内各国がどのような対応をするかに着目したい。

1

深め、
日本国内における法改正の議論の方向性を確認する。

公益通報者保護の概要

企業内部の不祥事を明るみに出す公益通報については、企
業不祥事発覚の端緒として重要であるという認識が広がる一

⑴公益通報にかかる三つの分類
公益通報とは、組織（企業や行政機関等）内部で行われる不

方、不利益を被りやすい通報者（Whistleblower）
に対しての

祥事（法令違反や倫理違反等）
を所定の機関へ通報することを

保護が不足していると指摘されることがある。本稿では、公益

いうが、世界共通の定義は存在せず、定義や保護の態様は各国

通報者保護にかかる最近の二つのトピック―EU新指令案と

によって異なっている。公益通報は、主に通報先によって保護

日本国内の法改正議論―に着目し、公益通報に関する理解を

の対象となる通報を分類する
（図1）。

契約

組織

内部通報窓口
フィードバック

不正

発見

通報者

マスメディア
消費者団体 等

【図1】公益通報の通報先による分類
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社外窓口
（弁護士事務所、専門機関等）

管轄行政機関

：内部通報
：内部告発

（出典：参考文献1）等を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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通報先としては企業によって設けられる窓口への通報（内部

進んできていると思われるが、一方で公益通報を行った者への

通報）
と、企業外部への通報（内部告発）
に大別され、外部への

保護が不十分であることがたびたび議論される。
そのような中、

通報はさらに管轄行政機関への通報と、
マスメディアや消費者

欧州議会にて議論が進んでいる新たなEU指令案を以下で紹

団体等の第三者への通報の二つに区別される。一般的に、
内部

介する。

告発は企業のレピュテーション
（評判）
に影響し社会的なイン
パクトが大きい。
また、
内部告発の場合、不祥事の証拠として企
業内部の情報を外部へ持ち出す必要があることから、保護のた
めに一定の要件が加重されることが多い。

⑵公益通報による企業不祥事発覚

2

新たなEU

指令の制定議論

⑴制定議論の背景

公益通報は企業不祥事発覚の端緒のひとつとして位置づけ

2018年4月、欧州委員会（European Commission：EC）
は、

られる。消費者庁が発表した公益通報制度に関する報告書に

EU域内の公益通報者保護に関する新たな指令（Directive）案

よると、内部通報制度を導入している事業者に対して社内の

を示した。EU指令には法的拘束力があり、指令が施行された

不正発覚のきっかけを尋ねたところ、
「従業員等からの内部通

場合、域内各国は指令に定められる期日までに当該指令に基

報（通報窓口や管理職等への通報）」が最も高い割合となった

づいた国内法整備を完了することが求められる注2）。

（図2）。本件回答には管理職等への通報も含まれており、必ず

EUが新たな公益通報者保護に関する指令を定めるきっか

しも内部通報制度に則った通報だけではないことも考えられる

けとして、EU域内で起こった大きな不祥事が内部告発によっ

が、内部通報によって多くの不祥事が発覚している現実が見て

て明らかになったということが挙げられる。ECの資料では、三

取れる。

つの事例を示し、近年公益通報者への注目が集まっていると
している注3）。
一方で、EU域内において、
日本の公益通報者保護法に該当

従業員等からの内部通報
（通報窓口や管理職等への通報）

58.8%

内部監査

37.6%

職制ルート
（業務チェック、業務報告等）
取引先、一般ユーザーからの情報
職場のコンプライアンスの
状況等に係るアンケート調査等

31.5%
11.4%
8.8%
7.2%

偶然

6.5%

行政機関による調査

5.8%

その他
無回答

7.4%
10.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

【図2】国内企業における社内不正発覚の端緒
（複数回答、n=1,607）
（出典：参考文献3）を基にMS&ADインターリスク総研作成）

度にばらつきがあることが指摘されている。ECの資料注4）による
と、法の制定時点において、EU加盟国28カ国（2018年現在）
の
うち公益通報者保護に関する包括的な法を定めているのは10
カ国注5）であり、他の国は部分的な保護に留まるとされる。
この
不平等を解消するため、EU域内の最低限の保障を定めた指令
の可決に向けて、現在議論が進んでいる。

⑵広範な保護規定注6）
EU指令案では、公益通報者保護のために定義を広く構え、
様々な当事者が保護の対象となるような規定となっている。
通報の対象となる事実については、
公的調達・金融サービス・
製品安全、
環境保護といった様々なEU法の違反行為・法の濫用
が該当するとされ、
対象となるEU法を定めている
（Art.1、
Annex
PartⅠ,Ⅱ）。
日本の公益通報者保護法では刑事罰による担保
（違反行為が犯罪となるもの）
が通報対象事実の前提とされてい

海外においても公益通報は企業不祥事発覚の大きな端緒の

るが、
EU指令案においてはそのような規定は存在しない。

ひとつとなっている。公認不正検査士協会（ACFE）
は、
「職業上

「通報者」
に該当するのは、労働者を始め、
自営業者、株主、役

の不正」注1）について120カ国以上で調査を行い、
その結果をレ

員等、
ボランティア、研修生、下請事業者等も含まれ、労働契約

ポートとして公表している。
そのレポートによると、不正の発見

の交渉中の者（契約が未成立の者）がリクルートのプロセスに

手段は
「通報」
が全体の40%と最も多く、内部監査が15%、
マネ

おいて情報を入手した場合も保護の対象となる
（Art.2）。
また、

ジメントレビューが13%と続く形となっている。
また通報者のう

定義規定においては退職後の情報提供を前提とした定義があ

ち半数以上が従業員である。

り、退職者の通報も保護の対象となる。

公益通報が社内不祥事発覚の端緒として重要という理解は

通 報の種 類については、通 報が内 部 通 報か内 部 告 発か
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外部監査

する法律を整備している国は多くなく、域内において保護の程

【表1】EU指令案における通報の分類
内部通報
（Internal Reporting）
通報先
（Art.3）

内部告発
（External Reporting）

内部告発
（Disclosure）

勤務先
行政当局
（Within a…legal entity）（Competent Authority）

公
（Public Domain）

報告した情報が、報告時点で真実だと信じるに足る合理的な根拠があること
所定の要件のいずれかを満たす場合 所定の要件を満たす場合
（内部通報をしたが一定の期間に回 ・内部通報や外部通報を行ったが、法定期間内
答がない、実効性を期待できない等）
に適切な対応がなされない
・公共の利益への差し迫った／明白な危険があ
る、事案の特殊状況、回復不能な損害が出る
リスクがあるため内部通報や外部通報チャネ
ルの利用が合理的に期待できなかった

保護要件
（Art.13）

（出典：参考文献6、7、8）を基にMS&ADインターリスク総研作成）

によって名 称を分 類している（ 表 1 ）。内部 通 報（ I n t e r n a l
Reporting）
、
行政当局への内部告発
（External Reporting）
、

3

日本の国内法制度と改正議論

その他への内部告発（Disclosure）
の3段階の通報を定義し、
外部者へ伝わっていくにつれて保護要件を加重している。

視点を日本国内に移すと、公益通報者保護法の改正に向け
て議論が蓄積されている。公益通報者保護法は制定から10年

⑶EU指令案の特徴
日本の現在の公益通報者保護法と比べ、新たなEU指令案で
特徴的な規定として以下の点が挙げられる。

以上経っており、法の不備も指摘される。
当該法を管轄する消
費者庁は、
「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検
討会」
を設置し、2016年には最終報告書が開示されている。
ま
た2018年には消費者庁の公益通報者保護専門調査会から、法
改正議論の中間整理が示され、多くの論点について法改正の

●一定規模の組織における内部通報制度構築

①従業員が50人以上いる法人、②年間の売上高あるいは総

議論が進んでいる。
中間整理においては、個別の論点について
「方向性が示され

資産が1,000万ユーロ以上の法人、③規模にかかわらず、EU法

たもの」
と
「今後の検討課題」
の二つに大きく分類された。以下

において規制されている金融サービスやAML/CFT注7）への脆

では中間整理を参照し、改正の可能性が高い点と、改正が見送

弱性のある事業を営む法人、
のいずれかに該当する法人は、内

られることが予想される点につき整理を行う。

部通報制度や、
レポート・フォローアップの手続きを策定する必
要がある
（Art.4）。一定規模の法人に対する通報制度設置義務
は、
日本の公益通報者保護法には規定されていない。

⑴現行法の規定
改正議論を確認するにあたり、現行の公益通報者保護法の

●罰則規定（Penalty）

規定を一部確認する。

者に対し、加盟各国は効果的、
比例的かつ抑止的（effective,

●
「通報者」

注8）

通報を原因とした不利益取扱い（解雇、減給など）
を行った

proportionate and dissuasive）
な罰則を定めることが求め
られる
（Art.17）。罰則の対象は、
内部通報を隠匿した者や不利

働者」
とは労働基準法第9条に規定されるものをいう
（2条1項、

益取扱をした者、守秘義務に違反した者などであり、
また悪意

2項）。
この「労働者」には公務員が含まれるが、退職者や役員

や害意をもって通報を行った通報者も対象となる。

等、下請事業者などは含まれない。

●域内各国による情報開示

●通報対象事実

るすべての関連情報をECに対して提出することが求められ、

通報対象事実については、
現行法では
「犯罪行為の事実」
または

ECはそれらの情報を基に欧州議会（European Parliament）

「行政処分に違反する行為が犯罪行為となるもの」
に限定して

や欧州理事会（European Council）
に対してレポートを発出

いる
（2条3項各号）。
また、
その犯罪行為に関しては法の別表と

する。
また、加盟各国は、
当該国の国内法に抵触しない範囲で、

政令において個別に規定されている。

加盟各国は国内法施行後、法の履行状況や適用状況に関す

行政機関に対して行われた通報件数等の統計を年単位で集計
し、提出することが求められる
（Art.21）
。

39

現行法では、通報を行う者は
「労働者」
と定められており、
「労
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どういった事実が公益通報の対象となるかといういわゆる
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●通報の種類

されている。
また、役員等も保護の対象に含まれる見込みであ

行法では条文番号に基づき以下のように呼ばれる。

前置を求めるべきとの見解が示されている。

通報の種類に関しては、
冒頭図1にて分類を紹介したが、現

るが、一般の労働者と異なり事業者内部における是正措置の

「労務提供先等に対する公益通報」
（3条1号）、
いわゆる内部
通報は1号通報と呼ばれる。情報を外部へ提供する内部告発の
うち、
「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する

⑶改正に消極的な見方が示されている論点

公益通報」
（3条2号）
は2号通報と呼ばれる。2号通報は、1号通

専門調査会にて議論の対象となったが、今般の法改正では

報と比べ通報対象事実が生じる、
または生じようとしているこ

見送られる見込である論点（「今後の検討課題」
とされたもの、

とにつき
「信ずるに足りる相当の理由」
（真実相当性）が必要と
され、通報者は内部資料等を入手したり、内部関係者しか知り

「方向性が示されたもの」のうち消極的な見解、例えば「…慎
重な検討が必要」
などの記述、
が示されたもの）
もある。

えない情報を開示する必要がある。
マスメディア等への告発は、
「その者に対し当該通報対象事
実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防
止するために必要であると認められる者に対する公益通報」

①罰則規定の創設

一貫して改正に消極的な論点として、罰則規定創設があげら

れる。改正論点として、不利益取扱いに関する紛争解決手続の

（3条3号）
として、3号通報と呼ばれる。3号通報は2号通報で求

拡充や、不利益取扱いを行った事業者に対する行政措置（是正

められる真実相当性に加え、
さらに
「特定事由」
を満たす必要が

勧告、事業者の公表等）があげられている。一方不利益取扱い

あり保護要件が加重されている

。

に対する事業者への是正命令や、命令違反者への刑事罰に関

注9）

しては引き続き検討するとされた。
また、守秘義務違反に対す
る刑事罰も慎重な検討が必要とされ、改正は行われないことが

⑵改正が見込まれる論点

見込まれる。

まず、消費者庁の公益通報者保護専門調査会より示された
中間整理のうち、改正の方向性が示された
（「…すべき」等の記
述がある）主な論点を表2にまとめた。

概要

通報者に
「退職者」
や
「役員等」
を含める
「通報者」
の範囲 （退職後一定期間に限る等の要件が課される可能
性がある）

外部通報要件

・行政機関への通報に関しては
「真実相当性要件」
を緩和
・マスメディア等への通報に関しては
「特定事由」
を
緩和

守秘義務
一元的窓口

大規模事業者・行政機関に対しては内部通報制度
構築を義務化
・内部通報に関しては守秘義務を課す
・行政機関への通報は、公務員法の守秘義務がある
ものの明文化

償の免責についても、通報行為とそれに付随する行為（資料収
集等）
を区別することが困難である場合が多く、両者を一体と
して検討するとされた。
③通報者の範囲

法改正が見込まれる論点（表2）
においても一部見送られた

ものがある。改正議論を踏まえると、通報者には労働者・退職
者・役員等が含まれることが見込まれるが、下請事業者やその
他の者を保護の対象とすることについては
「今後の検討課題」
とされ、特段の追加は見込まれない。

消費者庁に一元的窓口を設置

不 利 益 取 扱 い ・不利益取扱いに関する紛争解決手段の拡充
に対する紛争解 ・不利益取扱いを行った事業者に対する行政措置
（是正勧告、事業者名の公表）
の制定
決・行政措置
立証責任の緩和

行った証拠の収集行為に関する責任は、特に刑事責任に関し
ては慎重な検討が必要とされた。
また通報行為に伴う損害賠

通報から一定期間内に解雇が行われた場合、立証
責任を事業者に転換

（出典：参考文献4）を基にMS&ADインターリスク総研作成）

ただし、上記のなかでも一定の条件が課される可能性がある
ものも存在する。
たとえば、通報者の範囲に関して、退職者は保
護の対象に含まれることが見込まれるが、退職後一定期間内
の者に限定するべきとの議論があり、
引き続き検討することと

4

総括 ―両者の異同と今後の国内
改正議論における着目点―

EUにおいても日本においても、公益通報者の保護の拡大と
いう点では方向性が一致しているが、新たな法規制が想定する
保護の範囲や効果等には大きな差が生じている。
ここまで確認してきた論点は、公益通報制度全体としては一
部分にすぎないが、
それらを単純に比較しても現行法の保護範
囲の狭さは明確である
（次頁表3）。
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通報対象事実

明文根拠のある行政処分等の行政措置の対象と
なっている法律や、条例も対象事実に含める

通報体制の整備

通報者の責任免除規定に関しても、積極的な改正は行われ

ない見通しである。たとえば通報者が通報を裏付けるために

【表2】法改正が見込まれる主な論点
論点

②免責規定の創設

基礎研究レポート

公益通報者保護にかかる新たな潮流

【表3】EU新指令案と日本の法改正議論の比較
EU
新指令案
通報者の範囲

改正議論

現行法

労働者、
退職者、 労働者
労働者のみ
役員等、
株主、
下 退職者、
役員等
請事業者、
ボラ（ 一 定の要 件が
ンティア等
置かれる見込）

「真実相当性」要件

なし

要件を緩和

あり
（2号、3号通報）

〇

△
（行政上の措置）

×

〇
〇
（50人以上の規模等）（大規模事業者等）

×

罰則規定
内部通報制度
設置義務

注）

日本

（出典：参考文献4、8）等を基にMS&ADインターリスク総研作成）

今後の法改正議論を追うにあたっては、
中間整理で示された
事項がどこまで実現し、
どこまで広範で実効性のある制度が設
計されるか注目していきたい。
また、
中長期的な観点では、
極めて
慎重な態度が示されている刑事罰や免責規定の創設について
議論が深まるかという点は着目に値する。
この点は賛否両論が
示される論点だと思われるが、
新たな制度が実効性を欠くと判
断された場合は議論が避けられなくなるテーマであると考える。
今後の国内の改正議論には海外の動向も重要となってくる。
その意味においても、EU全域に大きな影響を及ぼす今般の新
指令案がどのような形で成立するか、
それらを踏まえ域内各国
がどのような対応をするかという点は、今後の日本の制度設計
においても極めて参考となる。
以上

参考文献・資料等
1）梅田徹・久本之夫(2003)「内部通報制度の考え方・作り方」日本能率
協会マネジメントセンター
2）公認不正検査士協会(2018)「2018年度版 職業上の不正と濫用に
関する国民への報告書」
3）消費者庁(2017)「平成28年度民間事業者における内部通報制度の
実態調査報告書」
4）消費者庁(2018)「公益通報者保護専門調査会 中間整理」
5）中原健夫、結城大輔、横瀬大輝(2017)「これからの内部通報システ
ム」きんざい
6 ）林尚美(2018)「EU指令案・英国公益開示法についてのご紹介」第
20回公益通報者保護専門調査会資料3
7）林尚美(2018)「EU指令案・英国公益開示法についてのご紹介(2)」
第21回公益通報者保護専門調査会資料5
8）European Commission(2018) Proposal for a DIRECTIVE
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL on the protection of persons reporting on
breaches of Union law
9 ）European Commission(2018) Whistleblower protection
Fact sheet
1 0 ）EU Lex HP＜https://eur-lex.europa.eu/procedure/
EN/2018_106＞（最終アクセス2018年11月16日）
11）国立国会図書館 レファレンス協同データベース HP
＜http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/
index.php?page=ref_view&id=1000110470＞（最終アクセス
2018年11月16日）
12）消費者庁 HP（公益通報者保護専門調査会）＜http://www.cao.
go.jp/consumer/kabusoshiki/koueki/index.html＞（最終ア
クセス2018年11月16日）
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1）当該レポートにおいては、
「職業上の不正」
とは
「雇用主のリソースおよび資産
を意図的に誤用または流用することを通じて私腹を肥やすために、自らの職
業を利用すること」
と定義されている。これらには
「汚職」
や
「資産の不正流用」
、
「会計不正」
が含まれている
2）EUの法令についてはECのHPに解説がなされているため参照されたい
＜https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eulaw_en＞
3）事例として言及されているのは以下の三つである。これらは共通して、内部
関係者により情報が外部へ渡され、国際的な関心を集めるにまで問題が巨
大化している
〇Lux Leaks
ルクセンブルクの税務当局の内部文書が漏えいした事件。この情報により
多国籍企業数百社に対して税制優遇措置の協定を行っていたことが判明
し、大規模な租税回避の実態が明るみに出た
〇Panama and Paradise Papers
中米パナマや英領パラダイス諸島における大規模な租税回避について示
した大量の文書が漏えいした事件
〇Cambridge Analytica
選挙コンサルティングを行う会社がSNSの情報を不正に利用していたこと
を従業員によって暴露された事件
4）
＜https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf＞
5）フランス、ハンガリー、アイルランド、イタリア、
リトアニア、マルタ、オランダ、
スロバキア、スウェーデン、イギリスの10カ国
6）記述にあたり、法案の原文（Proposal for a DIRECTIVE OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the
protection of persons reporting on breaches of Union law）
のほ
かに、専門調査会の委員である弁護士による以下の資料を参照した。なお、
本稿で記載する条文の翻訳は、すべて筆者による仮訳である
林尚美(2018)
「EU指令案・英国公益開示法についてのご紹介」
第20回公益
通報者保護専門調査会資料3
林尚美(2018)
「EU指令案・英国公益開示法についてのご紹介(2)」
第21回公
益通報者保護専門調査会資料5
7 ）マネー・ローン ダリン グとテロ 資 金 供 与 防 止を示 す ”A n t i - M o n e y
Laundering and Countering Financing of Terrorism”
の頭文字をとっ
たもの。なお、一般的に
「AML/CFTへの脆弱性がある事業」
とは、高額取引
を多く行う不動産事業や宝石商等が該当する
8）なお専門調査会資料
（注釈の林弁護士によるもの）
においては、
「不利益措置」
と訳されている
9）特定事由は以下のとおりであり、以下のいずれかに該当することが必要で
ある
イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受ける
と信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅
され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の
理由がある場合
ハ 労務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由が
なくて要求された場合
ニ 書面
（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること
ができない方式で作られる記録を含む。第九条において同じ。）
により第
一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象
事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合
又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
ホ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があ
ると信ずるに足りる相当の理由がある場合

未来社会予測

オフィス環境の整備と
テレワーク
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
基礎研究本部
シニア研究員

は

や

し

ゆ き と し

早矢 仕 幸 利

要旨
▪デジタルネイティブ世代が社会の中枢を担う近い将来、働き方の質や就業形態のあり方が大きく変化する可能性
がある。
▪ 労働集約型の仕事はすでにAIに取って替わられ、本来人間が求めるべきイノベーションを生み出すためには、個人が
常に高いパフォーマンスを発揮できるオフィス環境が重要である。
▪テレワークによる働き方改革が普及することで、社会、企業、就業者のそれぞれに様々なメリットをもたらす。
▪「対面でないとコミュニケーションが取れない」
、
「セキュリティが不安」
あるいは
「労務管理が難しい」
などテレワーク導
入への懸念はあるが、先進事例の参照等で解決可能な課題も多い。

1 デジタル化の時代

【表１】
デジタルネイティブ世代

⑴デジタルネイティブ世代の台頭
1980年以降に生まれた年齢層は、子供のころからコンピュー
ターゲームに慣れ親しみ、学生時代になってからもインター
ネットやパソコンのある生活環境の中で育ってきた年齢層であ
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

ど文字どおり、デジタルに対する意識が高く、既存の情報だけ
でなくテクノロジーを使い自分で調べて情報の収集や比較を行
い、
自分自身で情報を積み上げていく能力が、1980年以前に生
まれた年齢層より格段に優れていると分析している。

⑵ICTテクノロジーの進展

彼らはテクノロジーをうまく使いこなすデジタルネイティブ世

ノートパソコン、タブレット端末およびスマホなどのモバ

代（表１）
と呼ばれ、
デジタルネイティブ世代がこれからの社会

イル機器で、世界中のウェブサイトに瞬時にアクセスできる

の担い手となっていく。例えば、2018年の新入社員などは、10代

現在、すでにどこにいても仕事ができる環境が実現してい

でSNSなどを使ってコミュニケーションをとっており、彼らが社

る。GPS機能を使えばお互いの居場所が確認でき、離れた

会の中枢を担う近い将来は、働き方の質が劇的に変化する可

相手とインターネット会議を行うこともできる。物品販売が

能性がある。

EC化しているように、今後デジタルネイティブ世代が中心と
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る。野村総合研究所の調査によれば、
この世代はデータやITな

【表２】就労の変化

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

なる時代に突入すると、労働時間、働く場所、働き方など就労の

メールやチャットが入ってくる」、
「ちょっといいですか？」
と問い

あり方が大きく変化（表２）
することが予想される。
そのため、次

かけられるなど、
その度に集中力が途切れることになる。

の世代に合わせて無駄なものを削り取って質の高い働き方の

集中力とコミュニケーションの両方の質を上げなければなら

選択と、
それを生み出す会社の仕組みを作っていくことが求め

ないが、
日本の会社には、
「 空気を読む」
という文化もあり、空

られる。

気を読むことに意識を向けるあまり、
目の前の仕事への集中力
が落ちることになる。空気を読むべきコミュニケーションの時
間と、集中する時間を分けることも重要で、双方の時間に適応

2 求められるオフィス環境
⑴付加価値を高める環境

できるオフィス環境を整備することも生産性向上には必要で
ある。

⑶働く場所の多様化

労働生産性とは、本来メーカーの製造ラインなどで労働の

日本の労働人口が減り続ける中、将来、
「同じ時間、同じ場所

効率化のために使われていた意味合いが強く、例えばボルト1

に集まれる人」
だけしか働けない企業は、人材を確保できず競

本締める作業を10秒から8秒に短縮すれば、20％の効率化達成

争力を失っていくことが予想される。働き方改革が進んだ先に、

といわれていた。
しかし、知的な作業を行うオフィスワーカーに

「様々な人が、様々な時間に、様々な場所で、」働く時代が来る

とって、生産性を上げるということは作業時間を効率化するだ

ならば、必要なオフィスの形態も多様化することが求められる。

けでなく、質の高いクリエイティブな作業を伴うものでなけれ

近年、企業はオフィス内で自由なミーティングを促すオープ

ばならない。

ンエリアや、就業者の心身の健康をサポートするリフレッシュス

効率性を重視する労働集約型の仕事はすでにAIに取って替

ペースといった多様な目的で利用する場所の導入が進んでい

わられ、将来人間に求められることは効率性ではなくイノベー

る。
こうした共用スペースを執務スペース以上に重視してオフィ

ションであるといわれる。イノベーションを起こすパターンは

スレイアウトを考える企業もあり、生産性を高めるためオフィス

様々あると考えられる。例えば、独創的なものはひとりの非定型

に
「快適性」
や
「ウェルビーイング」
といった要素を取り入れる企

な業務から生まれて、
それをチームで定型化して仕事に落とし

業も多い。

ていき、
コミュニケーションの質と集中の両方を引き上げてイノ

一方、
オフィス以外で働く場所として、在宅勤務制度のほかサ

ベーションが生まれるパターンである。
そのために、
より付加価

テライトオフィスでテレワークをする場所を整備する企業の割

値を高め個人が常に高いパフォーマンスを発揮できるように環

合も増えている。
サテライトオフィスとは、企業が本社から離れ

境を整備することが重要である。

たところに設置したオフィスのことを意味し、
オフィス環境は通
常本拠点と同じように業務ができること、
つまり、
自社機能を備

⑵集中できる場所
現在働く場所は通常オフィスであるが、オフィスはコミュ
ニケーションの取りやすい場として設定されることが多いた
め、対面の密度が高く、深い集中には入れないことが多い。
例えば、
「10分に1回は話しかけられる」、
「見なければいけない
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えるものを指すことが多く、本拠点と同じように通信機能が備
わっていることが条件となる。
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オフィス環境の整備とテレワーク

⑷オフィスの集約と分散

3 テレワークの効果と課題

オフィスの居室内だけでなく、働く場所を戦略的に考えること
も必要で、就業者が集まって働く集約型オフィス
（例：都心の本
社オフィス）
の役割は、別々の場所で働く分散型オフィス
（例：自
宅やサテライトオフィス）導入に伴い大きく変わりつつある。

⑴ICTを活用したテレワーク
近年、
オフィス以外の場所でモバイル端末を使って仕事をす

集約型オフィスは、ICT環境の進展によりどこにいても仕事

るテレワーク
（表３）
の普及が著しく、働き方は確実に変化して

ができるようになった今、
それでも集まることで価値を生み出す

いる。政府は、多様なワークスタイルを謳い、様々な人たちが働

ような場所（立地）
として求められている。
そういった機能を持

き続けられる社会、
それをきっかけに働く人一人一人が多様な

つオフィスであれば、
ウェブ会議やチャットによるコミュニケー

視線や出会いを得られ、
それが新しい仕事や価値の創出にもつ

ションでは代替されず、通勤時間をかけてでもオフィスに集まる

ながるテレワークを推進している。

価値があるといえる。

テレワーク＝在宅勤務であるという認識も根強いが、実際に

一方、分散型オフィスは、
「どこでも仕事ができる」
という状

自宅とオフィスの中間の位置付けにあるサテライトオフィスなど

況を最大限に生かすための場所であるべきで、就業者の移動

専用のスペースであったり、
またカフェや駅などモバイル端末を

時間削減につながる立地戦略はもとより、
エリア毎に最適なオ

活用して仕事をするという広い概念でテレワークは捉えられて

フィスのタイプを使い分けることが求められる。就業者の育児

いる。

支援のため、住宅街に託児スペース付きのサテライトオフィス
を用意したり、営業担当者の移動を効率化するため、取引先企
業付近にシェアオフィスを契約したりする。
こうした施策は時間

⑵テレワークの効果

とコストの効率化だけでなく、就業者の精神的・肉体的ストレス

テレワークは、
まず就業者にとって仕事と育児・介護・治療な

を軽減し、仕事の質の向上や雇用維持・採用強化への効果も

ど様々な事情との両立、
また通勤時間の削減といったメリット

期待できる。

がある。企業にとっても、集中して仕事ができるということで生

しかし、一方でその使い方はユーザーの自律性に任される部

産性の向上、
また通常の勤務が難しい社員にテレワークを導入

分が多いため、働く場所を分散させ、都心の本社オフィスを縮

することでやめなくて済むという優秀な人材の確保・離職抑止

小することでコストを削減できたとしても、
就業者の仕事へのモ

にもつながる。基本的にデジタルで仕事をするためペーパーレ

チベーションや組織へのエンゲージメントを高めることができ

ス等によるコスト削減も可能となる。

ないと、根本からの生産性向上は得られない。

在宅勤務は、主に育児や介護と仕事の両立を目的に導入さ
れる事例が多かったが、東日本大震災を契機に、台風、地震な
どに遭遇しても事業が継続できるBCP（事業継続計画）
や節電
の観点からも見直しがされており、社会全体としても労働人口
の確保や地域の活性化など様々なメリットがある
（次頁表４）。

【表３】ICTを活用した働き方‐テレワーク
未来社会予測

（日経BP「ヒューマンキャピタル」総務省の資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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未来社会予測

オフィス環境の整備とテレワーク

【表４】テレワークの効果

（日経BP「ヒューマンキャピタル」総務省の資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
【表５】テレワーク導入の課題

（日経BP「ヒューマンキャピタル」総務省の資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

⑶テレワーク導入の課題
テレワーク導入にあたっては「社内コミュニケーションに不
安がある」、
「 顧客等外部対応に支障がある」等の意見が挙が

働き方をする人が増加することも予想され、
パスワードの複雑
化や使いまわし禁止などに加えて、IT機器を別ルートから管理
したりバックアップができるなどセキュリティ問題は会社がしっ
かりサポートしていかなければならないのであろう。

る。
また、
「テレワークに適した仕事がない」、
「労務管理が難し
い」
あるいは
「人事評価が難しい」
といった課題（表５）
も挙げら

以上

れるが、先行してテレワークを導入した企業の事例や最新ICT
ツールを使うことで、
これらの課題はかなりの部分は克服でき
るのではないだろうか。
テレワークにより自由度が上がると、それに伴いセキュリ
ティリスクは高まる。特に金融機関など
「セキュリティが心配」
といった声もきかれる。セキュリティと自由度が相関するケー
スもあるが、
自由度を優先するあまりセキュリティが脆弱にな
れば本末転倒ということになる。特に、
これから社会（会社）
の中心となるデジタルネイティブ世代が、インターネット、モ
バイル機器等でSNSやクラウドサービスなど便利なものを
使い、それによって生産性を上げていくというワークスタイル
をとることや、雇用の流動化が進展しフリーランスのような
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特 別 寄 稿

女性起業家の輩出が、これからの
イノベーションを加速させる！
シリコンバレーのアクセラレーターを率いる
日本人女性からの提言
Women's Startup Lab Founder ＆ CEO

Ari Horie ／ 堀江 愛利 氏

要旨
▪ 女性が主に関わる、生活に密着したビジネスの分野は、
テクノロジーがまだ入り込みきれていない未開拓分野である。
これは、世界の半分の人口と年齢層に、
テクノロジーの恩恵が行き届いていないことを意味する。
▪ 各種統計が示す通り、男性投資家や社会全体が、女性起業家や女性リーダーへの無意識バイアスを持っており、男性
中心のエコシステムの改善が、今後の未開拓分野の発展には必須である。
▪ 女性が鍵を握るマーケットでは、
それを反映したチームづくりができるベンチャー・投資家・起業家が求められる。
▪ 女性起業家の輩出が、
これからのイノベーションを加速させる。起業を志す女性には、自分を縛っている鎖を壊して、
自分のやりたいことや可能性を積極的に発信してほしい。

〈特別寄稿〉
女性活躍

Women's Startup Lab Founder ＆ CEO

Ari Horie／堀江 愛利 氏
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1

女性たち
（主に３５歳以上の層）
にとって、子供を置いてプログラ

女性の起業を取り巻く社会の状況

2017年、
シリコンバレーで女性の起業を取り巻く環境に変化

が訪れました。多くの女性たちがセクシャル・ハラスメントや差

くあります。
それは女性の意識の話ではなく、
男性が家庭に入っ

ていない、会社を休めない、社会の問題です。
このような事から
も現代社会は、
ビジネスのアイデアを考えて、投資を受けて起

業する、
といったすべての流れが男性中心に作られているとい

別の体験を打ち明け、有力な男性たちが次々と表舞台から去っ

う気づきが必要となってきます。

女性起業家への資金の動きにはそれほど大きく影響を与えて

トは劇的に低下。世界で新しいスタートアップが次々と生まれ、

ていきました。
しかし、
このいわゆる”#Me Too ムーブメント”は

いないようです。M&A、
プライベートエクイティ、
ベンチャーキャ

ピタル
（以下、
「VC」）
のデータベースであるピッチブックの調べ

によると、2017年、VCによる投資総額850億ドル
（約9兆円）
のう

ち、女性創業者が受け取った金額は19億ドル（約2,000億円）、
全体のわずか2.2％程度です。起業家の資金調達に重要な役割

を果たすベンチャーキャピタリストは、92%が男性、女性はわず

イノベーションが進行するにつれ、
テクノロジーにかかるコス

イノベーションは私たちの生活のあらゆるシーンに浸透してき

ました。
これから、
そのイノベーションがあらゆる生活ニーズや

フェーズに必要とされる今、
男性陣からの視点だけではなく、
あ

りとあらゆる視点からの模索が必要となります。

世界の人口の50%が女性です。消費財購入の80%を決定して

か8%です。
しかし、VCファーム、
ファースト・ラウンド・キャピタ

いると言われ、
その額は2,000兆円を超えます。人間のライフス

男性のみで創業された企業に比べて63%パフォーマンスが高

恩恵が行き届いていないという重要なブラインドスポットがあ

ルが自社の投資先を調べたところ、女性創業者がいる企業は、

く、
さらにカウフマン財団の調べでも、女性のIT起業家は男性
のIT起業家よりも平均で35%高いリターンを生んでいるとの結
果が出ています。

総じて近年、起業希望者は減少傾向にありますが、VCの動

きは活発です。既存の有力企業がイノベーションファンドを立

ち上げたり、
コーポレート・ベンチャー・キャピタルを持ったりと

パンで考えると、世界の半分の人口と年齢層に、
テクノロジーの

るのです。社会でリードをとるインフルエンサーのほとんどが、
20歳から60歳のビジネスを中心とした生活を送る男性という
環境で、
テクノロジーは発展してきましたが、誕生から20歳まで

のファーストライフスパンでは幼児教育などの分野、60歳以降

から死ぬまでのエンドオブライフのスパンではヘルスケアや介

護などの分野で、現在、
まだまだアナログな部分が多いのです。

しかし、
これらの分野の問題は主に、女性が背負っている問題

いった試みも多く行われています。
そういった動きにもかかわら

といっても過言ではないマーケットでもあり、
またそれゆえに今

男性に偏ったエコシステムの中で行われているからです。

トでもあります。例えば、家事や幼児教育など、家族の課題を解

ず、女性起業家に中々資金が流れないのは、
それらが圧倒的に

2018年、VCファームのイルミネート・ベンチャーズが起業家

に行った調査によると、40%以上の女性起業家が、同性の投資
家の数が少ないことが成功に向けての障害になっていると答

え、65%以上の女性起業家が、女性であることが不利であると

後、経験者として女性が起業をし、解決していく未知のマーケッ
決したりサポートする
「ファミリーテック」
という言葉も近年に

なって聞かれるようになりました。
テクノロジーで解決できるイ

ノベーションの余地が大いにあります。

ましてや、
これからAIやAR、VRといったテクノロジーが生活

答えています。起業したい女性が自身のアイデアを訴えても、
出

の深い部分に関わってきます。
そこに女性が入らないことで、
ど

体が分かりません。例えばテクノロジーを使って生理や妊娠な

ません。先に述べた、生活に密着した、
テクノロジーがまだ入り

めの
「フェムテック」
は最近注目の分野ですが、約1時間の貴重

支援、
サービスが必要不可欠です。
ウーバー等のセクハラ事件

てくる投資家は男性たちばかり。彼女たちが解決したい問題自
ど女性の体や健康をマネージメントしたり課題を解決するた
なピッチ
（投資家へのプレゼン）
の時間において、最初の30分が

ニーズが存在するというというエデュケーションで終わり、結局

プロダクトのことを話せないまま終わることさえあります。

総務省の「就業構造基本調査」によると、
日本では、20～24

れだけの人類への損失があり、社会問題が起きるかはかりしれ
込みきれていない、未開拓の分野では、
『女性』
に特化した起業

や多くの報道で取り上げられたように男性に偏った”イノベー

ション・エコシステム”を野放しにしたシリコンバレーは、多くの

問題を露呈しました。
日本はシリコンバレーと同じ道をたどるこ

となく、本来あるべきイノベーションを体現するための、本質的

なエコシステムを育む意識をもち、社会を豊かにし、爆発的に

歳を除きすべての年代で男性より女性の起業家数が少なく

スケール
（規模を拡大）
するイノベーション・起業を生む環境を

の女性にとって
「起業」
がキャリアの一つの有効な選択肢となっ

コシステムを改善し、女性もより多くのビジネスを構築できる環

し、一般的なアクセラレーター

いの余地がありません。

なっています。女性の中では、35～39 歳が最も多く、子育て期

ていることが推察されます。
シリコンバレーでも同様です。
しか

が提供するプログラムは、

注1）

3カ月ほどスケジュールを拘束されることが多く、起業を考える
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ムに参加する必要があり、参加を断念せざるを得ないことが多
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作っていく必要がある、
と私は思っています。
男性中心の起業エ
境こそが、今後、更なるイノベーションを促進していくことに疑

特別寄稿

女性起業家の輩出が、これからのイノベーションを加速させる！

2

VC（12%）の2倍以上がこれを最も重要な条件に選びました。

女性の起業について思うこと

日本での起業家の男女比は、2017年に男性81.6%、女性

18.4%です
（日本政策金融金庫「新規開業実態調査」）。
男性の

前述の数字も考慮すると、資金調達のためには女性起業家が

よりこの事実を認識した方が有益だと考えられます。

また、VCは起業の成功に必要な条件のうち、
トップ３項目に

ついては、女性も男性も能力に差異がないと答えていますが、
10項目のうち4項目において、女性よりも男性が優れていると答

方が圧倒的に多いですが、1991年から毎年行っているこの調査

えています。最も重要だといえるのは、
男性VCの67%、女性VC

くの女性が起業という選択をしはじめています。
また、
より大き

よりも男性の方が持っている」
と答えている点です。女性起業家

ションなどがあり、
それがきっかけで自信をつける機会も多く出

急務なのが分かります。

では、2017年が最も女性の割合が多くなりました。以前より多

な規模のビジネスを考えることができるセミナーやコンペティ

てきたのではないでしょうか。
しかし、
まだまだ数少ない女性起
業家が増えるためには、
どのようなことが必要なのでしょうか。

カリフォルニアのVCファーム、イルミネート・ベンチャーズ

が、1,200人の起業家とVCにアンケートを行い、起業における

ジェンダーの意識の差異について調査した興味深いレポート
があります。第一に、
男性と女性の起業家の意識には、
かなり似

通った傾向があります。例えば、起業におけるモチベーションを
六つの選択肢から選んでもらったところ、女性、男性ともに
「自

らのアイデアを市場に出したい
（女性70%、
男性60%）」
を1位に
選び、
「長続きする会社を作る
（女性9%、
男性19%）」
を2位に選

びました。
男性は3位に
「望ましい収入（15%）」
を選びましたが、
女性は「会社員ではなく自身のビジネスを経営する」
（8%）
を3

の100%が「アドバイザーや資金につながるネットワークを女性
が資金を得るためには、女性にネットワークを解放することが

また、伝統的に考えられている
「女性は男性よりリスクに対し

て消極的である」
「女性は家庭と仕事の両立が難しい」は時代

遅れであることが明らかにされています。
「家庭と仕事の両立」

が起業の成功への障害と答えたのは男性が31%、女性17%で

男性の方が圧倒的に多く、
「金銭的な安定」が障害と答えたの

は男性が49%、女性が42%と男性の方が多いのです。

その他にも、実際にVCが女性起業家に投資した案件などを

調査したインティメート・ベンチャーズの調査チームが以下の

ような指摘をしています。

・男性投資家は、
女性投資家に比べて、
女性起業家への投資案

件が少なく、
投資金額も少ない。
「より多くの候補者がいたら、

位に選びました。
これはこの項目を選んだ男性（2%）
に対して4

より多く投資する」
という言い訳はもはや通用しない。
多様性

男性は皆無だったのにもかかわらず、7%の女性が1位の項目に

・男性起業家と女性起業家は、
ゴールや障害と考えることは多

倍の数字です。
また、
「自身を証明するため」
という項目を選んだ
選んでいたことも注目に値します。下位には差異があったもの

の、
この結果からは、起業家は
「お金のために起業する」
といっ

たイメージが迷信であることが分かります。

この結果は、
スタンフォード大学のホンウェイ・シウ、
プリンスト

ン大学のマーティン・ルーフによって行われた6万人への調査に

よっても実証されています。
彼らの調査では、
新しいビジネスを

始めるにあたって最も重要な動機は、
「製品やサービスにビジョ

ンを持つといった、
アイデンティティの充足感」
であると結論づ

のある投資家チームが、
多様性のある創業者チームを見出す。

くの点で共通しており、投資家はそれについて認識を改める
べきである。

・男女問わず、
すべての起業家において、製品やマーケットに関

する専門的な知識への重要性を認識することは有益である。

・女性起業家は、
ネットワークを構築することに注力すべきで、
それは資金へのアクセスにつながり、良いチームを作ること

を容易にする。投資家やアドバイザーはこれを可能にするた

めの支援をすべきである。

けています。
また、
成功に必要な条件について聞いた調査では、
女性、
男性ともに3分の2の起業家が
「レジリエンス、
我慢強さ」
を

1位に選び、
「情熱を伴ったビジョン」
を2位に選んでいます。

男女差があったのは、資金調達につながるネットワーク
（女

〈特別寄稿〉
女性活躍

性21%、男性10%）、
ビジネスに関する専門知識（女性14%、男
性26%）、特異性へのフォーカス
（女性5%、
男性17%）
の3項目で

した。女性起業家が資金調達のネットワークを得ることの難し
さを現わしているといえます。

一方、VCからの回答では、起業家と同様、40%が
「レジリエン

ス、我慢強さ」
を1位に選びましたが、次に成功への重要な条件

に選んだのは
「専門性への深い特化」
で、
男性VC（23%）
は女性
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女性が起業することには大きなハードルがあります。
しかし多

くの男性は、
そのハードルの高さにも、女性がどういった理由で

つまずいているのかにも理解がないままです。今の社会構造の

中では、女性には男性とは違ったチャレンジがあるということを

考えて頂きたい。
また、女性だから不向き、考えが小さすぎる、
と

性別への固定観念で終わっており、
その次の問いかけとして、”
何がそうさせるのか”という社会構造に対する問題意識を持

要とされる真のイノベーションであると確信しています。

前述の調査結果からも女性にとってネットワークを作ること

がいかに重要かが分かりますが、
さらに以下の3点を指摘して

おきます。

ち、理解しようという姿勢が必要です。
また、現在のエコシステ

（１）女性起業家同士が集まれる場づくりも重要だと考えていま

問いかけはなく、女性たちが自分たちのフィールドへ入ってこら

面する問題は様々です。
自営業という形で事業を進めてい

ムや社会全体が男性目線で作られたシステムではないかという

す。
また、起業と一概に言ってもステージによって課題や直

れないのは
「女性のせいだ」
と思ってしまう。
そのため、
男性だけ

くための目標と、
スケールを希望する企業によってストラテ

してしまうケースが大変多いというのが現実であるように思い

（２）
ビジネスの目的とステージによってそれに必要なアドバイ

た投資家がもっと必要になってきます。

（３）スキルや知識をアップデートしていく場も必要です。セミ

のチームよりも、
リターンが高いと言われる女性起業家を軽視

ます。女性による市場、
アイデアがよく理解できるチームをもっ

前述したように、驚くべき現実として、
イノベーションの聖地

ジーは変わってきます。

ス、
コミュニティを分ける方が効果的だと感じています。

ナーだけでなく、現実的にビジネスに必要な財務や資金調

達の問題など、必要な知識が学べるようなビデオライブラ

と呼ばれるシリコンバレーでも、投資家の92％が男性です。
男性

リーがあったり、
コンサルタントに相談できる窓口などがあ

資案件を理解しようとすること自体がおかしな話だと思います。

性起業家のために、
また、家庭や子供がありながらでも学

ばかりに偏ったチームで、
すべての人口のニーズに基づいて、投

マーケットを反映しているチームづくりができるベンチャー・投
資家がより多く増えることが必要となるわけです。同時に、既存

の男性投資家には、女性起業家がよい実績を残していることを
思い出してもらい、
マーケットが分からないなどで出資に二の
足を踏まずに、実行に移してほしいと感じます。

世界に誇るカウフマン財団（ベンチャーキャピタリストを育成

する財団）
が作ったカウフマンフェローというプログラムがあり

ます。従来、
ベンチャーキャピタリストといえばファイナンスの経

歴をもった者がなるのが当たり前と思われていました。
しかし、

バイオテックをはじめとする、
あらゆる先端分野のイノベーショ

ンへの投資を考えた場合、
ファイナンスのプロだけでなく、
当た

り前ながら、その分野のプロフェッショナルが入ってこそマー

ケットのポテンシャル、
ニーズなど、正確は判断が可能であると

ると女性起業家にとっては有難いでしょう。地方からの女

べるよう、
インターネット上でクラスが取れるよう、
バリアフ

リーなシステムを心して作ることにより、女性だけでなく多

くの方々が起業を始められる環境ができると、
より起業の
加速になることと思います。

3

WSLabとファウンダーについて

私はカリフォルニアの大学を卒業し、
シリコンバレーのハイテ

ク企業でマーケターとしてキャリアを積んだあと、結婚して子ど
もを持ちました。最先端のテクノロジーに囲まれて働いてきた
私は、子育てが始まったときに愕然としました。同じシリコンバ

いう結論に至ったのです。
その結果、
マーケットに理解の深い、

レーでも、子育ての現場はすべてがマニュアルで、
アナログでし

の思いから、優れたベンチャーキャピタリストを育成するカウフ

きました。病院へ行くと、先生同士のコミュニケーションや情報

おのおのの分野のプロをVCとして育てる機関が必要であると

マンフェローが誕生したと聞きました。

それと同じことが、今、正に私たちの目の前で起こっていま

す。女性の関わる多くの分野、
ニーズ、
マーケットへの理解が浅

た。
のちに母が病気になったときも、
あまりのローテクぶりに驚

の共有など、
テクノロジーで解決できる問題が山積していたの

です。

それらの体験から、私は
「ビジネスパーソンは、
自分たちが仕

い男性投資家に、
マーケットのポテンシャルを話しても理解で

事をしているフィールドしか見ていない。20-60歳ごろの、主に男

バイオテックへの投資判断に苦しんだ状況と全く同じです。私

きていない」
と気づきました。誰がこの現状に苦しんでいて、誰

が冠されることで、
ダイバーシティの機関だと勘違いされがちで

しかし前述したように、女性が起業する体制は整っていません。

（０−から２０歳、６０歳以降）
でのイノベーションなど、女性だから

アップに特化したアクセラレーターWSLabを始めました。
さら

ジネスチャンスとし、”人のためのイノベーション”（vs ビジネス

性のマインドを持ち、今までにないビジョンや大きなビジネス

きかねるという状況は、1960年代後半にファイナンスのプロが、
が率いるWomen's Startup Lab（以下
「WSLab」）
も、”女性”

すが、
いまだ満たされていないマーケットへの投資、
ライフスパン
知り得るマーケットを理解し、起業できる分野をより広げてビ
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のためのビジネス）
をサポートすることを目標にしています。
この

ような”人のためのイノベーション”こそが、
これからの時代に必
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性を対象とした、
ビジネスの現場にしかテクノロジーは入って

がそれを打破しようと思っているかというと、
やはり女性です。
そこで私は、2013年から、女性テックベンチャーのスタート

に複雑になる世界の困難な課題に立ち向かうためには、多様

特別寄稿

女性起業家の輩出が、これからのイノベーションを加速させる！

を考えることが必要となってきます。WSLabはシリコンバレー

にHQを置き、世界中の女性起業家とルミナリー（先駆者）
を集

め、大企業とのイノベーションを推進するコラボレーションの場

として、活躍しています。

目指すのは、”人と人とのコラボレーション”＋”マインドセット

のシフト”により、人の可能性を拡大していくメソドロジー。
この

メソドロジーを私たちは
「ヒト
（人）
ロジー」
と呼んでいます。

WSLabは女性起業家に特化したテックベンチャーの育成

プログラムを運営し、2014年から始めて、
すでに過去15回、延

べ140名を超える起業家たちが参加しました。年2回、
シリコン

バレーで女性起業家対象のプログラム
「Women’s Startup

Lab Accelerator」
（以下、
「ＷＳＬ」）を提供しています。私た

ちが用意したリトリートハウス
「Hito House」注2）で、世界中か

ら選ばれた12人が集まり、寝食を共にしながら、
わずか２週間の

間にシリコンバレーのルミナリーが約５０人、
メンターやインスト

急激にメディアへ取り上げられたりもします。

ラクターとして参加し、
アドバイジング、投資家への紹介、
ファウ

合宿方式にしたのは、女性の特性を生かすためです。女性は

の中で、普段得られない未来への想像、起業家精神とともに新

とをとても得意としています。
それによってマーケットをつかん

ンダーシップ育成のセッションを提供します。濃密な共同生活

しいイノベーティブ・リーダーとしての科学反応を”人コラボ”に

よって、育成を行うユニークなメソロジーが「ヒト
（人）
ロジー」
なのです。その重要な要素として、
コアバリューとなるのが、①

女性起業家同士やシリコンバレーのルミナリーとの密なディス

カッションにより生まれるアイデア、②未来につながる参加者

同士の信頼関係、③今まで気付かなかったリーダーとしての

自分、
です。WSLabは、
このような、
つながりと深い理解により、

より多くの女性がイノベーションをうむ”活力”として活躍できる
社会を作り上げることを目標にしています。

過去のＷＳＬプログラムの参加者のフィールドはヘルステッ

クが19.5%、
アドテックが12.2%、
ソーシャル／コミュニティが

コミュニティを作ったり、
お互いに意見を交換したり相談するこ
だり、
自信を持ったりすることができます。
ネットワーク形成とい

う意味でも、合宿が有効なのです。

プログラムでは、
スタートアップのノウハウに集中しがちです

が、ＷＳＬではアントレプレナーシップのトレーニングに重きを
置いています。

前述の調査結果でも男性、女性問わず大多数の起業家、投

資家が起業にとって最も大切な要素は
「レジリエンスと我慢強

さ」
と答えていたように、
スタートアップが失敗する一番の理由

は、起業家自身が辞めてしまうことです。
どんなに投資をしてい

ても、起業家が辞めてしまったらそれで終わりです。特に全く新

しいゼロイチのプロジェクトは、他の誰かを連れてきて代わりに
することもできません。逆に、気持ちさえあれば、
目先のビジネ

8.5%、
ビューティー・テックが6.1%、AIが6.1%など多岐にわた

スの知識やスキルは、
いずれ身についていくものです。

リースル・カッパー（買収額未公表）、ボートシェアサービスの

を含めて、
プログラムをデザインしています。
「女性はどういうと

ります。
中には、IBMに買収されたAIスタートアップCogneaの
Boatsetter（元Cruzin）
のジャクリン・バウムガーテン
（累計資
金調達額1750万ドル、Airbnbも出資）
らがいます。
また、
日本人

女性起業家では、認知バイアスを取り除くためのソフトウェア

を開発するコグニティの河野理愛（累計資金調達額2.4億円）、
古地図やイラストの情報をGPSと連動するストローリーの高
橋真知（累計資金調達額2.5億円）
らがいます。

ガレージ・テクノロジー・ベンチャーズＭＤのビル・ライカー、

マッチ・ドット・コムの共同創業者フラン・メイヤー、
リンクトイン
創設者のリード・ホフマンといった、
シリコンバレーでもそうそ

うたる顔ぶれが私たちを応援してくれています。彼らが女性起

業家と会い、
自分たちのネットワークをオープンにしてくれるこ

とには大きな意味があります。上から引っ張り上げられるので、

ころで自信をもつのだろう」
「どこでビジネスの着想を得るのだ
ろう」
といったところにも注目してやっています。

例えば、
ある中国人の女性起業家がセッションの中で、
こん

な話をしてくれました。16歳の時、
日本の医師のグループが中国

に来て学校を作る、
というプロジェクトの通訳の仕事をしてい

た。貧しい田舎では学校もなく、親もいなくて孤児院で生活して

いるような子どももたくさんいて、
そこで学校を作るのを手伝っ

た。世界にはこんなに素晴らしい仕事をしている人たちがいる、
私も将来は人の役に立ちたいと思い、起業した。
しかし、
まだ全

然形になっていなくて、
こんなにちっぽけで、
つまらないことをし

ていると、
とても悩んでいました。
「ではどうしてこの事業を選ん

だの？」
と聞くと
「これをすることによって、
もっと社会を変えら
れる仕事ができるから」
と言います。会社が大きくなると、
自身

のスタート地点の動機も満たされる。そこが重なっていること
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これまでに、エバーノートの共同創業者フィル・リービン、

私たちは
「女性が伸びる環境とはどういうものか」
ということ

が、本人も気づいていなかった。
それに気づいて涙を流していま

した。セッションに参加した他の起業家たちももらい泣きして
いました。
今は、
自分の中でスタートアップが大変でも、
この先に

「こういう社会を作りたい」
というのがあれば、大変だと思って

他人から見た
「リーダーシップ」
とは、
その人の
「軸」
ではない

でしょうか。
その人が言うと納得してしまう人柄、持っている自
然の個性。
それをいかに日ごろからキープしていくか。
それが信

頼につながります。
まずは自分自身の「壁」
を取り払い、
「 軸」
を

も辞めたいとは思わない。
レジリエンスを支える原動力になって

しっかりさせてからこそ、重要度によって取捨選択ができ、
「で

さらに、
2017年から、
「世界をリードできるようなリーダーにな

また、2017年よりイノベーションに悩む大企業からのリクエス

いきます。

りたいが、
アクセラレーターには入れない」
という方々のために、

『Global Innovation Leadership in Silicon Valley』
とい

う、
アントレプレナーのマインドセットで自らの人生、
キャリアを

リードする、新しいプログラムを始めました。4日間の合宿プロ
グラムで、下記のような点にフォーカスしています。

・スケールするということはどういうことか、
その要素と内容に

きない」
が
「できる」
へと変わっていくのです。

トに対応するため、
コーポレート・アクセレレーターを開始しま
した。”人のイノベーションとマインドセット”に特化したプログ

ラムで、女性リーダーや起業家を交えてのコラボディスカッショ

ン、
イントレプレナー（社内起業家）
のアクセラレーターへの参

加、協業、
イノベーティブリーダーシップの育成、会社ブランドの

アクセラレーター企画実行し、投資案件のパイプライン形成な

ついて考える。

どを行っています。

る時代に私たちは生活している。
そのために生じる複雑な問

けの、４日間のプログラムも提供しています。起業家のマインド

・世界の舞台で活躍し戦えるリーダーとして必要なself-

て活躍できるマインドを養成してもらいます。
これまでに薬品

・過去の人類の歴史にない凄まじい速さで変化が起こってい
題点を、
グローバル視点で考える。

awareness、self-promotion、personal brandについて

加えて、以前から要望が多かった大企業のエグゼクティブ向

セットを元に、
これから日本を担う”ビジョナリーリーダー”とし
大手のイーライリリー、パナソニックといった企業が参加して

強化する。

います。
これらは「女性」
という枠に捉われてほしくないため、

ジョンを持ち会社と共にあゆむというパートナーとしての責

というサイドプロジェクトとして運営しています。
日本人が元来

・自分を持つこと。会社の人間でなく、自分としての責任とビ
任を自覚する。

このプログラムでは起業家というマインドを元に、
マネジメ

ントリーダーではなく、
ビジョナリーリーダーとして活躍できる
マインドセットのデベロップメントを行います。過去のデータだ

WSLabとは別に、
「Hito Institute（ヒトインスティテュート）」

「レジリエンスで我慢強い」人々であることは歴史が証明して
います。
「できない」
といった固定観念や障害を取り払うことに

よって、世界の課題を解決できるような、
ビジョナリーリーダー
が多く育ってほしいと願っています。

けではなく、未来のビジョンをベースに次のステップを目指すと

いうのは、
とても起業家に似ています。
自分は何がしたいのか、

どういう未来が見たいのか。
自分の思いを発信しながら、
リー

ダーシップを作り上げていく。
それによって周りが賛同してくれ

るというプログラムです。

男性、女性にかかわらず、大人になると周りは壁だらけのよう

伝えたいメッセージ

女性が起業するにあたって、第一歩を踏み出すことが最も大

に思え、
「できない」
と思っていることが多くなります。多くのイノ

変です。
まずは始めてみましょう。

識です。
自分で自分自身にストップをかけているのです。
日本の

が磨かれます。始めてしまえば、色んな人がサポートしてくれま

ベーションを妨げているのは、
自分の中の決めつけや、偏見意

男性陣も
「イノベーションを」
と投げかけると、
「いやぁ、
うちの課
長がどう言うか」
となります。
しかし、本当にそうでしょうか。昔

ビジネスの世界で泳いでみれば、泳ぎ方もうまくなるし、感覚

す。
「 私のアイデアでは、起業家として十分にやっていけないの

ではないか」
という不安で、始めることをやめてしまうのが、一番

起こったことがまた起こると思い、
「できない」
と思い込んでいる

もったいないことです。

方法があることの方が多いのです。そういった壁を一つひとつ

いスピードで変わっていきます。だから、最初の時点で素晴ら

だけなのではないでしょうか。99%が想像しているだけで、解決

求められるアイデアは、
マーケットが変わるとともに、凄まじ

外していく作業も行います。壁を外していく方法はいくつかあり

しい、壮大なアイデアを持とうというのは間違いだと私は思い

ちに戻ってみてください」
というのがあります。子どもの頃に持っ

90％はモノにならないと言っても過言ではありません。

ますが、面白いエクササイズの一つに、
「5歳の頃の自分の気持

て生まれた感性を思い出してもらい、言葉は交わさずに、夢中

になって遊んでもらいます。服のままプールに飛び込んだ人もい

れば、木に登って帰ってこなかった人もいました。終わった後、
皆で大笑いしました。
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ます。実際、私たちのところに来る起業家も、最初のアイデアの

恐れずに飛び込むこと。
そのなかで学び、
波に乗って行けばい

い。
自分に合うもの、合わないものを見つけ、好みやスキルを洗
練していきましょう。

特別寄稿

女性起業家の輩出が、これからのイノベーションを加速させる！

起業は、
できるかできないかではありません。
やるか、
やらな

いかです。

どうすればいいか分からなくても、
「こんなことができたらい

いな」
と思った時に、
いてもたってもいられない気持ちを大切に

して、行動に移しましょう。
そして、
自分は
「やらないより、
やって
いる人間なんだ」
という自信を持ってほしい。
「そんなことは他

の誰かがやっているよ」
と言われても、
「『私』がやることが大切
なんだ」
と言ってほしい。

リーダーシッププログラムの参加者と話していると、
日本の

女性たちのマインドは変わってきていると感じています。
それと

は別にビジネス社会を支配している男性陣が実はまだまだ、変

化を受け入れられないのが現実だと思います。理解はしている

が、実際に女性を上にあげることに抵抗を感じる。
自分たちと同

じような立ち居振る舞いをすると生意気だが、
それをしないと

リーダーらしくないといったダブルスタンダードが続いているよ

仲間に入れ、
やりたいことはやってもいいのだと教えることに決

うです。実際に、昇進した女性が横並びから上に出た時に、今ま

めました。
かつては、子どもを迎えに行ったり、料理をしたりして

い始めるということは多くあることです。

と会話をする数時間を持てるようにしています。

で素晴らしいといっていた男性陣が急にその女性の悪口を言

また、
日本の女性は世界的に優秀なのですがまだまだパワー

に欠けるように思います。実力とパワーがあるのですが、
それを
出すとたたかれるという風潮から、
それなりで抑えている、
とい

うことをよく聞きます。
また、英語力が他の諸国に比べ、
日本は

本当に乏しく、
そこが大きな飛躍の壁になっているのではない

かと思います。他国の女性たちは英語もできる分、容易くネット
上でもチャンスを見出し、
また世界のトレンドを見抜く力も持っ

ています。

いましたが、一切やめました。
その代わり、家に帰ったら、子ども

私も色んな失敗を繰り返しながらやっています。

皆さんも
「あの人ができるのなら、私にできないわけはない」

と思ってほしい。
それは皆さんのためだけでなく、生き様を見せ

ることで、他の人のロールモデルにもなります。
自分を縛ってい

る鎖を壊して、
自分の可能性を信じ、
もっと暴れて、
自分自身の
やりたいことを発信してほしいなと思います。

以上

日本にとどまらず、
グローバルな視点を持ちましょう。

（写真は全て筆者提供）

起業家・リーダーとして、色んな人に会うことは重要です。

また、外に出ることで気づくこと、外に出た方が楽なことも
たくさんあります。何よりビジネスをする上で、
たくさんの引き出

しを持っていることはとても重要です。
日本では実現が難しいこ

とでも、
アメリカではすごく簡単かもしれないのですから。
シリ
コンバレーには、
こちらが意見を言えば「Yes, you can. I will

help you.」
と言ってもらえる空気があります。なんでもできる

ような気になります。
また海外の人は、意外と
「英語ができない
人」
に慣れているので、
たとえ英語が苦手でも大丈夫です。

マインドセットを変えることで、世界へのステップが開かれま

参考文献・資料等
1) FORTUNE“Female Founders Got 2% of Venture Capital
Dollars in 2017”, January 31, 2018 ＜http://fortune.
com/2018/01/31/female-founders-venture-capital-2017/＞
2) Illuminate Ventures “Gender Differences in
Entrepreneurship Paper-a”＜http://www.illuminate.
com/draftgender/gender-differences-web/＞

買い物、料理、洗濯、子どもの世話にかけている時間。
それら

3) ＜https://drive.google.com/file/d/1SkYONPzi40jqfFwkRj
eJZ5l0OcX3R29V/view?usp=sharing＞

すると、新しい価値観が生まれます。

をいかに削って、
もっと上手に、
もっと素晴らしく生きるために

どうすればいいかを考える。
そのなかで、
自分にとって本当に重

注）

お子さんもいて、
どのように時間をやりくりしているのか」
と質

１）アクセラレーター
スタートアップ企業に対して、ビジネスの成長を加速し、成功させるための各
種支援プログラムを提供する機関

要なものが見え始めます。
よく
「愛利さんは事業をやっていて、
問されます。答えは
「ほったらかしです」。
もちろん、私が手をか

けて育てるやり方もあるでしょう。
しかし私は、私が夢を持って
何かに挑戦している経験を伝え、話をしながら、子どもたちを

2）日常生活を離れて自分自身と自分の事業と向き合う場所として、シリコンバ
レーの閑静な住宅街に合宿プログラムを提供する邸宅を用意している
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〈特別寄稿〉
女性活躍

す。闇雲にすべて頑張ることをやめて、貪欲に
「削る」
ことを追求

Disasters & Accidents information

災害・事故 情報
対象期間：2018年9月〜2018年11月

（本情報は、公開情報およびマスメディアでの報道等をベースに編集し作成しています）

火災・爆発

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
RMFOCUS 編集部

など被害は甚大で、救援活動も難航した。
インドネシア国家災害対策庁の発表によると、
この地震と津波による

●カリフォルニア州で大規模な山火事

死者85人

死者は2,081人、行方不明者は1,309人、負傷者は1万679人に上った。

11月8日米国西部カリフォルニア州で発生した大規模な山火事で、サ

地震発生から1カ月余りたった段階でも20万人以上が避難生活を余儀

ンフランシスコ北部ビュート郡での死者は85人にのぼり、安否不明者は

なくされている。同庁によると地震発生時に震源近くのパル市とその近

同郡で200人以上となっている（州政府発表。11月25日現在）。同日発生

郊には、
タイや中国籍など71人の外国人が滞在しており、
うち66人の安

したロサンゼルス郊外のベンチュラ郡の山火事では3人が死亡、州全体

全を確認したが、
フランス人3人と韓国人1人、マレーシア人1人の安否

の犠牲者は88人となり、米国の山火事では過去最多を記録した。損壊し

が不明という
（9月30日現在）。同庁が速報値としてまとめた資料による

た住宅は約1万4,000棟、焼失面積はサンフランシスコの面積の5倍にあ

と、パル市北部のヌラヤン地区やパントロアン港で11mを超える津波を

たる6万2,000haとされる。

記録している。沿岸部では集落が壊滅したり大型橋が全壊するなど被

火災の原因は明らかになっていないが、専門家や州知事は気候変動

害が広がった。
また同市郊外の内陸部では液状化現象が広範囲で発生

との関連を指摘、一方で米大統領は同州の森林管理に問題があると主

し、
プトボ地区では幅50m長さ約2kmの広範囲にわたって地面が隆起・

張している。ビュート郡の山火事では、大手電力会社の設備不良が原因

陥没、住宅がほぼ全壊するなどして、多くの住民が生き埋めになった。

で被害が拡大したとして、地元弁護士らが同社に損害賠償を請求する
訴訟をサンフランシスコの裁判所に提起している。

インドネシア気象庁によると、大きな被害を受けたパル市の津波警
報システムが28日の地震・津波発生時に機能しなかった。同庁関係者は
「地震による停電が原因ではないか」
と話している。同システムは9月26
日に実施された定期点検では正常に作動していた。

地震・噴火・津波
●北海道南西部で震度7の地震

死者4１人

9月6日北海道南西部の胆振（いぶり）地方を震源とする地震が発生、
厚真（あつま）町で震度7を観測した。
この地震により計41人が死亡し、

風水雪災・豪雨・竜巻
●台風21号で関西地方を中心に甚大な被害

重軽傷者は計749人に上った。住宅の被害は全壊409棟、半壊1,262棟、

9月4日昼ごろ非常に強い勢力で徳島県に上陸した台風21号は、夕方

一部損壊8,643棟、住宅以外の建物被害は全壊・半壊・一部損壊合わせ

にかけて速度を上げながら近畿地方を縦断、その後日本海を北上し、

て5,649棟に上る
（北海道総務部危機対策局11月2日17時現在）。
震源地近くにある苫東厚真火力発電所の緊急停止をきっかけに電力
の需給バランスが崩れ、道内の発電所が次々に停止した結果、道内ほ
ぼ全域が停電となる
「ブラックアウト」に陥った。最大停電戸数は地震発
生直後に約295万戸。
この停電の影響で、多くの医療機関で急患の受け

5日午前、北海道西で温帯低気圧に変わった。西日本から北日本にかけ
て各地で暴風雨により甚大な被害をもたらした。気象庁によると勢力が
「非常に強い（風速44m以上54ｍ未満）」状態で台風が上陸したのは、
1993年の台風13号以来25年ぶりである。
関西空港で4日午前に最大瞬間風速58.1ｍ、高知県田野町で同日午前

入れや診療ができなくなり、空港の閉鎖や鉄道の運休など交通網も麻

10時1分までに1時間降水量92mmを観測するなど、19道府県の77地点

痺するなど、市民生活に大きな影響が出た。

で観測史上１位を更新した。高潮も大阪市で3.29ｍ、神戸市で2.33ｍなど

地震とそれに続く停電は道内製造業の生産や物流にも影響した。苫

過去最高レベル、異例の潮位を観測した。

小牧市にある子会社の部品工場が操業停止した大手自動車メーカー

消防庁のまとめによると、建物の倒壊や転倒などで、大阪、愛知、滋

では、サプライチェーン（部品供給網)全体への影響を考慮し、国内の完

賀、三重、和歌山の5府県で14人が死亡したほか、29都道府県で954人が

成車生産拠点の多くで一時稼働を停止した。道内に約3,500店あるコン

重軽傷を負った。住宅の被害は、全壊26棟、半壊189棟、一部破損50,083

ビニと大手スーパーでは、停電で仕分けができず配送が大幅に遅れた

棟、床上浸水66棟、床下浸水505棟となっている
（10月2日現在）。

ことにより、商品供給が追い付かずに品切れが発生するなど影響が広
がった。

関西空港では高潮で海水が流れ込み、2本ある滑走路のうちA滑走路
や駐機場のほぼ全域が冠水、第一ターミナルビルの地下にある機械室
の浸水により多くのフロアで停電も発生した。
また空港と対岸を結ぶ連

●インドネシアでM7.5の地震
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死者2,000人超

絡橋にタンカーが衝突し、橋上の道路も一部破損したことなどの影響

インドネシア中部で9月28日現地時間午後6時ごろマグニチュード7.5

で、空港は4日午後3時に閉鎖され、利用客ら約8,000人が一時孤立した。

の地震があり、津波も発生して沿岸部の住宅やモスクを直撃した。震源

閉鎖から３日後の9月７日に、浸水を免れた第２ターミナルとＢ滑走路を

は首都ジャカルタ北東約1,600kmのスラウェシ島で、震源地から南に約

利用して国内線の一部の運航が再開、17日後の9月21日に通常の運航

80kmにあるパル市とその周辺に被害が集中し、市内最大のショッピン

状況に回復した。

グモールやホテルが倒壊、周辺道路が土砂崩れで寸断、橋の崩落など

空港閉鎖や高潮による港湾施設等の被害に加え、停電や道路の渋滞

で陸路が遮断、停電も発生、
また通信設備や交通インフラが破壊される

も発生したことで、企業の物流・生産に影響が広がった。一部企業では
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輸送の遅れや倉庫の在庫品が被害を受けたことで、代替品の追加生産

ソフトの脆弱性は2017年7月に新たに機能を追加した際に生じた欠陥

など対応を迫られた。

によるもので、それ以降デジタル化された「鍵」を盗み取れる状態が続
いていたという。サイバー攻撃の犯人や目的は判明していない。
流出した2,900万人のうち1,500万人は名前や電話番号、
メールアドレ

自動車・鉄道・船舶・航空機事故

スが盗まれ、残りの1,400万人は、登録した連絡先に加え、ユーザーネー

●台湾で特急列車が脱線

細情報が含まれるという。
日本政府は10月に入って同社から日本人の情

死者18人、負傷者187人

台湾北東部の宜蘭(ぎらん)県で現地時間10月21日午後4時50分ごろ、

ムや性別、所在地、職歴、宗教、交際関係、直近の検索履歴など個人の詳
報流出があったとの報告を受けたことを公表した。

特急列車が脱線し、乗客18人が死亡、187人が負傷した。現場は半径

今回の情報流出トラブルは、5月に欧州連合（EU）の「一般データ保護

300mの急カーブで75kmの速度制限があるところ、列車は事故当時、時

規則（GDPR）」が施行して以降、米国IT大手企業が関係する初めての大

速141kmのスピードが出ていた。

規模なデータ流出となった。同社の個人情報の取り扱いを巡るトラブル

台湾の行政院（内閣）の事故調査チームは11月26日、初期報告をまと

は以前にも起きている。英国の研究者が交流サイトに設置したアプリを

め、事故は人為的なミス、作業手順、組織管理の問題、機械的なトラブル

用いて個人データを収集し、2016年米国大統領選の選挙コンサルタント

など複合的な要因によって起きたとの見解を示した。

を務めた英国のデータ分析企業に最大8,700万人分のデータが不正に

事故が発生した特急列車の車両は、日本のメーカーが2013年から

渡ったとされるケースが明らかになっている。
この件では、英国のデータ

2016年にかけて納入したもの。納入された事故車両と同型の車両には、

保護当局が10月25日、同社に対して500万ポンド（約7,200万円）の罰金

速度を抑えるATPが「切」の状態を指令に知らせる機能があったが、製造

を科すことを正式に発表した。

段階のミスで配線が接続されていなかった。
メーカーは脱線した車両と
同じ36両について事故後に修理を実施している。

●証券取引所でシステム障害

株式売買に影響（国内）

証券取引所で10月9日、株式売買システムに障害が発生、各証券会社
●インドネシア旅客機墜落

乗客ら189人全員死亡

10月29日、インドネシアの大手LCC(格安航空会社)の航空機がジャカ
ルタのスカルノハッタ国際空港を離陸直後に墜落、乗客ら189人全員が
死亡した。
日本人の搭乗記録はない。航空当局によると、同航空機（ジャ

とつなぐ回線に不具合が生じてサーバーに接続できなくなり、午前9時
の取引開始後に、一部の証券会社で売買注文の受け付けを中止するな
どして、一時的に投資家が取引の機会を失う等の事態が生じた。
トラブルは同日の取引開始前、株式売買システムの四つのサーバー

カルタ発、バンカ島パンカルピナン行きJT610便、乗員・乗客計189人）

のうち一つのサーバーに、海外の超高速取引業者（HFT）から短時間に

は、29日午前6時20分に空港を離陸して約10分で消息を絶ち、ジャカル

通常の1,000倍の量の確認電文が誤送信されたことで、そのサーバー

タ北部の海に墜落したとみられる。

がダウンしたことがきっかけで起こった。
この電文は取引前に接続を確

墜落現場とみられる海上付近には機体の残骸や乗客の持ち物が散乱

認するテストの目的で送られる信号で、今回は証券会社に割り当てられ

していた。インドネシアの運輸安全委員会によると、離陸から2分後に飛

た一つのIPアドレスを使って、誤って二つのサーバーから同時に送信さ

行制御に問題が発生したと管制官に報告があり、その後ジャカルタ空

れた。それを受ける取引所のサーバーでは、1箇所から一つのはずの信

港へ引き返すと連絡があった。航空会社によると、旅客機は29日の事故

号を二つ同時に受信したことでエラーとして返し、それを受けた送信側

直前に技術的な問題が見つかり、修理を行っている。前日バリ島発ジャ

の証券会社では再接続を試みる、
というやりとりが短時間で繰り返され

カルタ便でトラブルが発生し、出発が約３時間遅れた上、離陸直後に激

た。
これによって異常な負荷がサーバーにかかり、一つのサーバーのダ

しい揺れが何度も続いたという。機体は2018年8月に就航したばかり

ウンにつながった。

だった。

このトラブルが発生した直後、取引所の運営会社は、各証券会社に正

インドネシア運輸安全委員会は、11月28日に事故原因の中間報告を

常に稼働する残りのサーバーへの切り替えを呼びかけたが、証券会社

発表し、その中で、機体の空中姿勢を測るセンサーの異常が墜落につ

によっては切り替え作業がうまくいかないケースが発生し、同取引所と

ながった可能性を示唆した。墜落現場付近で回収されたフライトレコー

取引を行う約90社のうち、約40社において当日午前9時の取引開始に対

ダーの記録を分析したところ、離陸から墜落するまでの10分強の間、左

応が間に合わずに、売買が成立しない取引が出た。影響を受けた取引

右のセンサーでデータが20度食い違っていたという。

は10万件規模にのぼる。
通常、売買システムの障害によって取引が成立しなかった場合、障害
がなければ約定が成立した価格を基準に差額調整が行われ、価格差に

情報セキュリティ関連
●SNSで個人情報が流出

よっては証券会社にそのことによる費用負担が生じるが、障害が発生し
た9日の株価は下落し、買いが売りを上回っていた。各証券会社は障害
被害件数2,900万人分

時より安い価格で株を調達することで損失を抑えることができた。

米国の交流サイト
（SNS）運営大手企業は9月28日、サイバー攻撃を受
け、利用者がパスワード入力なしで利用できる機能に使われるデジタ
ル化された「鍵」が盗まれ、最大約5,000万人の利用者の個人情報が流
出した恐れがあると発表した。その後の調査の結果、被害対象は想定よ
りも減り、2,900万人が実際に流出の被害があったことを発表した（10月
12日）。
同社は9月25日に外部からのハッキングを検知して、システムの
脆弱性が判明したため、同27日までに措置を講じたが、
ここで判明した
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Information
MS&AD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42回地域安全学会研究発表会（春季）において、MS&AD
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
コンサルタントの河辺 賢
（かわべけん）
が、
「熊本地震の罹災証明
データを用いた深層学習による建物被害推定の可能性」
を発表
し、
「地域安全学会優秀発表賞」
を受賞しました。
発表内容は、深層学習を用いて地震による全壊建物を精度良
く推定する手法を提案したもので、大量の地震動データと建物
被害データから全壊建物の推定に関係する特徴的な情報を抽
出し、従来の手法に比較して短時間で予測モデルが構築できる
点が高く評価され、
今回の受賞に結びつきました。
MS&ADインターリスク総研では、今後も自然災害による被害
推定技術やリスクマネジメント技術の高度化を実現していくため
の研究開発に一層力を入れていきます。

（左）
受賞した河辺主任コンサルタント
（右）
地域安全学会会長 目黒教授

MS&ADインターリスク総研コンサルタントが「Poster presentation award」を受賞
国際シンポジウム
「The 5th UTokyo-SJTU-KAIST Joint
Academic Symposium」
において、MS&AD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上席コンサルタントの
久松 力人（ひさまつりきと）
が高潮リスク評価に関する研究成果
を発表し、
「Poster presentation award」
を受賞しました。
発表タイトルは「A study on storm surge damage
estimation along Tokyo Bay coast based on stochastic
approach」
で、
その内容は仮想の台風を確率にしたがって発生
させ、東京湾沿岸で想定しうる最大級の高潮を含めてリスクを
定量的に示したものです。自然災害リスクの管理において重要
な価値のある研究成果が高く評価され、今回の受賞に結びつき
ました。
MS&ADインターリスク総研では、
リスクマネジメント技術の
高度化を実現するため、
自然災害リスク評価に関わる研究開発

受賞した久松上席コンサルタント

に一層力を入れていきます。

オープンセミナーを開催します
2019年2月以降、以下のオープンセミナー開催を予定しています。
開催日
2月7日
（木）
2月18日
（月）
2月22日
（金）
3月予定
主

テーマ
サプライチェーンBCMの実態と取組のポイント
中国の環境規制強化への対策セミナー
地震に関する最新動向と対策
（仮）運転中のスマートフォン利用による事故を防止する管理と技術セミナー

催 三井住友海上火災保険（株）、
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研（株）

開 催 地 東京
詳細が決まり次第、
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研ＨＰにてご案内します。 https://www.irric.co.jp/event/
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〈本号に寄稿していただいた方
（敬称略）〉

RMFOCUS

長谷川雅巳
（はせがわ まさみ）
一般社団法人 日本経済団体連合会 ソーシャル・コミュニケーション
本部長
【職歴】
1992年

早稲田大学法学部卒業、経団連事務局入局、対米
経済関係、多国間貿易協定、会社法、競争政策、証
券取引法等の業務に従事。
また、米国ケース・ウェス
タン・リザーブ大学ロー・スクール留学（LL.M. with
honors）
、内閣府独占禁止法基本問題検討室
（2年
間）
を経験。

2007年

産業第三本部環境グループ長

2016年 4月

経済基盤本部

2018年 6月

現職にて防災・減災、国土強靭化を担当

副本部長

Ari Horie／堀江愛利
Women's Startup Lab Founder ＆ CEO
【略歴】
Women’s Startup Lab Founder and CEO。米CNNビジョナリー
ウーマン、Marie Claire誌「世界を変えている20人の女性」
に選出、
安倍首相訪米時の首相主催晩餐会のMCのほか、SXSW等に登
壇。主宰する
「Women’s Startup Lab
（WSLab）
」
は、
イノベーショ
ンの聖地・シリコンバレーで、
アクセラレータープログラムと呼ばれる
起業家を養成するプログラムを運営。男性中心のビジネス環境を改
革し、女性がビジネスにおいてより飛躍を遂げることができる場を創
生することで、男女が共に活躍できる革新的なビジネス環境を構築
することを目標として活動。
シリコンバレーの第一線で活躍する著名
な業界人・投資家たちとの強固なネットワークに参加者を直結させ、
人と人との『共創』のパワーを引き出す
『ヒトロジー(Hitology)』の概
念で、
これまで140名以上の修了生を、成功と飛躍に導いてきた。

江頭 利将
（えがしら としまさ）

Vol.

68
2019

winter

編集後記
平成最後の年末年始は、
いかがお過ごしでしたでしょうか。2018年の
新語・流行語大賞は「そだねー」
でしたが、
この言葉に象徴されるように、
2019年は互いを尊重して共感することのすばらしさを皆で共有し、2020年
東京オリンピック・パラリンピックへ向けてオールジャパンの機運が高まる
1年となることを願っております。
今号の特集は2つあり、
「 2018年に発生した主な自然災害を振り返る」
では、昨年の風水災・地震災害の特徴、
および連続災害や複合災害に
備えることの必要性について整理しております。
「体系的な事前防災の

1965年 7月 佐賀県生まれ

取り組み」では、国土交通省のガイドラインに基づき、防災拠点建築物

1990年 3月 早稲田大学理工学部 電気工学部卒

の機能継続性向上の取り組み、
および企業での活用方法や期待される
効果について紹介しております。

【職歴】
海外生活・勤務26年
主に自営業
（通訳翻訳、
貿易、旅行業など）
（米国1.5年、韓国3年、
アルゼンチン6年、中国15年）
2003年

上海愛励農機械製造有限公司 副総経理就任

2008年

上海清環環保科技有限公司
（STECO）総経理就任

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研は、
リスクソリューションのフロントランナー
として、企業のリスクマネジメント向上のお手伝いができますよう引き
続き努めてまいります。本年もＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループおよび
ＲＭＦＯＣＵＳをご愛顧賜りますようお願いいたします。
(M.W)

同済国際緑色産業創新中心
（TIGIIC）運営幹事
日資企業節能環保推進研究会
（JASPEE）運営幹事
上海佐賀県人会 副会長
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