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2018年12月にMS&ADインシュアランスグループホールディングス（株）、Global Canopy主催によるシンポジウム「ESG投資と
自然資本リスク ～投資家による森林破壊リスクの評価とその対応～」が開催された。本稿では、企業と投資家が森林破壊リス
クにどのように向き合い対話していくべきかの観点を踏まえながら、その要旨について報告する。

シンポジウム「ＥＳＧ投資と自然資本リスク 
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開催報告

32

高齢運転者

25

15

19

安全マネジメント

内容紹介

「安全マネジメント」を巡って
～ヒューマンファクターの立場から～

10
安全を徹底的に追求することで事業の安定が実現し顧客や社会からの安心と信頼を勝ち得るという哲学を持つことが、経営には求
められている。本稿では企業・組織に求められる「安全マネジメント」について、現場レベル・経営レベルそれぞれでの展開について
考察する。

日本は世界でも最も高齢化が進んでいる国の一つであり、高齢ドライバーによる交通事故が社会問題化している。本稿では、高
齢ドライバーによる交通事故の特徴、事故の背景要因と見られている身体機能の低下や認知症あるいはその前段階のMCI、企業
における高齢運転者の交通事故防止対策について解説する。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催前後は、東京を中心に多くの人々が集中するため、食中毒等の食品事故
や意図的な異物混入等の食品テロのリスクが高まることが予想される。本稿では、食品関連事業者に求められる東京2020オリン
ピック・パラリンピックを見据えた食品安全対策のポイントについて解説する。

MS&ADインターリスク総研では、企業におけるサイバーセキュリティ対策について実態調査を実施した。本稿では調査結果
の概要等を紹介し、企業における今後のサイバーセキュリティ対策のポイントについて解説するとともに、ＭＳ＆ＡＤインシュアラン
ス グループによるサイバーセキュリティプラットフォームを紹介する。

急速な普及が見込まれる住宅用IoTについては、いわゆるサイバー・セキュリティに関わるリスクに加えて、「不都合な組み合わせ」に
より場や人の状況にあわない作動をモノがする新種のリスクが生起することも想定される。本稿では、住生活用IoTの分野で発生
するリスクおよび対処方法について概説する。
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要旨
▪ＥＳＧ投資の機運が高まる中で、機関投資家の目線は、水や農林水産品などを含む自然資本へとその範囲を広げている。
▪自然資本のリスクのなかでも、森林破壊リスクについては、気候変動、生物多様性、人権など多面的な社会課題に関与

することから、世界の機関投資家が高い関心を寄せている。
▪自然資本の財務インパクトを踏まえ、企業と投資家が森林破壊リスクにどのように向き合い対話していくべきかに関す

る情報を発信することを目的に本シンポジウムを開催した。
▪企業が森林破壊リスクの対応における投資家からの目線を知ることは、自社の事業活動の評価を理解する一助となる。

1．はじめに
2018年12月 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディ

ングス（株）、ＣＤＰ注1）、Global Canopy注2）主催、ＭＳ＆ＡＤ 
インターリスク総研（株）協力、企業と生物多様性イニシアチブ
後援のシンポジウム「ＥＳＧ投資と自然資本リスク ～投資家に
よる森林破壊リスクの評価とその対応～」が開催された。本稿
ではその要旨について報告する（次頁表1）。

シンポジウム
「ＥＳＧ投資と自然資本リスク 

～投資家による森林破壊リスクの評価とその対応～」
開催報告

レジリエントでサステナブルな社会をめざして年間シリーズ

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

に し の

野 拓
た く や

哉



レジリエントでサステナブルな社会をめざして
シンポジウム「ＥＳＧ投資と自然資本リスク」開催報告
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13：30
～

13：35

主催者挨拶
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
株式会社　取締役副社長執行役員
藤井 史朗

＜第一部＞

13：35
～

14：00

基調講演「投資家による森林減少リスクの評価」
Vice President , CDP Investor Initiatives　
Emily Kreps 氏

14：00
～

14：20

投資家向け森林破壊リスク評価ツールの開発とその背景
Senior Sustainable Finance Associate, Glob-
al Canopy ／ 国連環境計画・自然資本アライアンス

（UNEP-NCFA）
Tom Bregman氏

14：20
～

14：40

自然資本リスクと全社的リスクマネジメント（ＥＲＭ）
の統合
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 ／ 産学官公民
金連携・特命共創プロデューサー
原口 真

14：40
～

15：00

森林破壊リスクの実相
一般社団法人ＳｕｓＣｏｎ　代表理事
粟野 美佳子 氏

＜第二部＞

15：10
～

17：00

パネルディスカッション
Executive Director, Global Canopy ／ UN-
EP-NCFA
Niki Mardas 氏
金融庁　総合政策局総務課国際室長
池田 賢志 氏
花王株式会社　購買部門統括・執行役員（当時）
田中 秀輝 氏
三井住友トラストアセットマネジメント株式会社 シニア
スチュワードシップオフィサー
川添 誠司 氏
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 ／ 産学官公民
金連携・特命共創プロデューサー
原口 真
＜コーディネーター＞
一般社団法人ＳｕｓＣｏｎ 代表理事
粟野 美佳子 氏

●開 催 日：2018年12月5日（水）
●開催場所：三井住友海上駿河台ビル　大ホール
●主　　催：ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディン

グス株式会社
　　　　ＣＤＰ
　　　　Global Canopy

　協　　力：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
　後　　援：企業と生物多様性イニシアチブ（ＪＢＩＢ）
●参加者数：117名

2．背景
昨今、「ＥＳＧ」という言葉を、新聞などのマスメディアで目に

する機会が増えてきた。ＥＳＧとは、環境（Environment）、社
会（Social）、ガバナンス（Governance）を指し、企業のＥＳＧ 
取組を考慮する「ＥＳＧ投資」が国内外において活発化し
ている。ＧＳＩＡ注3）の「Global Sustainable Investment 
Review 20161)」によれば、ＥＳＧ投資の取引額は、世界全
体では18兆2,760億米ドル（2014年）から22兆8,900億米ドル

（2016年）へ、日本においては、70億米ドル（約0.8兆円；2014
年）から4,740億米ドル（約52兆円；2016年）と大幅な伸びを示
している。

2015年12月にパリ協定が採択されて以来、気候変動に対
応する投資家の動きは加速している。2017年6月、金融安定理
事会（ＦＳＢ）注4）が設置した「気候関連財務情報開示タスク
フォース（ＴＣＦＤ）注5）、2）」は、企業が気候変動によってもたら
されるリスクおよび機会について、「明確で比較可能かつ一貫
した開示」を行うための提言書（以下、「ＴＣＦＤ提言」）を公表
した。ＴＣＦＤ提言は、2019年2月現在で企業・機関投資家、政
府機関や国際機関等593団体が支持を表明し、広がりを見せ
ている。パリ協定注6）では、世界的な平均気温上昇を産業革命
以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努
力を追求することとしていたが、2018年10月にＩＰＣＣが公表
した特別報告書「Global Warming of 1.5ºC3）」によれば、
1.5℃の気温上昇であっても人間活動への悪影響は大きいが、
2℃上昇に比べれば大きくリスクを低減できるとされている。ま
た、1.5℃を達成するためには、2030年までに二酸化炭素の排
出量を45%減少させ、2050年までにカーボンニュートラル注7）

を実現する必要があると報告書は述べている。この実現には、
土地、エネルギー、産業、建築などの広範な分野において、加
速度的な技術進歩、法整備、行動変革が必要であるとされて
いる。

近年では、投資家の関心が、気候変動だけでなく、水や農林
水産品などを含む「自然資本」へと広がっている。特に、森林生
態系については、木材生産、パーム油などの農地拡大を主因と
して急速に失われており、業種・規模にかかわらず多くの企業
が関係している。森林生態系サービスについては、国内外問わ
ず、企業とＮＧＯの協働によるサプライチェーン上のリスク管理
の動きが先行している。特に、パーム油、大豆、牛肉、綿花、バイ
オ燃料（トウモロコシ）では、持続可能な認証制度が世界的に
浸透している。

自然資本リスクのなかでも、森林破壊リスクについては、気
候変動、生物多様性、人権など多面的な側面に関与すること
から、世界の機関投資家が高い関心を寄せている。また、投資
家向けの評価ツールやガイダンスが相次いで公表されている。 
このような情勢を受けて、自然資本の財務インパクトを踏まえ、

【表１】開催日時等およびプログラム
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企業と投資家が森林破壊リスクにどのように向き合い対話して
いくべきかについての情報を発信することを目的に本シンポジ
ウムを開催した。

　

3．シンポジウム講演

⑴基調講演「投資家による森林減少リスクの評価」

CDP Investor Initiatives・Vice PresidentのEmily 
Kreps氏が、森林減少の位置付けについて、気候変動と投資の
観点から基調講演を行った。講演の要旨は以下のとおり。

　
①ＥＳＧ課題と森林減少

ＣＤＰは、企業・投資家・人間の繁栄に寄与し、持続可能な社
会の形成を目指している。ＣＤＰでは、その形成の基礎は資本
であり、行動の基礎となるのは情報であることから、環境インパ
クトについての測定・理解・説明のための一貫性のある比較可
能な情報を企業や自治体から収集することを目的として取り組
んでいる。

2017年のＣＤＰ質問書では、従来の「気候変動」「フォレスト」
「ウォーター」の3テーマについて、企業の業種ごとに質問を用
意した。それとは別に気候変動情報の要求とシナリオ分析の要
素を加えることで、ＴＣＦＤの枠組みに沿った情報を得られるよ
うな質問書とした。これにより、金融機関が意思決定を行う際
にCDPが提供するデータを一層活用することができることと
なった。

自然資本リスクのなかでも、森林減少リスクは多面的な社会
的課題に関係するものである。

気候変動の観点では、森林減少を抑制することは気温上昇
を1.5℃に抑えるために重要な役割を果たす。森林減少による
温室効果ガスの排出注8）は、熱帯林の損失総量をひとつの国家
とみなしたときには、中国、アメリカに次ぐ、第3位の温室効果ガ
ス排出国に相当する。

生物多様性の観点では、人間の活動の多くは森林の生態系
サービスに依存している。世界の16億人の人々は生計を森林
に頼っている。75%のアクセス可能な淡水は森林由来のもので
あり、世界の大都市の3分の1は水供給の面で森林に依存して
いる。

このように、森林減少リスクは、多くの社会的課題と密接にか
かわっている。投資家のＥＳＧ課題に関する取り組みは広がっ
ている。ＥＳＧに特化した指数、レーティング、評価が考案され、
重要なＥＳＧ課題への資金の投入が進んでいる。資金の投入を
森林減少の抑制に向けるためにも、投資家の企業に対するエン
ゲージメント（企業価値を高めるための対話）は重要である。

②森林減少とソフトコモディティ注9）

企業における森林減少リスク低減を促すため、投資家は投融
資先の企業に対して、ＴＣＦＤのフレームワークにならい、透明
性、ガバナンス、機会、リスク評価、行動、の観点から取り組みを
求めるべきである。ただし、ＴＣＦＤは、企業の戦略やリスク管理
を測定する上での起点に過ぎず、実際は、最終的な目標に基づ
いてこれらの進捗状況を評価する必要がある。

森林減少リスクとソフトコモディティ部門の関わりは密接で
ある。ソフトコモディティ部門のリスクについて、ＣＤＰフォレ
スト回答企業のうち87%が、ソフトコモディティの生産、調達、
マーケティングに伴って事業活動や収益、支出に実質的な変化
をもたらす可能性のあるリスクが一つ以上あると認識している

（表2）。
　

【表２】企業の森林減少リスクとの関与

（参考資料4）の日本語訳より引用）

【図１】Emily Kreps 氏（CDP）
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③投資家のエンゲージメントのプロセス
低炭素社会への移行において、ソフトコモディティによる森

林減少リスクへの対応は重要であり、ソフトコモディティのサプ
ライチェーンは、投資家によるエンゲージメントの起点となる。

投資家としてエンゲージメントを行う上で、温室効果ガス 
（ＧＨＧ）排出の詳細な評価（気候変動に影響のある排出はどこ
から来ているのか、大災害によるリスクはどの程度か、など）や、
各企業からの統合報告、経済的な機会の追求が重要である。

また、資本市場では、企業・政府を取り巻く環境問題のリスク
の大きさから、環境問題への対応のための資金の移行が求め
られている。この課題に企業を関与させるためには、まず、投資
家自身が、企業と環境問題、環境問題の多様なテーマ（気候変
動、森林減少、ＧＨＧ排出など）の相互関係を理解することが重
要である。そのうえで、投資家としてしっかりとした方針を策定
し、それを基に情報開示を要求し、リスク・機会についての取り
組みの進捗を理解し、エンゲージメントを行うことでよりよい意
思決定をすることにつながる（図2）。

⑵投資家向け森林破壊リスク評価ツールの開発と
その背景

　

Global CanopyのTom Bregman氏が、サプライチェーン
の複雑性と不透明性、森林破壊リスクへの取り組みの現状を
解説した上で、取り組みを支援するツールについて紹介した。
講演の要旨は以下のとおり。

①サプライチェーンの複雑性と不透明性
森林は人間が依存する生態系サービスの基礎であり、生物

多様性が源泉となっている。また、生物多様性は新しい科学技
術の発展のヒントとなっている。

しかしながら、2017年の世界資源研究所の調査によれば、 
1年間に1,580万ha（日本の面積の半分）の森林が喪失されてい
る。森林減少の問題は、パーム油、大豆、木材、牛などのソフトコ
モディティが根幹にある。

企業は、環境・社会コストについて、政府・消費者の意識やプ
レッシャーが高いため、評判・事業・規制の面でのリスクにさら
されている（図4）。このようなリスクが顕在化した事例は既に
存在している。

事業リスクとしては、森林と泥炭地での違法伐採による開発
により、パーム油の認証であるＲＳＰＯ認証注10）が取り消され、
下流の企業との取引が解消されるという事例がある。

また、規制リスクとして、ＥＵ木材規則注11）、米国レーシー 
法注12）のように欧米の政府では不法伐採を禁止する法令を制
定している。また、フランスの人権デュー・デリジェンス法注13）で
は、海外での事業・サプライチェーンについて評価・報告を義務
付けている。

これらの事例からもわかるように、森林破壊のリスクは、将来
の話ではなく、すでに現在の問題となって顕在化している。

【図2】投資家自身が森林減少リスクのエンゲージメントを行うステップ
（Kreps氏の講演資料を基にMS&ADインターリスク総研が作成）

【図3】Tom Bregman氏（Global Canopy ／ UNEP-NCFA）

【図4】資金の流れが金融セクターに及ぼす影響
（Bregman氏の講演資料を基にMS&ADインターリスク総研が作成）
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森林破壊の問題への対応で、企業の妨げとなっているのは、
サプライチェーンの複雑性・不透明性である。つまり、測定でき
ないものは管理できないことにある。

この課題を解決するためには、森林破壊に対する企業の取
り組み状況を理解する必要がある。ＣＤＰフォレストやGlobal 
Canopyの「The Little Book of Big Deforestation 
Drivers 5）」（企業のサプライチェーンに関する調査を行い、そ
の複雑性についてまとめた報告書）などは企業の取り組みを知
る貴重な情報源として有用である。

サプライチェーンの複雑性・不透明性が測定可能になるよ
うな取り組みがあり、企業・投資家は森林破壊リスクへの目標
が設定可能となり、森林破壊に関する世界的なコミットメント
ができるようになった。その一つが森林に関するニューヨーク
宣言注14）であり、農林産品についてのサプライチェーンによる
森林減少を2030年までにゼロにするなどが盛り込まれたもの
である。

企業・投資家のコミットメントにより、リードカンパニーの情
報開示が促進され、各企業の取り組みがコミットメント達成の
ためにどの程度進捗しているかをより明確に理解できるよう
なった。

②日本における森林破壊への取り組みの現状
Global Canopyが設立した「Forest 500注15）」では、森林破

壊リスクに関する方針の充実度をランキング形式で公表してい
る。Forest 500で公表された結果で日本の取り組みについて
紹介する。

企業については、世界250社のうち日本企業は22社が対象と
なっている。22社のうち、約半分がパーム油、木材に関する方針
を策定しているが、牛や大豆について方針を策定している企業
はない。

投資家については、世界150の機関のうち、国内では8機関が
対象であり、7機関では投資や商業貸し付けにおけるコモディ
ティに特化した方針はないが、日本国際協力銀行（ＪＢＩＣ）は
方針を策定しており、日本の金融セクターも潜在的な問題とし
てとらえ始めている。

　
③森林破壊リスクを評価するために

投資家の森林破壊リスクへの対応を加速させるためには、
いくつかのステップを踏んでリスクを評価していく必要がある 

（図5）。

森林破壊の背後にある脈絡を理解することが重要であるこ
とから、Global Canopyでは、それを支援するために、「森林減
少リスクと投資価値の結びつき6）」「金融機関向けガイダンス　
ソフトコモディティ企業に対する戦略（ＣＤＰと共同）」をリリー
スしている。

また、企業の森林破壊に関する方針を投資家が精査するた
めの補助ツールが二つあり、Script（the Soft Commodity 
Risk Platform）7）にて公開されている。まず、「Portfolio risk 
tool」は、ポートフォリオのサプライチェーン上のリスクを計量
するツールであり、投資家の方針における優先度によって、ポー
トフォリオの評価を調整できる。また、ＷＷＦ注16）と共同で開発
した「Policy benchmarking tool」では、自社の調達方針を
ベストな方針を立てている他社と比較して、どの程度の充実度
なのか、また、同業種の平均と比べてどのような位置付けなの
かを確認できる。

森林破壊は中核となる重要な問題であり、政府、金融機関を
はじめ、多くの主要機関が関心を持っている。よって、森林破壊
リスクに取り組むことは、マーケットにおいて指導力を発揮する
よい機会であると考えている。

⑶自然資本リスクと全社的リスクマネジメント 
（ＥＲＭ）の統合

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研 原口 真が、森林破壊を含む
自然資本という広い観点で、自然資本リスクを企業の全社的リ
スクマネジメントへ統合する重要性について、講演した。講演の
要旨は以下のとおり。

①ビジネスの変革
2015年はビジネスルールが変わった年である。2015年9月の

国連持続可能な開発サミットにおけるＳＤＧｓの採択、2015年
12月のパリ協定採択をきっかけに、サステナビリティに関する 
取り組みが従来の企業の評判を向上させるものであるという

【図5】投資家がサプライヤーに関わり森林破壊リスクに取り組むステップ
（Bregman氏の講演資料を基にMS&ADインターリスク総研が作成）
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考えから、本業の成長基盤となる非競争領域になった。この変
化の中でＥＳＧ課題への取り組み、なかでも「脱炭素」「人権、ダ
イバーシティ」は企業規模にかかわらず必須のものとなった。

ＥＳＧの主流化により、環境・社会リスクを企業のガバナン
スの中で取り組まないことが経営リスクにつながるようになっ
ている。今までの人口ボーナス注17）、化石燃料に依存した社
会を変革し、新たな社会を構築する上での道標となるのが、 
ＳＤＧｓ注18）である（図6）。

②企業における自然資本リスク
自然資本がもたらす生態系サービスを維持するためには、企

業自身が自然資本リスクを自社に関連のある問題（＝自分事）
としてとらえる必要がある。

ＷＢＣＳＤ注19）による2016年の調査によれば、会員企業のう
ち、サステナビリティ報告書において重要視されたすべての課
題について財務情報開示を取り上げていたのは、8％と少ない。
サステナビリティに関する課題を挙げたにもかかわらず、十分
に取り組みをしていないことによる責任は取締役が負うことに
なるため、全社的リスクマネジメント（ＥＲＭ）のなかで自然資
本リスクを統合していく必要がある。2018年2月のＷＢＳＣＤ・ 
ＣＯＳＯ注20）のＥＳＧ・ＥＲＭに関するガイドラインのドラフト8）

において、その必要性が示されている。その効果には、企業の 
レジリエンス強化、資源配分の改善などが示されている。 

同ガイドラインは、ＥＳＧリスクをＥＲＭに統合するためのフレー
ムワークを、図7のように表現している。

【図6】ＳＤＧｓ Wedding Cake（原図考案者：Johan Rockström & Pavan Sukhdev）に、MS&ADインターリスク総研が許諾を得て加筆

【図7】ＥＳＧリスクをＥＲＭへ統合するためのステップに関する概念図
（参考資料よりMS&ADインターリスク総研が仮訳）
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個々の企業単独でＥＳＧリスクに取り組むことは限界がある
ため、ガイドラインでは、ＥＳＧ関連の外部プラットフォームやそ
れらが発行したツールを用いて、情報を収集し取り組むことが
重要であると記されている。

　
③「自然と共生する世界」の実現に向けて

ＥＲＭにＥＳＧリスクを統合することは守りの姿勢であるが、
地球の限界を考えながら、自然資本を回復するオープンイノ
ベーションを起こす攻めの姿勢も重要である。それを表す一つ
のプラットフォームとしてＪＢＩＢがある。自然資本に関する社
会課題については、1社では成し遂げられないようなものが多い
ため、このようなプラットフォームが課題解決には重要である。

⑷森林破壊リスクの実相
　

一般社団法人ＳｕｓＣｏｎの粟野 美佳子氏が、投資家にお
ける森林破壊の主流化までの流れを解説したのち、森林破壊リ
スク事例とともに金融機関におけるリスクとその対応の方法に
ついて講演を行った。

①投資家の森林破壊への関心
森林破壊への意識の高まりについて考えてみたい。気候変動

のなかでの森林破壊を見ると、特に、直近3年における森林減
少によるＧＨＧ排出量が増えているという点も森林破壊問題に
対する意識の高まりの一要因である。

森林破壊が環境保全からビジネスリスクへの認識に至っ
た経緯について振り返ってみる。2010年のコンシューマグッズ
フォーラム（ＣＧＦ）注21）による「2020年森林減少正味ゼロ宣
言注22）」によって、森林破壊への問題意識が投げかけられた。
さらに2014年に金融機関が、ＣＧＦの流れを受けて、Banking 
Environment Initiative（ＢＥＩ）注23）を表明し、ＣＧＦはソフ
トコモディティ協約注24）を表明した。欧米では森林破壊の問
題が徐々に広がり、事業体から金融機関へと発展していった。 
そして同年に、ノルウェー政府、ドイツ政府がリードし、森林に

関するニューヨーク宣言が国連の場で表明された。さらに具体
化していく形として、「Tropical Forest Alliance 2020注25）」が 
結成され、リードカンパニーや政府機関、金融機関およびイン
パクト投資ファンドが署名に参加している。

この動きを受けて、投資家が積極的に動き出した。この姿
勢が見える事例は二つある。一つは、ＲＳＰＯへのパブリック 
コンサルテーションのなかで、90以上の機関投資家（運用資
産総額6.7兆米ドル）が連名で認証の基準強化を要請したこ
とである。二つ目は、2011年に、畜産問題を扱うイニシアチブ 
ＦＡＩＲＲ注26）が取りまとめた、セラードでの大豆農園開発にお
ける森林伐採・自然植生転換の停止に関する、セラードマニ
フェスト注27）に50の機関投資家（運用資産総額2.8兆米ドル）が
署名したことである。

そして現在、先鋭的なところでは森林破壊問題の主流化
が進み始めている。2018年6月のＣａｌＰＥＲＳ注28）（カリフォ
ルニア州職員退職年金基金）による「GOVERNANCE & 
SUSTAINABILITY PRINCIPLES9）」において、環境課題にお
ける具体例として森林破壊が取り上げられている。これは総合
投資方針であり、森林破壊という問題が規模にかかわらず全
企業に適用されるものである。

　
②金融機関にとっての森林破壊リスク

金融機関自身にも森林破壊リスクはある。森林減少による方
針について作成したものの、実態と方針の不一致により、バッシ
ングを受けた事例がある。そのため、方針を策定した場合は、速
やかな対応が必要になる。

ノルウェー政府年金基金では、長期保有の機関投資家として
の森林破壊リスクに対するダイベストメント（投資撤退）の方針
を掲げている。目先の利益を獲得することより、長期的な目線で
の利益の獲得が目的であるため、方針を策定後、売却により損
失を負う状況であっても、期間を空けずに速やかにダイベストメ
ントを実施している。これは、実態の伴った方針となるように投
資家が行動している事例の一つである。

投資先のパーム農園企業が、認証プレミアムを損失したり、
開発場所をめぐり訴訟により大規模な支払い命令を受けたり、
政府による方針策定により未開発コンセッションが座礁資産
化する事例にみられるように、森林破壊への取り組みに目を向
けないことにより、投資先企業の売り上げ減少、操業コスト上
昇、成長性の鈍化など、実体的なリスクが現れる。

このような状況は日本にとっても関係のないことではない。
ダイベストメント、エンゲージメントに対する投資家の考えにか
かわらず、株式などを保有することで、投資家は森林破壊リスク
にさらされていることを認識することが重要である。

【図8】粟野 美佳子氏（一般社団法人ＳｕｓＣｏｎ）
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③森林破壊リスクと向き合う
森林破壊リスクに向き合う上で重要な点は三つである。一つ

目は、できそうなことではなく、求められていることをしっかり押
さえたうえで方針を策定することである。二つ目は、自社の方針
に合ったコミットメントをもつイニシアチブに参加することであ
る。三つ目は、評価ツールの活用を通じて、方針やコミットメン
トに沿った、投資家としてのアプローチ（エンゲージメントまた
はダイベストメント）やマルチステークホルダープラットフォーム
の参加、立ち上げである。

特に、最後に述べた点については、1社だけで森林現場への
貢献を果たそうとするのではなく、パートナーシップを活用し
た貢献を視野に入れるという点で重要である。日本でも、イン
ドネシアにおける持続可能な天然ゴム農園開発事業を対象と
する融資プラットフォーム「Tropical Landscape Finance 
Facility注29）」のように、日本の産業から持続可能な社会に貢献
できるプラットフォームを作るのも一つの手段である。

４．シンポジウムを振り返って
第2部のパネルディスカッションでは、日本の企業・投資家・

政府がグローバルスタンダードを対比して、森林破壊リスクに
どのように向きあうかという点について、議論が交わされた。

本シンポジウムには、機関投資家や、製造・サービス業に関わ
る企業の経営企画部門やＣＳＲ部門、環境部、ＥＳＧ推進室な
どの各部署から、また、執行役員、部長、室長など、経営層やそ
れに近い方々の参加があり、ＥＳＧ投資における自然資本に関
する関心の高さを裏づけるものとなった。

本稿はシンポジウムのエッセンスを抽出したものであるが、Ｅ
ＳＧ投資のなかで森林破壊リスクを考える際に、投資家に求め
られていること、投資家の目線で企業に求められることを整理
することで、ＥＳＧ戦略のなかでの森林破壊についての理解深
化の一助となれば幸いである。

本シンポジウムは森林破壊リスクというテーマではあった
が、自然資本に関しては様々なテーマの潮流がある。最近では、
資源管理という観点から、海洋のサステナビリティについて注
目する動きがあり、その影響範囲は、化学、船舶をはじめ、輸送
など多くの企業・政府にわたっている。

企業を取り巻くリスクを評価するなかで、ＳＤＧｓを道標と
し、ＥＳＧに関するリスク・チャンスを探りつつ、企業の競争関係
を越えた課題解決が求められている。持続可能な責任ある社
会の構築へとつながる事業活動とするための基本的なエッセン
スとして、本シンポジウムの内容を活用していただきたい。

以上
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【図9】パネルディスカッションの様子
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1） ＣＤＰ
650以上の機関投資家（運用資産総額87兆米ドル）を代表して企業に対し
て「気候変動」「フォレスト」「ウォーター」に関する質問書を送付し、その結
果を評価および開示するプログラム

2） Global Canopy
透明性の向上、革新的ファイナンス、戦略的コミュニケーションを通じて、
森林減少ゼロのグローバル経済に向けた歩みを加速することを目的とし
た、熱帯林を破壊する市場要因を対象とした革新的な環境保護団体

3） Global Sustainable Investment Alliance（ＧＳＩＡ）
世界のＥＳＧ投資額の統計を集計している国際団体で、2年に一度公表
されるＥＳＧ投資の統計報告書「Global Sustainable Investment 
Review（ＧＳＩＲ）」を公表している

4） 金融安定理事会（ＦＳＢ）
1999年に設立された金融安定化フォーラム（ＦＳＦ）を前身とし、ＦＳＦを強
化・拡大するかたちで、金融システムの脆弱性への対応や金融システム
の安定を担う当局間の協調の促進を目的として、2009年4月に設立され
た理事会

5） 気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）
金融市場が気候関連リスクを測定し対応するために、必要とされる情報
開示のあり方を理解し、投資家のニーズに合わせた情報開示を行うため
のフレームワークの作成を目的に、ＦＳＢが設置したタスクフォース

6） パリ協定
第21回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）が開催されたパリにて、
2015年12月12日に採択された、気候変動抑制に関する多国間の国際的
な協定（合意）で、産業革命前からの世界の平均気温上昇を「2℃未満」に
抑える。加えて、平均気温上昇「1.5℃未満」を目指すことを目的とした気
候変動枠組条約

7） カーボンニュートラル
何かを生産したり、一連の人為的活動を行ったりした際に排出される二
酸化炭素と、吸収される二酸化炭素が同じ量であるという概念

8） 温室効果ガス（ＧＨＧ）
大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することによ
り、温室効果をもたらす気体の総称。対流圏オゾン、二酸化炭素、メタン
などが該当する。近年、大気中の濃度を増しているものもあり、地球温暖
化の主な原因とされている

9） ソフトコモディティ
商品（＝コモディティ）の中で、大豆、綿花、コーヒー、ココアなどの農産物
や、畜産物とその飼料、バイオ燃料の原料の総称

10）持続可能なパーム油のための円卓会議（ＲＳＰＯ）
環境への影響に配慮した持続可能なパーム油を求める世界的な声の高
まりに応え、WWFを含む七つの関係団体が中心となり、2004年に設立
された。世界的に信頼される認証基準の策定とステークホルダー（関係
者）の参加を通じ、持続可能なパーム油の生産と利用を促進することを目
的としている

11）ＥＵ木材規制
2013年3月に施行された規制で、ＥＵ圏内で生産された、もしくは同圏内
に輸入された違法伐採木材・木材製品を欧州市場に入れることを禁止
し、違反した場合の罰則を設けるように加盟国に義務づけるもの

12）米国レーシー法
米国における違法伐採対策を目的とした法律である。米国の木材・木材
製品の輸入事業者は、伐採からサプライチェーン全体の合法性を確認する

「義務的注意」（Due Care）に取り組むことが求められており、違法性が
証明された場合、罰則が課せられることになっている

13）フランス人権デュー・デリジェンス法
2017年3月にフランスで発効した、企業に対して、人権侵害リスクの特定・
回避を目的としたデュー・デリジェンスの実施を義務付けている法律

14）森林に関するニューヨーク宣言
2014年9月に、国連機構サミットで採択された、2020年までに森林破壊を
半減、2030年までにゼロなどの目標が盛り込まれている宣言

15) Forest 500
Global Canopyによる世界の企業や政府らによる森林保護への取り組
み状況について、250の民間企業、150の金融機関、50の政府、開発銀行
などその他50の機関を対象とし、調査した結果をまとめたもの

16）ＷＷＦ
人類が自然と調和して生きられる未来を目指し、約100カ国で活動してい
る環境保全団体

17）人口ボーナス
総人口に占める働く人の割合が上昇し、経済成長が促進されること

18）ＳＤＧｓ
ＭＤＧｓ（ミレニアム開発目標）を継承し、国連で採択された、貧困問題を
はじめ、気候変動や生物多様性、エネルギーなど、持続可能な社会をつく
るために世界が一致して取り組むべきビジョンや課題が網羅された17の
目標と169のゴールからなる2030年に向けた国際目標

19）持続可能な開発のための世界経済人会議（ＷＢＣＳＤ）
持続可能な世界への移行を加速するために、70カ国、200以上のグロー
バル企業（合計年間収支8.5兆米ドル）のＣＥＯによって主導される組織

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

21）コンシューマグッズフォーラム（ＣＧＦ）
食品・消費財大手や小売大手が加盟する国際的な業界団体で、異なる三
つの業界団体が統合する形で2009年に設立された世界的な団体

22）2020年森林減少正味ゼロ宣言
森林破壊をネットでゼロにすることを、持続可能な生産物の調達を通じて
達することを現したＣＧＦ会員による宣言

23）Banking Environment Initiative（ＢＥＩ）
世界の農業サプライチェーンを通じて銀行がどのように持続可能な経済
を支えるかという変化を後押ししている、11の大手銀行（資産総額10兆米
ドル超）で構成されるイニシアチブ

24）ソフトコモディティ協約
ソフトコモディティにおけるサプライチェーンを変革し、2020年までに銀
行の顧客（企業）がネットゼロの森林減少を達成するのを支援するため
に、銀行業界協力・企業主導のイニシアチブ

25) Tropical Forest Alliance 2020
パーム油、牛肉、大豆、および紙パルプから森林破壊を除去するために
政府、民間部門、および市民社会組織を結集する世界的な包括的パート
ナーシップ

26)ＦＡＩＲＲ
英コラーキャピタルのジェレミー・コラーが2015年に発足した投資家の畜
産業関連イニシアチブ

27)セラードマニュフェスト
セラードでの大豆農園開発における森林伐採・自然植生転換の停止を目
的とした共同宣言

28)カリフォルニア州職員退職年金基金（ＣａｌＰＥＲＳ）
アメリカ合衆国カリフォルニア州の公務員の公的年金基金

29) Tropical Landscape Finance Facility 
インドネシアにおけるグリーン成長を促進し、農村の生活を向上させる 
プロジェクトやパリ協定達成のために、企業に長期資金を提供する融資
プラットフォーム

注）
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ここで「安定」は、単なる「定時性」「納期遵守」「生産計画遵守」
とは異なることには留意したい。安全を置き去りにした「定時性」

「納期遵守」「生産計画遵守」は、顧客を欺くことでしかなく、現
に昨今、この問題が噴出し、企業不祥事として指弾された企業も
散見されている。

企業は、事業の安定を通じて社会に便益を提供し、それにより
収益を上げることが必要である。つまり、安全は企業の存立基盤
であり、コストではない。安全を保障できないのなら、事業を営ん
ではいけないのである。

２ 安全マネジメント

安全が脅かされるということは、何か原因があるはずである。そ
の原因となる事象のことを、ハザードという。

ハザードを大きく分けると、次頁表1の5種類が挙げられる。
安全マネジメントは、「これらのハザードを具体的に把握し」「リ

スク評価を行い」「盤石な対応を行い」「その効果検証を行いフォ
ローする」PDCAを回すことである。その把握、リスク評価、対応
に漏れや甘さがあるから、事故が生じるともいえる。つまり、事故
は安全マネジメントの失敗ということもできる。

さらに前述のハザードは、各社、各事業所の立地地域や、職
場の事情、また季節等の時期により状況は異なる。そこで安全 

安全マネジメント

１ 「安全」「安定」「安心」

安全マネジメントについて考える前に、「安全」とは何か、企業
経営とどのような関係にあるのか、それを確認しておく必要があ
るだろう。
「安全」を語らない企業はない。しかし安全という言葉は、日常

用語として使われているがために、企業におけるその意味すると
ころを改めて問われると、答えに窮してしまうこともある。

一つの考え方として、安全とは事故が生じていない状態であり
（結果）、かつ、それが薄氷を踏む思いで実現されているのでは
なく、盤石な体制で提供されていること（手段）と考えてみよう。そ
して事故が生じていないとは、計画どおりに諸事が粛 と々進んで
いる状態、つまり、生産などの事業が安定的に進んでいる状況と
考えてみてはどうだろう。こうした安定状況であれば、社内におい
ては現場で作業者が安心して業務に励むことができ、社外にお
いては、例えば運輸事業であれば旅客は安心して利用でき、製造
業やサービス業であれば消費者は安心して商品やサービスを購
買・利用することができ、工場であれば地域住民から安心して受
け入れてもらえることになる。こうした「安心」は、その企業に対す
る「信頼」につながる。

つまり、「安全」を徹底的に追求し、実現することで、「安定」的
な事業が実現し、結果として「安心」「信頼」を勝ち得るという流れ
で、「安全」を理解するということである。

要旨
▪「安全」を徹底的に追求することで、「安定」的な事業が実現し、結果として「安心」「信頼」を勝ち得ることができる。
▪安全マネジメントは、組織の現場レベルと経営レベルで展開することが求められる。
▪現場レベルの重要な安全への取り組みの一つに、ヒューマンエラー防止活動がある。
▪経営レベルでの展開として、人口減という先行指標への対応について考察する。

「安全マネジメント」を巡って
～ヒューマンファクターの立場から～

早稲田大学理工学術院
教授　　小

こ ま つ ば ら

松原 明
あ き の り

哲氏
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マネジメントは他人任せではなく、各社、各事業所、各職場におい
て、自主的にかつ計画的に展開していくことが求められる。

例

社会ハザード 外部から侵入し、生産を妨害するいたずら、業務妨
害、テロ行為など

自然ハザード

地震、豪雨・豪雪、暴風、異常低温・高温などの気
象。施設に害を与える昆虫や鳥獣などの動物。 
従事員の健康を損ね業務従事を不能にする細菌や
ウイルスなど

技術ハザード 施設、設備機器・機材等の製造不良や点検不備。 
初期故障や老朽化による故障。システム障害など

計画ハザード 需要が供給能力を上回る事態。例えば、鉄道で 
あれば旅客の殺到など

人的ハザード 現場スタッフの欠員、怠業。ヒューマンエラーや 
規則違反、不適切な判断や行為など

３ ３時点の安全情報

安全マネジメントでは、ハザードに関わる情報把握がポイント
となる。この情報を安全情報という。ハザードの種類は先に述べ
た大きく5種類であり、それを次の3時点において把握することが
求められる。

•遅れ情報：過去に発生したハザード
•進行情報：まさに今、発生しているハザード
•先行情報：現在までに発生はしていないが、将来発生すると見

込まれるハザード

例えば、昨期に生じたヒヤリハットやインシデント、事故などか
ら得られる情報は、遅れ情報となる。この情報の確実な把握は、
事故の再発防止に不可欠なことである。

また、ある施設の設備に故障の徴候が生じているにもかかわら
ず、その把握が遅れてしまうと、対応が後手に回り、トラブル範囲
が拡大してしまう。こうしたことは進行情報であり、被害拡大防止
のためには迅速な把握と対応が必要となる。

そして来期のベテランの定年退職者数の見込みや、新人の大
量採用計画などといったことは、先行情報となる。こうした将来起
こり得るハザードの把握と事前の対応、すなわち未然防止がなさ
れないと、安全は途切れてしまうことになる。

遅れ情報に基づく再発防止もさることながら、進行情報に基づ
く被害拡大防止や、さらには先行情報に基づく未然防止を指向
することが、安全、安定にとってより重要であることは論をまたな
いであろう。

４ 安全管理と安全企画

ハザードへの対応主体で考えると、安全マネジメントは、現場 
レベルと経営レベルで展開することが求められる。

⑴現場レベル

事故報告、ヒヤリハット報告、気がかり報告や、外部コンサル 
タントからの指摘などを基に、現場の安全を守っていく安全管理
活動が求められる。

現場のことは現場が一番よく知っている。そして安全も生産も
現場でなされるものだけに、現場の安全マネジメントは、緻密に
継続することが何よりも大切となる。特に、事故につながりかねな
い日々の「ヒヤリハット」や「気がかり」なことなど、事故の芽の報
告を現場スタッフに求め、未然防止、被害拡大防止につなげてい
くことが必要である。

⑵経営レベル

企業を取り巻く諸事情は今後も安定しているということはあり
えない。ゆっくりと、しかし確実に変化している。

例えば、地球温暖化の影響と言われているが、異常気象が発生
している。豪雨、豪雪、暴風などの自然ハザードはますます激甚化
するだろう。大地震の発生も懸念されている。また後述する人口
減も、企業にとっての大きなハザードである。

これらのハザードに対しては、ヒヤリハットや気がかり報告など
を中心とした現場での取り組みでは限界があり、経営側が組織
を取り巻く動向を把握し、計画的に対応をしていくこと、つまり安
全企画としての安全マネジメントを行うことが求められる。

【表１】安全を脅かすハザード

【図１】組織内で展開すべき二つの安全マネジメント

組織レベルのPDCA
（自社の状態、時代トレンドなどに
基づく中長期的なリスク管理）

現場レベルのPDCA
（ヒヤリハット報告などに基づく
現場の日々のリスク管理）

A P

C D
A P

C D
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安全マネジメント

５ 人的ハザード:人口減

すべての国内事業者が避けられない、かつ経営レベルで取り組
まなくてはならない人的ハザードとして、日本の人口減がある。こ
の問題について、さらに深掘りしてみたい。

日本の人口統計を図２に示す。
注目したいのは一番上の山型カーブを描く生産年齢人口（15 

歳～64歳の人口）である。この人口は1995年がピークで、その後、
急激に減少してきており、今後もその減少に歯止めが効かないこ
とが分かる。この結果、日本のあらゆる産業では、すでに人の確保
は困難になってきており、今後ますます厳しい状況になる。つまり
業務に必要な人員が集まらないことは必至ということである。

この人口減という先行指標に対して、経営としては先手の施策
を打つことが求められる。一つの施策として、業務量とスタッフ数
とがマッチングするよう、事業規模を縮小することが考えられる。
だがそこまで決断できない企業も多い。そうであればそれ以外の
施策を講じることになる。しかし、その選択肢はそう多くはない。
次がその選択肢となる。

•一人あたりの担当業務範囲を増やす
•採用範囲を広げ、人数を確保する
•ロボット、IT、IoT、AI（人工知能）等を活用し、今まで以上に

省力化を図る
ただしこれらの選択肢のいずれも、それぞれ新たなリスクを 

もたらす恐れがある。順に見ていこう。

①一人あたりの担当業務範囲を増やす
人間の能力には限界があるから、単純に業務量を増やせば、見

落とし、し忘れなどのヒューマンエラーは確実に多発する。繁忙に
なり、落ち着いて確認をすることができなくなるためである。忙しい
＝心を亡くす＝忘れる、と漢字自体がそのことを物語っていよう。 

また疲労も増加し、これもヒューマンエラーの発生要因として強力
に作用する。

業務量と人員数とのバランスが崩れると、ヒューマンエラーだ
けではなく、手抜き（意図した不適切行為）が生じることもある。
手抜きは、まずは確認、検査などから始まり、それでも時間が足り
なくなると、すぐには発覚しない生産の手抜きへと発展していく
傾向がある。最近見られている大手メーカーでの品質不正問題
がまさにそうであり、現場スタッフのコンプライアンス意識の問題
ではなく、人手不足というハザードがここに噴出したと考えるべ
きである。

こうしたことから考えると、業務範囲を増やす施策を考えるの
であれば、無駄な仕事を削減していく“働き方改革”とセットで考
える必要が出てくる。例えば歴史ある企業では管理の仕組みそれ
自体が重くなり、時代にそぐわなくなってきている例も見られる。
管理業務をいかにシンプルにするか、「仕事を減らせないか？」と
いう真剣な問いかけが必要ではないだろうか。地道なところから
かなり抜本的なところまで、業務の本質に直結しない部分を洗い
出し、削減、改善していくことで、業務範囲は広がっても業務量は
変わらない（むしろ減らす）施策が求められる。

②採用範囲を広げ、人数を確保する
具体的には以下の選択肢がある。
•定年延長、再雇用などにより、高齢者を雇用する
•従来、男性職場と言われた職場での女性活用を増やす
•外国人労働者を採用する
•専門性などにこだわらずに採用レベルを広げる
これらの施策により人員が確保できたとしても、従来の現場構

成とは変わるために、新たなリスクが懸念される。例えば身体能
力を考えてみよう。

加齢（老化）とともに筋力等の作業能力の低下は避けられない。
また平均的に見ると女性は男性に比べて体型は小ぶりで、筋力は
弱い。このため、現場の諸条件が若い男性を前提に作られている
と、高齢者や女性では、体力的に無理が生じる懸念がある。職場
のバリアフリー、高齢者配慮、女性配慮、快適職場づくりを推進し
ないと、「力負け」によるヒューマンエラーが生じてきてしまう。

外国人労働者や、専門性にこだわらない採用であれば、言葉や
文化、業務専門性に関わるリテラシーの問題などにリスクが生じ
るかもしれない。リスク回避のためには、教育訓練やマニュアルの
多言語化など、受け入れる以前の計画的な対応が求められる。

③IT、ロボット、AI（人工知能）等を活用する。
人手不足の切り札として、ロボットを始めとする自動化技術や、

IT、IoT、AIによる業務支援技術が今後、大いに期待される。
しかし、これらの技術を導入した場合であっても、それらの故障

やシステム障害、サイバーテロなど、新たな技術ハザード、社会ハ
ザードが懸念される。これらに立ち向かうためには、新たな管理
技術も必要とされることになるが、そのための人員確保も新たな
課題になってくる。

【図2】日本の人口統計　 　（出典：国立社会保障・人口問題研究所資料）
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６ ヒューマンファクターに関わる効果的な
対策

経営レベルが中・長期的視点から組織としての安全施策を講
じる一方、現場レベルでは日々の業務を確実に行うための変わら
ぬ安全活動を展開しなくてはならない。その一つの重要な柱が、
ヒューマンエラー防止への取り組みである。

ヒューマンエラーとは、標準からの逸脱といわれる。要は手順
書に示されていたことや、期待されたこと、すなわち行うべきとさ
れる標準的なことを果たせなかった事態のことである。ただし、
ヒューマンエラーには二つのタイプがあり、取り組むべき活動が
異なることを理解したい。

⑴二つのタイプのヒューマンエラー

ヒューマンファクターズの権威であるE.Hollnagel（南デンマー
ク大学教授）に基づくと、ヒューマンエラーとは、定められたとお
りに行動することで撲滅すべきものと、変化する状況において臨
機応変に立ち回ることで安全と生産を成就するものとの二つの
タイプがあると考えられる。E.Hollnagelは、前者のアプローチを
Safety-Ⅰ、後者のアプローチをSafety-Ⅱといい、Safety-Ⅱを扱
う技術をレジリエンス・エンジニアリングといっている。

Safety-ⅠとSafety-Ⅱは対立するものではない。まずSafety-Ⅰ、
すなわちヒューマンエラーの撲滅を徹底的に図る必要がある。 
順を追って詳しく説明しよう。

　
⑵Safety-Ⅰ：すべきことが事前に定義されている 

場合のエラー

技術の取り扱いがそうである。電源を落とさず充電したまま
電気工事を行ってはいけない。希硫酸を製造するときには、水に
濃硫酸を注がなくてはならず、濃硫酸に水を注いではいけない 

（図3）。このように技術の取り扱いでは、多くの場合、行うべき手
順は事前に定義されており、そのとおりに行うことでのみ安全は
成就する。それ以外のことはすべてエラーであり、撲滅しなくては
ならない。

　

〈何をしていくべきか？〉—————————————————
すべきことを明確にし、それを確実に守れる業務条件を整え、

作業者に教え込み、励行させるということになる。もし失敗した
り、励行されていないとしたら、それの原因としては、「すべきこと
が明確に定義されていない」「すべきことが実行できない業務条
件である」「教えられていない」「励行する態度、心構えが作業員
に出来ていない」などが考えられるので、その原因を根本原因分
析（RCA:  root cause analysis）を用いて探索し、是正していく
ことが求められる。

　
⑶Safety-Ⅱ：すべきことの詳細は事前には定義 

できない場合のエラー

自然や社会を相手にした作業がそうである。そのときの状況
（状況の変化）に合わせて柔軟に（レジリエントに）対応すること
で安全と生産が成就される。いわゆる現場力であり、臨機応変、
機転を利かせるということである。

野球のエラーが分かりやすい例である。ボールが飛んできたら
捕らなくてはならないということは決まっているが、どのように捕
るかは、まさにその瞬間に選手が判断しなくてはならない。医療
や対人サービスもそうであり、疾患や顧客対応の定石はあるかも
しれないが、それを活用し、行間を埋めていくことは、まさにその
瞬間の相手の状況に応じなくてはならない。農業や漁業などの自
然相手の業務もそうである。自動車運転もそうで、状況に応じた
運転が求められる。その状況に対する対応が結果的に望ましくな
いときに、エラー、失敗、不首尾などといわれることになる。ただし
ベテランにとっては失敗だったと思うことも、初心者には大成功、
ということもある。また成功したといっても、後知恵で考えると、
もっと良いやり方があったといえるような場合もある。つまり成功
行為と失敗行為は背反ではなく評価視点が異なるだけの同一の
ものであり、その“良さ”は青天井である。そこで、エラーを撲滅す
るというのではなく、よりよい対応を求めて前進型でいこうという
スタンスで臨むべきことである。

　
〈何をしていくべきか？〉—————————————————

失敗を振り返り、その原因への手当てを繰り返していても進歩
はない。そうではなく、首尾よくやりおおせた日々の業務や、ベテラ
ンのやり方に学ぶということがむしろポイントになる。ただし、学
ぶと言っても、何を学べばよいのかが問題になる。

そもそもレジリエンスは場当たりでうまく行ったラッキーの
ことを言っているのではない。レジリエンスには能力が必要で
ある。能力があれば大きな状況変化が生じても対応できるが、 
能力がなければちょっとした変化にも対応が出来ない。つまり
安全は能力であり、能力を伸ばす “よいこと”を学ぶということ
である。

E.Hollnagelは、レジリエンスの構成能力として、次頁図4の4
能力を示している。すなわち、状況変化を予見し、監視すること。 
そして変化が生じたときには迅速に、より良いやり方で対応する 

H₂SO₄

H₂
SO
₄

水

水

【図3】希硫酸の製造手順
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安全マネジメント

ことである。その一連のプロセスを実現するためには、失敗からも
成功からも学び、経験として蓄えておく学習が必要である。

　

この4能力を高めるために、具体的に現場スタッフについて伸ば
していくべき個人資質としては、図5の四つの要素（個人資質）が
挙げられる。状況変化や対応方法に関する知識、対応するための
スキル、自ら考え行動する前向きな態度、そして健康が伴わなけ
れば、図4のレジリエンスの4能力は実現しない。管理側は、それ
らを高める教習（教育・訓練・啓発）そして現場の健康づくりを推
進する必要がある。現場力といっても現場任せにはしてはいけな
いのである。

７ 組織のレジリエンス

個人同様、組織も、安全のための挙動はSafety-ⅠとSafety-Ⅱ
の二つのアプローチが求められる。

前者は法令遵守、企業倫理遵守というものであり、組織として
の安全の大前提となる。一方、後者は組織変革というものであ
り、組織の置かれている社会環境の変化（例えば先述した人口減
等）にうまく追従、適合することも必要である。それをしなければ
時代に取り残され、組織の存在が脅かされる事態に陥る。変化に
直面したときに、簡単に崩れるような組織であっては、利用者の
安心、信頼を得ることは出来ないだろう。それを避けるためには、
経営レベルの安全マネジメントにおいて、先行指標として組織に

参考文献・資料等

1) 小松原明哲：安全人間工学の理論と技術 −ヒューマンエラーの防止
と現場力の向上、丸善出版、2016

2) E.Hollnagel著、北村正晴・小松原明哲監訳、Safety-I ＆ Safety-II 
安全マネジメントの過去と未来、海文堂、2015

3) E.Hollnagel著、北村正晴・小松原明哲監訳、Safety-IIの実践 レジリ
エンスポテンシャルを強化する、海文堂、2019

対するハザードを広く把握し、それに対して未然防止活動に取り
組む組織活動も必要である。

つまりこれからの安全マネジメントでは、法令遵守、企業倫
理遵守にとどまっていてはいけない。変化する状況に対応して、 
それに打ち勝つ組織の力を伸ばすことが求められる。そのため、
組織のレジリエンス能力を評価し、管理・向上する仕組みも求め
られる。

８ まとめ

何ごとも活動なくして成果なしである。安全も同じであり、何も
せずには成就しない。そのための活動が場当たり、後追いであっ
てはいけない。また、事故は現場で起こると言いながら、安全を現
場の問題に矮小化（わいしょうか）していてはいけない。

現場における安全のPDCAもさることながら、本稿で述べてき
たような、組織全体のPDCA、すなわち経営レベルでの安全マネ
ジメントも、経営が責任を持って展開していく必要がある。安全を
徹底的に追求することで、事業の安定が実現し、顧客や社会から
の安心と信頼を勝ち得るという哲学を持つことが、経営には求め
られている。

以上

【図4】レジリエンスの4能力　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献2）3））

【図5】レジリエンスのために求められる四つの個人資質　　 （出典：参考文献1））
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いうのは「明暗順応」「深視力」「動体視力」「夜間視力」「視野」な
ど道路環境の正確な把握に必要な情報収集力が衰えるからであ
る。この他にも「反射神経・身体の柔軟性・筋力」などの身体機能
も加齢により確実に低下をしていくことにより運転能力に影響を
与えることが事故原因の背景として確認されている。

次に認知機能についてみてみよう。

高齢運転者

１ 高齢運転者の死亡事故に関するデータと
高齢運転者特有の運転上のリスク

日本が超高齢化社会であると言われて久しいが、運転免許証
保有者の年齢構成も65歳以上の割合がすでに20％を超え（次頁
表１）、じりじりと増加傾向にある。この傾向を反映するように自
動車事故の統計データ上も高齢運転者に関する分析結果を警
察庁が「平成29年における交通死亡事故の特徴等について」の中
で公表している（次頁図１）。

高齢運転者特有の運転上のリスクとは何であるか。それは加
齢に伴う身体機能の低下と認知機能の低下がもたらす運転能力
の低下であるといえよう。

身体機能の低下に関して運転に関わるうえで最も影響が大き
いのは「眼の老化」である。「眼の老化」が運転上のリスクであると

要旨
▪日本は世界で最も高齢化が進んでいる国の一つであり、社会問題化しているのが高齢ドライバーによる交通事故であ

るが、高齢ドライバーの事故の特徴や事故の背景要因と見られている身体機能の低下や認知症あるいはその前段階の
ＭＣＩとはどのようなものなのかを解説する。

▪高齢運転者のための安全とＱＯＬへの配慮を実現し、年齢を重ねても安全運転を実現するためには定期的な身体機能と
認知機能のチェックが大切である。

▪企業においても従業員の高齢化への対応として、業務上の運転に対する安全管理を強化する対策をとる必要が高まっ
てくる。継続的な安全運転を実現し安定雇用を目指すことが重要である。

▪日本認知症予防学会の会員として医療介護分野における認知症対策の最先端の知見を習得し、ＮＰＯ法人高齢者安全
運転支援研究会の実車による高齢運転者の運転能力研究への参画などを通じて高齢運転者の安全運転を支援できる
メニュー開発を継続的に行っていく。

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二部 交通リスク第一グループ
マネジャー・上席コンサルタント　　　中

な か い

井 大
だ い す け

介

～運転技能低下・ＭＣＩ・認知症の早期発見早期予防のために～

高齢運転者の認知症予防と
交通事故防止の取り組みについて
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年齢別 人 比率
16歳〜19歳 945,113 1.15％
20歳〜24歳 4,750,004 5.78％
25歳〜29歳 5,653,295 6.88％
30歳〜34歳 6,722,145 8.18％
35歳〜39歳 7,613,638 9.26％
40歳〜44歳 9,121,094 11.09％
45歳〜49歳 8,838,557 10.75％
50歳〜54歳 7,289,860 8.87％
55歳〜59歳 6,759,873 8.22％
60歳〜64歳 6,831,945 8.31％
65歳〜69歳 7,908,543 9.62％
70歳〜74歳 4,642,828 5.65％
75歳〜79歳 3,038,970 3.69％
80歳〜84歳 1,525,848 1.86％
85歳以上 564,198 0.69％

計 82,205,911 21.51％/
100.00％

２	認知症と運転
前述の警察庁公表の「平成29年における交通死亡事故の特徴

等について」2）の中で「死亡事故を起こした75歳以上の高齢運転
者は、全受検者と比較して、直近の認知機能検査の結果が第1分類

（認知症のおそれ）・第2分類（認知機能低下のおそれ）であった者
の割合が高いことから、認知機能の低下が死亡事故の発生に影
響を及ぼしているものと推察される。」との分析報告がされている。

認知機能の低下とは知覚、判断、想像、推論、決定、記憶、言語
理解といった様々な要素を包括した知的機能である認知機能が
衰えることであり、個人差はあるものの加齢により等しく低下をし
ていくものである。しかし極端な低下を招き日常生活や社会生活
を営むうえで困難な状態に陥るとそれは認知症と呼ばれる。

そもそも認知症とはどのような病気なのか。実は「認知症」とい
うのは総称であり病気そのものではない。定義として「脳血管疾
患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化に
より日常生活に支障が生じる程度まで記憶機能およびその他の
認知機能が低下した状態をいう。」とされる（介護保険法第五条
の二より）。このように認知症と呼べる状態を引き起こす原因疾
患は多様で、状態の現れ方も原因疾患によって大きな違いもあり
非常に複雑な症状である。したがって運転能力の低下との因果
関係もはっきりとはわかっていないのである。しかしながら認知
症の中核症状である記憶障害や失行・失認注1）などが運転上の手
続き、場所の見当識、判断力、情報処理機能など様々な脳の高次
機能に障害を起こすことが推定されており、認知症は運転能力 

低下の要因であると考えられている。
日本の認知症患者数は2015年1月の発表では約462万人と

されているが、実はその予備群が約400万人ほど存在するとさ
れている。この予備群にあたるのが軽度認知障害（ＭＣＩ：mild 
cognitive impairment）の状態にある人である。これは65歳以
上の高齢者の約4人に1人が認知症あるいはその予備群であると
いうことになる。65歳以上の有病率を5歳刻みで頻度を測ると、加
齢とともに急速に上昇する（図２）。また65歳未満で発症する若年
性認知症の発症者も2009年の調査では全国で約37,800人と人口
10万人当たり47.6人の割合の有病率となっている。

認知症はいきなり発症するわけではなく正常な状態から年数
を経て原因物質であるアミロイドβタンパクの脳内での蓄積に
より徐々に進行するため正常と認知症の狭間の状態というのが 

【図１】年齢層別の免許人口10万人当たり死亡事故件数（原付以上第一当事者）　
（出典：警察庁）

【図２】認知症の年齢別有病率割合
（出典：参考文献3）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【表１】年齢層別運転免許証保有者（2016年末時点）

（出典：参考文献１）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

高齢運転者

高
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存在する。これが前述の軽度認知障害（ＭＣＩ）である（図３）。
認知症は現在の医学では完治あるいは進行を止めることは果

たせていないが、ＭＣＩは正常への復帰あるいは進行を止め認知
症の発症を防ぐことが可能な状態である。

このような現状から高齢化がますます進むことで認知症の患
者数増加が予測されており、それは自動車運転免許保有者にお
いても、すでに述べたように今後ますます大きな問題になろうと
している。

警察庁は2017年3月12日に75歳以上の運転者の認知機能検査
を強化した改正道路交通法を施行したほか、運転免許を自主返
納すれば“特典”が得られる制度を充実させるなど高齢運転者対
策を進めている。法律上では認知症と診断された運転者は運転
を禁じられている。一方ＭＣＩ診断者はそうした規制を受けては
いない。つまりＭＣＩの状態のうちに気づいて認知症予防の対策
をとることがその後も運転を続けられるかどうかの分かれ道とな
るのである6）。

３ 高齢運転者が安全運転を続けるために
必要な対策とは

高齢運転者の運転リスクである身体機能・認知機能の低下は
運転能力に影響を与え、事故に一層結びつきやすくなる。もちろ
ん個人差があり低下の度合は均一ではない。しかし、高齢運転者
ほど自分の運転が安全であることに自信を持つ割合が高くなる
傾向があり（図４）、実際の運転技術とのミスマッチが生じること
で、本人に不安全行動であることの自覚が無いまま、何気ない運
転が不安全行動になっている場合が多い。つまり、「安全な運転
を意図して実行している」ことが結果として不安全行動となり、そ
れにより事故が生じる可能性がある。

そこで対策として、高齢運転者個々の運転能力の低下を自覚
させることが求められる。「とっさに回避」はできないということの

理解を通して補償運転の実践に納得して取り組むことが大切だ。 
この補償運転とは、単に車を運転する機会を減らすこともそうで
あるが、それよりも自分にとって危険な道路環境を把握し、運転
する場所や運転を避ける場所、適応できる条件を設定するなどし
て心身の衰えを補い危険を避ける運転の方法である。例えば夜
間であるとか人や車で混雑する時間帯、見知らぬ場所、長距離な
どを運転しないことなどである。

認知機能についてもスクリーニング検査を受診することで認知
症・ＭＣＩの早期発見につながり、正常な人はその後も生活改善
で維持し、疑いのある人はその後医療機関における診断を受ける
ことで予防対策にスムーズに移行し認知機能の回復あるいは機
能低下の防止を期待できる。

このスクリーニング検査は様々な種類のものがあり、検査実
施の機会も医療機関以外の場にも広がりを見せている。検査方
法もＨＤＳ－ＲやＭＭＳＥといった質問紙法が一般的であるが、
タッチパネルＰＣを用いた対話方式や血液検査法なども採用さ
れている。

つまり高齢運転者による交通事故の防止を図るためには、高
齢者特有の運転リスクや特性等を個々に把握した上で、交通安
全教育や先進安全技術の活用、認知機能低下の早期発見・早期
予防対策等により、それぞれの運転能力に応じた安全運転の継
続を支援することが有用である。

４ 企業の安全管理体制における
高齢運転者への対策と体制

超高齢化社会の進展により労働力不足の時代を迎えている。
これを補うための様々な政策等がとられているが、高齢者の安定
した雇用で対応することもその一つである。企業、特に運転業務
が仕事に深く関わる業態では、高齢運転者への企業による安全
配慮が不可欠となってきている。

【図３】認知症進行の状態   （出典：参考文献4））

【図４】運転に対する自信
（出典：参考文献5）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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高齢運転者

安全配慮は管理の面で実現させていくことであるが、そのポイ
ントは以下のとおりである。
•高齢運転者のリスク（身体機能・認知機能の低下）を正しく理

解する
•加齢に伴う身体機能障害・認知症には段階があり、健常者と運

転能力でほとんど差が無い場合もあることも理解する（画一的
な判断をしない）

•リスクの早期発見、早期予防対策により、高齢運転者自ら安全
対策を講ずることで安全運転を継続することができる。そのう
えで、具体的な管理方法として以下の方法が有用である

⑴１年以内ごとに適性診断の実施

視聴覚機能や疾病、運転技能適性、認知機能、性格・態度など
を診断する各種検査の実施を通じて運転能力を数値化して運転
者自身に自分の運転能力を客観的評価により自覚してもらう。

具体的な検査例：健康診断・人間ドック・脳ドック・安全運転診
断シミュレーター・教習所の実車研修・ＨＤＳ－Ｒ、ＭＭＳＥ他認
知機能スクリーニング・ペーパー式安全運転診断など

⑵適性診断を踏まえた実際の運転状況のチェック

数値化された客観的評価に合わせ、添乗による専門家の評価
やドライブレコーダーの動画・映像、テレマティクスによる実際の
運転の状況把握により具体的な運転上の危険要因が理解でき、
安全運転への矯正が行える。このことにより運転能力の回復が期
待できる。

⑶先進安全車両（ＡＳＶ）の導入

年齢にかかわらずヒューマンエラーは事故の要因の一つであ
る。ＡＳＶの技術がエラーを感知し、事故を未然に防止あるいは
事故による被害を最小限にするうえで極めて効果的であること
は装備の一つである衝突被害軽減ブレーキによる追突事故防
止の効果が実証されている7）ことからも明らかである。社有車へ
の導入を計画実施することで事故防止が期待できる。そしてこの 
ＡＳＶによる恩恵は高齢運転者こそが最も享受できるであろう。

その他に大変重要なのは職場環境の整備である。従業員に 
ＭＣＩや認知症の疑いがある場合の体制として、未受診であれば産
業医や主治医との相談を通じて物忘れ外来や神経内科、精神科
などの受診を勧奨する。本人の了解を踏まえて家族を交えた面接・
相談をする機会を設ける。あくまでも本人や担当医の考え・助言を
尊重しながら予防取組や仕事に関して柔軟で前向きな方向で話
し合う。こうした初期体制を整えることが重要である。そして様々な
社会保障制度を活用して予防取組の支援を行うことにも関与す
る。また職場の同僚における相互扶助の促進のための教育や相談
体制など社内環境にも配慮をすることへの対応も必要である。

５	今後の取り組み
筆者はＮＰＯ法人高齢者安全運転支援研究会8）（以下、「ＳＤＳＤ」）

との交流を通じ、認知症予防の知見を得ることが不可欠と認識
し、日本認知症予防学会に加入し自ら認知症予防専門士の資格
取得を通じて認知症の早期発見・早期予防の啓発活動を交通コ
ンサルタントのフィールドを通じて実践している。またＳＤＳＤが
行っている東海大学鈴木准教授との高齢ドライバーの運転特性
の共同研究に参画し、運転適性診断機器（アクセスチェッカー）
のデータ収集を行うなどして高齢ドライバーが安全に運転を続
けるための方策を検討している。

こうした交流・活動を通じてＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、
2018年12月より「高齢者安全運転支援メニュー」をリリースした。
本サービスを通じて高齢運転者の運転適性診断により危険要素
の自覚を促すとともにＭＣＩあるいは認知症の疑いのある人を発
見し、いちはやく予防に向けた対応に移すことが可能になり、予防
対策の結果、その後も安全運転を継続することが期待できる。

今後も国の進めている認知症対策や「高齢運転者交通事故防
止対策に関する有識者会議」9）の提言に沿った関連省庁・自治
体・医療介護等民間関係機関の動向を追いながら高齢運転者の
現場に身を置き、より有用なメニュー開発を進めていく。

以上

参考文献・資料等
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2）警察庁交通局「平成29年における交通死亡事故の特徴等について」
平成30年2月15日

3）二宮利治他「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する
研究」平成27年3月
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平成30年 第21回 交通事故・調査分析研究発表会、2018年10月24日
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9）警察庁各種有識者会議等高齢者「高齢運転者交通事故防止対策に
関する有識者会議」＜https//www.npa.go.jp/bureau/traffic/
council/index.html＞（最終アクセス2019年1月21日）

注）

１） 認知症の中核症状（認知機能低下の具体的な症状）の一つ。失行は道具の使い
方など、適切な手順で目的を達成する動作が難しくなることであり、失認は目か
ら得た情報を適切に認識できなくなること
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食品安全対策

１ 東京2020大会に向けた
食品安全対策の必要性

来る2020年7月から、東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会（以下、「東京2020大会」）が開催される。

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組
織委員会（以下、「組織委員会」）が策定した「東京2020大会 
飲食提供に係る基本戦略」によれば、本戦略の対象となる選
手やプレス、観客（チケット保有者）等のステークホルダーの人
数は、延べ1,044万人以上と予想されており、これらのステーク
ホルダーにケータリング等で食事を提供する外食産業や加工
食品を提供する食品関連事業者も、多数にのぼることが想定
される。また、東京を中心に多くの人々が集中するため、喫食を
契機とする食中毒等の食品事故発生や、食品に対する意図的
な異物混入等のいわゆる食品テロ注1）のリスクが高まることも
予想される。万が一食品に関する事件・事故が発生すれば、そ
の情報は瞬時に世界中に流布され、自社のみならず開催国と
しての信用失墜や風評被害の拡大につながる。このため、食品

要旨
▪東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催前後は、東京を中心に多くの人々が集中するため、食中毒等の食

品事故発生や、食品に対する意図的な異物混入等のいわゆる食品テロのリスクが高まることが予想される。
▪食品関連事業者としては、同大会を見据えた食品安全対策として、食品に関する衛生管理や食品テロの回避に向けた食

品防御（フードディフェンス対策）が求められる。
本稿では、以下の二つの視点から食品安全対策のポイントについて解説する。
◦一般衛生管理・HACCPによる食品衛生管理
◦FSSC22000に則った食品防御対策

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第三部 製品安全グループ
主任コンサルタント　　　　 蛯

え び こ

子 さやか

関連事業者においては、食品に関する衛生管理や食品テロの
回避に向けた食品防御（フードディフェンス対策）が求められ
るといえる。

本稿では、東京2020大会を見据えた食品安全対策のポイント
として、「食品衛生」と「食品防御」の観点から、それぞれのリスク
対策について解説する。

東京2020オリンピック・
パラリンピックを見据えた
食品安全対策のポイント
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２	事業者に期待される食品衛生
⑴関連する過去の事例

世界的イベントにおいて過去に発生した食品衛生に関する代
表的な事故を表1に示す。

発生年 発生場所 概要

2017年 イギリス

世界陸上ロンドン大会で集団食中毒が発
生。公式ホテルに滞在する選手団のうち約
30人が胃腸炎の症状を訴え、2件のノロウ
イルス感染を確認

2018年 韓国

オリンピック冬季競技大会（平昌）におい
て、民間警備員宿舎でノロウイルスによる
集団食中毒事故が発生。計41人が下痢な
どの症状を訴え、病院で検査受診

【表1】過去に発生した食品事故

手順 取り組み内容 補足説明

準
備
段
階

手順1 HACCPチームの編成 製品を作るための情報がすべて集まるように、各部門の担当者で編成する

手順2 製品説明書の作成 製品の安全管理上の特徴を明確にするための文書を作成する

手順3 意図する用途および対象となる
消費者の確認

想定している利用方法（そのまま喫食／加熱して喫食等）や対象消費者（業務用／介護食用
等）を明確にする

手順4 製造工程一覧図の作成 原材料の受け入れから食品の製造、保存・出荷に至るまでの製造工程一覧図（フローダイア
グラム）を作成する

手順5 製造工程一覧図の現場確認 作成した製造工程一覧図に間違いがないかを現場で確認する

７
原
則

手順6 原則1 危害要因分析 原材料や製造工程で発生する恐れのある危害要因を科学的根拠に基づき、危害要因分析を
行う

手順7 原則2 重要管理点の決定 工程のどの段階で、どのような対策を講じれば危害要因の消滅や許容レベルまで減少等が
可能かを検討し、危害が大きくなる工程を重要管理点と定める

手順8 原則3 管理基準の設定 重要管理点で管理すべき測定値の限界（パラメーターの許容限界）を設定する

手順9 原則4 モニタリング方法の
設定

重要管理点に対する管理基準や基準の測定方法などを定め、そのポイントを継続的に監視・
記録（モニタリング）する方法を設定する

手順10 原則5 改善措置の設定 管理基準が守られなかった場合の製品の取り扱いや機械のトラブルを元に戻す方法を設定
する

手順11 原則6 検証方法の設定 設定したことが守られていることを確認する

手順12 原則7 記録と保存方法の設定 検証するためには記録が必要となるため、記録する用紙と、その保存期間を設定する

【表2】HACCPの7原則12手順

（出典：厚生労働省「食品製造におけるHACCP入門のための手引書」を基にMS&ADインターリスク総研作成）

⑵一般衛生管理・HACCPによる食品衛生管理

東京2020大会の開催に際して、食品衛生管理の観点から特に
留意すべき事象は「高温多湿環境下での製造・販売」、「短期間で
の需要急増」、「異文化に起因する喫食に関する認識ギャップ」の
三点である。ここでは、この三つの事象について、食品関連事業者
に求められる対応のポイントを解説する。なお、解説においては、
コーデックスのガイドラインで示された「HACCPの7原則12手順」

（表2）を前提にするとともに、HACCPを実施する上での土台と
なる一般衛生管理についても言及する。

①高温多湿環境下での製造・販売
a）想定されるリスク

開催時期が7月から8月の高温多湿な時期である上に、当該時
期における平均気温がここ数年、これまで以上に高くなってきて
いることから、次頁表3に示した要因による食中毒や異物混入が
懸念される。

食品安全対策
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b）対応のポイント
A  施設・設備由来：一般衛生管理の各要求事項の見直し

上記で示した施設・設備由来の食中毒や異物混入リスクへの
対策としては、いわゆる5S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）、7S（5S＋
洗浄、殺菌）に基づく、微生物等の個体の排除、微生物等の増殖
抑制、有害動物の侵入口の遮断、駆除等が求められる。

これらを実施するためには、自社で選択・採用している一般的
衛生管理プログラムの要求事項を踏まえ、高温多湿下で起こり 
うるリスクシナリオを想定した上で、リスク評価（頻度・影響度）を
行い、評価に応じた管理手段を検討していくことが望まれる。

リスクシナリオを想定する際は、ワーストシナリオを描き、過去
に起きた同様な短期集中イベント等で発生した食品事故事例も
踏まえ、自社の施設・設備で起こりうる可能性を、当該プログラム
の各要求事項に対して抜け漏れなく想定することがポイントで
ある。

B  製品設計由来：製品説明書の見直し
前述した製品設計由来の食中毒や異物混入リスクへの対策と

して、微生物の増殖抑制効果のある食品添加物の添加、製造直
後の初発菌数の自社基準の見直し、保存方法の見直し、消費期
限の見直し等の製品仕様の変更が必要となる場合がある。

その場合は、この仕様変更の検討結果を、前頁表2に示した
HACCPの手順2で作成した製品説明書に反映させ、周知徹底
を図ることが望まれる。

製品仕様を見直す際は、事前に東京2020大会の開催時に想定
される環境下での試作や試食等を行った上で、保存試験等を経
て製品仕様の変更を検討することが望ましいといえる。

②短期間での需要急増
a）想定されるリスク

大会の前後は、来日外国人も含め来訪者が激増し、短期間で
製品需要が高まることから、表4に示した要因による食中毒や異
物混入が懸念される。

b）対応のポイント
A  製造工程由来：製造工程一覧図の見直し・新規作成と現場

確認の実施
製造工程由来の食中毒や異物混入リスクへの対策としては、

増設・新設したラインや外注先・OEM先において、重要管理点と
その管理基準の確認（手順7、手順8：前頁表2で示した「HACCP
の7原則12手順」のいずれに該当するかを明示。以下同様）、管理
基準のモニタリング方法の確認（手順9）、基準逸脱時の措置方
法の確認（手順10）等の徹底が求められる。これらを進めていく 

A  製造工程由来
◦製品需要の高まりに対応するため、製造ラインを改造／転

用／増設／新設したが、工程管理の方法等の見直し、点検
等が不十分なため、食中毒菌の残存や異物混入が発生する

◦製造工程の一部を外注やOEMとしたが、委託先の力量評
価や現場確認をしなかったため、委託先由来の食中毒菌の
残存や異物混入が発生する

B  従業員由来
◦製品需要の高まりに対応するため、製造ラインの見直し等

に合わせて食品衛生マニュアル等を修正したが、従業員教
育が不徹底なため、食中毒や異物混入が発生する

◦従業員の配置転換やアルバイトの採用を行い要員の増強を
図るも、増強要員への教育の不徹底により食中毒や異物混
入が発生する

【表4】短期間での需要急増における食中毒・異物混入の要因

A  施設・設備由来
◦施設、設備にカビが生えやすくなり、製品等に浮遊菌（落下

菌）として付着する
◦外気温／室温と冷凍・冷蔵庫との温度差により微生物に汚

染された結露水が発生し、製品等に付着する
◦有害動物（ねずみ、ハエ、ゴキブリ等）が繁殖し、当該個体が

キャリヤーとなって原材料／製品に微生物が付着する。さら
に当該個体の死骸等が異物となって混入する

◦廃棄物（食品屑）が腐敗しやすくなり、製品等に飛沫や浮遊菌
（落下菌）として付着する

◦調達先からの原材料の輸送温度が上昇して微生物が増殖
し、殺菌しきれずに製品に残存する

◦輸送時の品温の上昇に伴い、冷蔵庫等で保管するも、冷蔵
庫等の温度が上昇し、微生物が増殖する

◦販売先への製品の輸送温度が上昇し、残存微生物が増殖
する

◦原材料等の梱包材（段ボール等）が結露し、原材料に汚染水
が付着したり、梱包材が施設設備等を汚染する。また、梱包
材が千切れやすくなり異物として混入する

◦使用水（水道直結式、貯水槽を介した水道水、井戸水等）に
含まれる残留塩素が蒸発し、殺菌作用が失われ、使用水に
微生物が増殖する

B  製品設計由来
◦食品に残存する微生物が増殖し、開封後の製品や食べ残し

等が腐敗する

【表3】高温多湿環境における食中毒・異物混入の要因
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食品安全対策

ためには、増設・新設したラインに対応する製造工程図や外注
先・OEM先における製造工程図が作成され（手順4）、それらにつ
いて現場における実際の工程と齟齬がないか確認しておくことが
必要になる（手順5）。

ラインを増設した場合には、増設工事等に伴う異物（溶接屑や
切粉等）が残存していたり、ラインを転用した場合には、従来と異
なる食材が製造機器に付着したり等、思わぬ異物の混入が懸念
されるため、初回製造の前後は特に念入りに清掃・洗浄等を行う
ことが重要である。

また、外注先・OEM先については製造ラインの確認はもちろん
のこと、一般衛生管理や従業員教育等、先方の食品衛生管理態
勢も確認しておくことがポイントである。外注先・OEM先に対し
て、検査項目や監査方法等を明確にし、評価・モニタリングを行う
とともに、改善を求めた場合には、改善報告書の取付け後に再確
認を行うことも重要である。
B  従業員由来：一般衛生管理に基づく教育の実施

上記で示した従業員由来の食中毒や異物混入リスクへの対策
としては、HACCPの前提となる一般衛生管理（一般的衛生管理
プログラム）に基づく次のような従業員教育の実施が求められる。
◦自社ラインの増設・転用等が行われた場合には、従来との変更

点を中心に教育する。
◦配置転換や新規採用が行われた場合には、仮に短期間の従事

であったとしても、従業員にどのような力量を持たせるのかを
明確にした上で、「いつ、だれが、だれに、どのような教育を行う
か、どのように理解度を確認するのか、記録をいかに残すのか」
等を定めた教育プログラムを策定し、実行する。

③異文化に起因する喫食に関する認識ギャップ
a）想定されるリスク

様々な食文化、価値観や宗教的背景（ベジタリアンやムスリム
等）を有する外国人が多数来日することから、食品に関するしか
るべき情報提供が行われていないと、喫食者が意に沿わない食
品を喫食し、トラブルに発展する恐れがある。
b）対応のポイント

上記で示したリスクに対しては、想定されうる喫食者を洗い出
した上で、喫食者の文化的・宗教的背景等から禁忌される使用
原材料（中間加工原材料であれば、生鮮原材料までさかのぼる）
の有無や喫食方法を確認し、必要に応じて製品説明書の見直し
を行う（手順3）。

また、製造工程や保管・輸送工程等において禁忌される原材料
の汚染や異物混入の可能性がある場合には、一般的衛生管理プ
ログラムの見直しを行う必要がある。

３	事業者に期待される食品防御
⑴関連する過去の事例

過去に発生した食品テロに該当する代表的な事件を、表5に
示す。 

【表5】過去に発生した食品テロ事件

発生年 発生場所 概要

1984年 アメリカ

地方選挙の中断を目論み、より大規模な攻
撃のための試行目的で、カルト宗教の構成
員がサラダバーをネズミチフス菌で汚染さ
せ、751症例のサルモネラ感染症が発生

1998年 日本

夏祭りにおいて提供されたカレーにヒ素化
合物が混入され、会場で食べた者や自宅に
持ち帰って食べた者など67人が中毒症状を
起こし、うち4人が死亡

⑵FSSC22000に則った食品防御

本稿では食品テロ対策として、FSSC22000注2）に則った食品防
御について解説する。

FSSC22000では、食品テロ対策として「サプライチェーンを構
成する各事業者が、想定されうる食品テロ行為および当該行為
に対する自社製品の製造・販売に関わる工程上（受け入れ、運
搬・保管等も含む）の脆弱箇所を特定し、その管理手段を検討
し、実行していくこと」が求められている。

具体的な取り組みは、以下の四つのSTEPに整理できる（次頁
表6）。
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【図1】ディフェンスゾーニングの考え方

STEP 取り組み内容 詳細

1
食品テロ実行者の
想定とディフェンス
ゾーニングの整理

①食品テロ実行者を想定する（社内外問わずに想定する）
②当該実行者について、敷地・建物、施設等のどこからの侵入を許してはいけないか（ディフェンス

ゾーニング）を整理する（図1参照）

2 脆弱性評価とその
対策立案

①施設図や工程図（フローダイアグラム）等を基に、ディフェンスゾーニング上の侵入や製造ライ
ンへの攻撃について、リスクシナリオを想定する

②当該リスクシナリオを基に脆弱性を評価した上で、対策の優先順位付けを行う
③上記を踏まえてしかるべき対策（アクセス制限、カメラ等による監視など）を検討する（次頁表7

参照）

3 必要な対策の
見える化と検証

①ヒトやモノの動線も考慮しつつ、見取り図・施設図を用いて対策を見える化する
②検討した対策の実効性・有効性等について現場検証を行い、実施する対策内容を決定する

4 運用状況の
モニタリング

①導入した対策の運用状況を定期的にモニタリングする
②必要に応じて見直し等を行う

【表6】食品テロ対策の具体的な取り組み内容
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注）

1）食品テロ
WHOは「市民を害して殺す目的で、あるいは、社会的、経済的、政治的安定性
を撹乱する目的で、生物や物理化学物質あるいは放射性物質によって人が食
べるための食料を意図的に汚染させる行為または脅威」と定義付けている

2）FSSC22000
FSSCはFood Safety System Certificationの略。Foundation for Food 
Safety Certification（FFSC）がEU食品・飲料産業連合会の支援を受けて 
2010年2月に当該認証スキームを開発。本規格は、国際規格であるISO22000に
一般衛生管理と追加要求を追加した形で要求事項を構成している。サプライ
チェーンを構成するすべての食品関連事業者を対象にした食品安全に関する
規格で、近年第三者認証を取得する企業が増えているとともに、日本の食品関
連事業者（小売業含む）にもなじみがある
追加要求事項：下記URLを参照
＜http://www.fssc22000.com/documents/graphics/version-
4-1-downloads/japanese/1208-jacb-part-2-requirements-for-
certification.pdf＞

４ 東京2020大会を食品安全対策
見直しの契機に

食品衛生および食品防御の取り組みは、ハード・ソフトの両面
で必要な対策を講じるための経営資源の投入が不可欠である
ため、一定の期間が必要とされる。また、2018年6月13日に公布さ
れた改正食品衛生法の中で「HACCPに沿った衛生管理の制度
化」が示され、原則としてすべての食品関連事業者は、遅くとも同
改正法の公布から3年以内にHACCPに沿った衛生管理の実施
が求められている。

これらの状況を考慮すると、食品関連事業者としては、東京
2020大会が自社の食品安全対策を見直す一つの契機になるとい
える。自社の取り組み内容の現状を把握・確認し、課題や個別対
策の過不足を整理した上で、必要とされる取り組みの検討を行
い、優先順位をつけて着手・推進していくことが望まれる。

以上

【表7】脆弱性評価表の例

食品安全対策

リスクシナリオ
対策

優先度

対策案

悪意ある
第三者

脆弱性
レベル

悪意ある
業者

脆弱性
レベル ・・・ 悪意ある

従業員
脆弱性
レベル 施設面 運営面 その他

場
所

正門 業者に成りすまし
… 2 事務所に断りなく

… 3 ・・・ シフト外に出勤… 3 高 監 視カメラを
…

来場者入退場
記録を… ・・・

廃棄物置場 業者に成りすまし
… 2 事務所に断りなく

… 2 ・・・ シフト外に出勤… 3 中 監 視カメラを
…

来場者入退場
記録を… ・・・

原料受入口 検収所に従業員
が不在… 2 検収所に従業員

が不在… 2 ・・・ シフト外に出勤… 3 中 監 視カメラを
…

来場者入退場
記録を… ・・・

原料倉庫 侵入不可 − 食材を直接納品し
… 3 ・・・ 死角があり… 3 中 監 視カメラを

… ・・・ ・・・

切断工程 侵入不可 − 死角があり… 3 ・・・ 死角があり… 3 高 ・・・

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

リスクシナリオ
対策

優先度

対策案

悪意ある
第三者

脆弱性
レベル

悪意ある
業者

脆弱性
レベル ・・・ 悪意ある

従業員
脆弱性
レベル 施設面 運営面 その他

場
所

納品口
（検収所）

検収所に従業員
が不在… 2 検収所に従業員

が不在… 2 ・・・ シフト外に出勤… 3 中 監 視カメラを
…

来場者入退場
記録を… ・・・

食品倉庫 業者に成りすまし
… 2 食材を直接納品し

… 2 ・・・ シフト外に出勤… 3 中 監 視カメラを
…

来場者入退場
記録を… ・・・

厨房 侵入不可 − 食材を直接納品し
… 3 ・・・ 仕込中に… 3 中 監 視カメラを

… ・・・ ・・・

サラダバー 自身が持ち込んだ
異物を… − 納品後に立ち寄り

… 3 ・・・ 盛付け後に… 3 高 ・・・ ・・・ ・・・

フリードリンク
コーナー ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

製造工場・セントラルキッチンの場合

レストラン・店舗の場合

レベル 3　（咄嗟にできる）
レベル 2　（アクションを加えればできる）
レベル 1　（実行するには計画が必要）
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サイバーセキュリティ

サイバー攻撃の件数は年々増加傾向にある。また企業・組織を
狙う攻撃の手口や攻撃手法は高度化・巧妙化しており、深刻な影
響をもたらすような事例が発生している。サイバーセキュリティ対
策を講じることは、企業経営において避けては通れない重要な課
題であるといえる。そこで今回、サイバーセキュリティ対策への取
り組みや被害の状況や課題等、企業のサイバーセキュリティに関
する現状および傾向を把握し今後のサイバーセキュリティリスク
低減に資することを目的として、企業の実態調査（以下、本調査）
を実施した。本稿では、本調査結果の概要等を紹介のうえ、企業
における今後の対応のポイントを整理する。

要旨
▪サイバーセキュリティに関する組織体制（以下、組織体制）を整備している企業では、組織体制を整備していない企業と

比較して、サイバーセキュリティ対策の実施状況や保険の加入等について進んでいることがわかった。組織体制のない
企業は、まずは組織体制を整備することから始める必要がある。一方で組織体制がすでに整備されている企業について
も、企業外の団体・組織（例：日本シーサート協議会、日本ネットワークセキュリティ協会、独立行政法人 情報処理推進機
構）に所属するなど、外からの様々な情報を入手することによって、企業として今後実施すべき対策等をより明確にして
いくことが可能となる。

▪セキュリティ対策を講じるうえでは、上記に加え整備している文書・規程類をより実務的なものに発展させていくことも
重要なポイントである。

▪「サイバー保険への加入」はサイバーセキュリティ対策のひとつではあるが、本調査においては保険加入率が高くない状
況であった。サイバー保険の加入が進んでいない理由としては、保険の存在自体を認識把握していないことや保険の内
容（補償範囲や対象となる事故等）に関して企業の理解が進んでいないこと等があげられている。

▪MS&ADインシュアランスグループで作成したサイバーセキュリティプラットフォームを、企業においてセキュリティ対策
を進めていくための参考資料のひとつとして活用いただきたい。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
新領域開発室
上席コンサルタント　　　  依

よ だ

田 麻
ま い こ

衣子

日本企業における
サイバーセキュリティ対策の
進捗状況
～企業向け実態調査結果をふまえて～
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１	調査概要

⑴調査手法
質問紙郵送法 （Web回答併用）

⑵調査対象企業
業種比率を考慮したうえで調査対象企業10,000社をランダ
ムに選定

⑶有効回答数
689件

⑷調査項目
米国国立標準技術研究所（NIST）の発行する「Cyber 
security Framework（CSF）」をふまえて次の六つの内容

（社内管理体制、社外管理体制（外部委託管理）、リスクの
特定、防御、検知、対応・復旧）を考慮したうえで設定

⑸調査結果の入手方法
日本語版・英語版を公開。
日本語版：MS&ADインターリスク総研HP

TOP＞調査報告実績（右側タブ）
※用語を「サイバーセキュリティ」に統一するため、報告

書上「情報セキュリティ」と記載している箇所を本稿
では「サイバーセキュリティ」に読み替えている。

（https://www.irric.co.jp/reason/research/）
英 語 版：MS&ADインターリスク総研HP

TOP＞ENGLISH＞ARTICLE REPORT（左側タブ）
（https://www.irric.co.jp/en/reason/research/）

２	社内管理体制
⑴組織体制のない企業が回答企業の過半数を占め

ている

全体でみると組織体制自体がない企業が半数を超える状況
（55.2%）であったが、組織体制のうち最も多く設置されていた
のは「CISO（シーアイエスオー/Chief Information Security 
Officer/最高情報セキュリティ責任者）」であった（図１）。

また全体の結果と従業員1,001名以上の企業の結果とを 

比較したところ、従業員1,001名以上の企業では「組織体制が
ない」と答えた企業の割合は大きく減少し、「CISO」や「CSIRT

（シーサート/Computer Security Incident Response
Team/コンピュータセキュリティにかかるインシデントに対
処するための組織の総称）」を設置している企業が多かった。

「CSIRT」を設置しているのは、従業員1,001名以上の企業で
40％を占めており、企業規模（従業員数）とCSIRTの設置有無と
に関係性があることが考えられる。
「その他」のなかには、“グループ会社/親会社/本社に依拠して

いる”、“情報セキュリティ委員会を設置している”等の回答が含ま
れている。

⑵半数の企業はセキュリティに関する文書・規程を
順序立てて整備できている

セキュリティに関する文書・規程を「ポリシー（方針・行動指針
書）⇒スタンダード（基準・標準）⇒プロシージャ（手順書）⇒ガイ
ドライン」の順で整備することを想定し、文書・規程の整備状況を
確認した。次頁表のとおり五つのカテゴリーに分類したところ、半
数近い企業が文書・規程を順序立てて整備していることが判明し
た（次頁表１、図２）。

組織体制有無でみると、組織体制がある企業のほうが文書・規
程を整備している一方で、組織体制のない企業では「文書・規程
を整備していない」と回答した企業が約3割という状況である（次
頁図３）。

【図１】設置されている組織体制（全体と従業員数1,001名以上の企業との比較）

■全体 (n=672)　■1,001名以上 (n=65)

※「ない」以外は複数選択可
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３	社外管理体制（外部委託管理）
⑴企業規模が大きい企業のほうが外部委託先への

監査・報告を実施できている

外部委託先に対する、情報管理についての監査や報告の実施
状況について確認したところ、全体では「出来ていない」という企
業が最も多かった（43.2%）。一方で、従業員数1,001名以上の企
業では「委託先自らで監査・報告している」という回答が比較的高
かった（47.7%）（図４）。

４	リスクの特定
⑴組織体制の有無によって情報分類の実施状況が

大きく異なる

保有している情報資産について、機密にすべき情報（自社内で
も一部のみ参照可等）、社内限定の情報、秘密保持契約締結先
に提供可能な情報、公表可能な情報などの情報分類をしている
かについて確認した。組織体制の有無でみると、組織体制がある
企業では分類をしている（選択肢①・③～⑤の合計）と回答した
企業が86.1%あり、そのうちの約7割が「仕訳ルール（文書化され
たもの）があり、そのルールに則り、分類している（選択肢①）」と

0%

20%

40%

60%

80%

100%

■全体 (n=683)　■組織体制あり (n=244)　■組織体制なし (n=371)

ポリシー
（方針・行動指書）  

スタンダード
（基準・標準）

プロシージャ
（手順書）

ガイドラン その他 ない

65.0%

51.8%

46.7%

68.9%

32.3%
29.1%

48.0%

17.0%

36.6%

51.6%

27.2%

4.7% 3.3%3.0%

17.7%

2.5%

29.6%

84.0%

■出来ていない

■委託先自らで監査・報告している

■社外の第三者が監査・報告している

■計画している

■貴社で監査・報告している

■その他

0% 20% 40% 60%

43.2%

8.5%

29.8%

20.1%

4.8%

7.2%

32.3%

9.2%

47.7%

32.3%

1.5%

4.6%

全体
 (n=671)

1,001名以上
 (n=65)

【図３】セキュリティに関する文書・規程整備状況（組織体制有無別）

0% 20%

48.3%
40% 60% 80% 100%

■レベル1 (n=123)

■レベル4 (n=101)

■レベル2 (n=50)

■それ以外 (n=353)

■レベル3 (n=56)

18.0% 7.3% 8.2% 14.8% 51.7%

【図２】セキュリティに関する文書・規程整備状況（整備レベル別）

○・・・あり　―・・・なし
ポリシー

（方針・行動
指針書）

スタンダード
（基準・標準）

プロシージャ
（手順書） ガイドライン

レベル1 ○ ― ― ―
レベル2 ○ ○ ― ―
レベル3 ○ ○ ○ ―
レベル４ ○ ○ ○ ○
それ以外 レベル1〜4に該当しないものすべて

【表１】セキュリティに関する文書・規程整備レベル

【図４】外部委託先に対する情報管理についての監査や報告の実施状況
（全体と従業員数1,001名以上の企業との比較）
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回答している。一方で組織体制がない企業で「分類をしている」と
回答した割合は71.8%を占めるものの、「仕訳ルール（文書化され
たもの）があり、そのルールに則り、分類している（選択肢①）」と
回答した企業は30.5%と半数にも満たない状況である（図５）。

５	防御状況
⑴ルール策定・点検見直しの実施状況は、組織体制

の有無によって傾向が異なる

ユーザーID（以下、ID）、パスワード（以下、PW）、情報の参照や
更新の権限などの取り扱いについて確認した。ID/PWの更新権
限のルール策定については全体で見れば「ID、PW、情報の参照
更新に関するルールが文書化され、点検や見直しも実施されて
いる」と回答した企業が50.4%と過半数を占めている状況である。
組織体制の有無で大きな差が見られる。ルールが文書化され、点
検や見直しも実施している企業の割合をみると、体制がある企業
では69.5%である一方で体制がない企業では34.9%という状況で
あり、組織体制の有無で大きな差が発生している（図６）。

なお「その他」には、”親会社のルール/管理に準じる”といった
記載があった。

⑵組織体制の有無によって、脆弱性に対する管理状
況は大きく異なる

脆弱性（例：WindowsやAdobe Flash等の脆弱性）に対する
管理状況を確認した。組織体制の有無でみると、体制がある企業
では「管理方法を規程（文書化）し、実施している」と回答した企
業が47.1%あり、「実施している」企業は8割を超えるという結果で
あった。一方で体制がない企業では「管理していない（計画もな
い）」と回答した企業が35.9%を占めている（図７）。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■①仕訳ルール（文書化されたもの）があり、そのルールに則り、分類している

■②仕訳ルール（文書化されたもの）はあるが、ルールに則って分類できていない

■③仕訳ルール（文書化されたもの）はないが、ルールに則った分類を行っており、
ルールの文書化を計画している 

■④仕訳ルール（文書化されたもの）はないが、ルールに則って分類しており、ルー
ルの文書化の予定はない

■⑤仕訳ルールはないが、分類はしている

■⑥仕訳ルールもなく、分類もしていない

全体
 (n=678)

組織体制あり
 (n=244)

組織体制なし
 (n=364)

44.4% 9.0% 9.6% 6.9% 17.3% 12.8%

61.5% 9.8% 7.8% 6.1% 10.7% 4.1%

30.5% 8.2% 11.3% 7.7% 22.3% 20.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
 (n=678)

組織体制あり
 (n=243)

組織体制なし
 (n=367)

50.4% 14.2% 4.3% 18.7% 11.2%

69.5% 15.6% 3.7% 7.4%

2.9%

34.9% 14.4% 5.4% 26.4% 18.3%

1.2%

0.8%

0.5%

■ルールが文書化され、点検や見直しも実施されている

■ルールが文書化されているが、点検や見直しは実施できていない

■ルールを文書化することを計画している

■ルールはあるが、文書化されていない

■ルールがない（計画もない）

■その他

■管理方法を規定（文書化）し、実施している

■一部実施している

■今後管理する計画がある

■管理していない（計画もない）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
 (n=673)

組織体制あり
 (n=242)

組織体制なし
 (n=365)

29.4% 37.6% 8.3% 24.7%

47.1% 34.3% 7.4% 11.2%

14.5% 40.0% 9.6% 35.9%

【図７】導入しているソフトの更新・監視等の実施状況

【図５】保有する情報資産の取扱状況

【図６】ユーザーID、PW、情報の参照や更新の権限のルール策定
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６	検知状況
⑴組織体制がある企業はセキュリティ監視システム

の導入が進んでいる

IDS（不正侵入検知システム）・IPS（不正侵入防止システム）
等のセキュリティ監視システムの導入状況を確認した。組織体
制有無でみた場合、回答内容に大きな差がみられた。体制があ
る場合は「外部委託し、導入している」と回答した企業が最も多い

（44.0%）一方で、体制がない場合は「導入していない（計画もな
い）」と回答した企業が最も多く、47.3％を占めている状況である

（図８）。

７	対応・復旧
⑴過半数の企業が訓練を実施できていない

本設問では、セキュリティ・インシデント（事故）発生時の訓
練を実施しているかを確認した（図９）。全体でみると過半数

（54.1%）の企業で訓練の実績がなく、また予定もないといった
状況であった。組織体制有無で比較すると、体制のある組織・企
業では、「訓練を実施（IT以外の部門も参加）」、「訓練を実施（IT
部門のみ）」、「訓練を一部実施」の合計が48.0％と半数近くに
なった。一方で、体制がない場合には、同合計が18.6%となってお
り、大きくかい離している。

なお「その他」には”親会社からの指示による“、”迷惑メールの
開封訓練を実施している”といた記述があった。

８	サイバー保険・情報漏えい保険
⑴保険加入率は高くない

保険加入率を確認したところ、サイバー保険の加入率は
12.7%、情報漏えい保険の加入率は18.7%という結果であった

（図10）。加入していない理由のひとつとして、本調査の回答者
が所属する部門が、保険窓口の総務・財務部門ではなく、IT部門
が多かったという今回のアンケート回答者の属性によるものか
ら、「保険を知らなかった」という回答が最も多い結果になったと
推察される（次頁図11）。本結果をふまえると、企業でサイバー保
険の加入を検討する際は、保険窓口となっている部門に加えて 
サイバーセキュリティ担当部署と一緒に検討していくことも方法
の一つと考えられる。

【図９】セキュリティ・インシデント（事故）発生時の訓練実施状況

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■訓練を実施している（IT以外の部門も参加） 

■訓練を実施している（IT部門のみ）

■訓練を一部実施している 

■訓練を計画している

■訓練を実施していない（計画もない）

■その他

全体
 (n=675)

組織体制あり
 (n=242)

組織体制なし
 (n=365)

13.3% 6.8% 10.8% 12.9% 54.1%

2.1%

23.6% 8.7% 15.7% 14.9% 36.0%

1.2%

5.5%
4.9%

8.2% 12.1% 68.5%

0.8%

■管理方法を規定（文書化）し、実施している

■一部実施している

■今後管理する計画がある

■管理していない（計画もない）

■外部委託し、導入している

■自社で購入・導入し、運営している

■今後導入することを計画している

■導入していない（計画もない）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
 (n=671)

組織体制あり
 (n=241)

組織体制なし
 (n=366)

33.4% 18.6% 14.2% 33.8%

44.0% 26.1% 12.9% 17.0%

24.3% 13.1% 15.3% 47.3%

【図８】IDS・IPS 等のセキュリティ監視システムの導入状況

【図10】保険加入状況

情報漏えい保険
 (n=661)

サイバー保険
 (n=667)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12.7% 10.8% 76.5%

18.2% 10.3% 71.6%

■加入している　■加入することを検討している　■加入していない（計画もない）
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⑵保険に期待する補償第一位は「情報漏えい時の損
害賠償」

全体でみた場合に保険に期待する補償として最も多かったの
が、「情報漏えい時の損害賠償（63.3%）」であり、その次に「対応・
復旧費用（58.6%）」と続いている（図12）。従業員が1,001名以上の
企業では、「情報漏えい時の損害賠償」・「対応・復旧費用」が同列
1位（71.4%）という結果であった。

９	今後求められる対応
⑴文書・規程類を着実に整備する

サイバーセキュリティに関する組織体制（以下、組織体制）を
整備している企業では、組織体制を整備していない企業と比較
して、サイバーセキュリティ対策の実施状況や保険の加入等につ
いて進んでいることがわかった。組織体制のない企業は、まずは
組織体制を整備することから始める必要がある。一方で組織体
制がすでに整備されている企業についても、企業外の団体・組織

（例：日本シーサート協議会、日本ネットワークセキュリティ協
会、独立行政法人 情報処理推進機構）に所属するなど、外から
の様々な情報を入手することによって、企業として今後実施すべ
き対策等をより明確にしていくことが可能となる。

組織体制整備にプラスして、文書・規程類についても、ポリシー
（方針・行動指針書）⇒スタンダード（基準・標準）⇒プロシージャ
（手順書）と対応がより実務的なものに発展させていくことも、セ
キュリティ対策を講じるうえで重要なポイントであるといえる。上
記をふまえ、効果的なサイバーセキュリティ対策を講じるために
は、下図フローのようなPDCAを通じたセキュリティ対策を強化
していく運営が必要であると考える（図13）。

⑵サイバーセキュリティプラットフォームを活用する

CSF等をふまえ、MS&ADインシュアランスグループでは、サイ
バーサイバーセキュリティ対策フレームワークに対するソリュー
ション（サイバーセキュリティ対策や保険の導入等）を“サイバー
セキュリティプラットフォーム”としてまとめている（次頁図14）。

【図11】保険加入していない理由

■保険があることを知らなかった

■保険に加入する必要性を感じない

■保険料が高い

■保険があることは知っていたが、
提案を受けたことが無い

■保険の内容が分からない・難しい

■その他
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■システム中断中の売り上げ・利益

■その他
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■代替機器等の準備・購入費用

■とくにない

63.3%

23.5%

23.8%

1.9%

39.7%
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 (n=63)
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15.9%

34.9%
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【図12】サイバー保険に期待する補償内容

【図13】効果的なサイバーセキュリティ対策を講じるためのフロー図
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企業が実施すべきことは、まずは社内管理体制を構築するこ
とである。管理体制を把握することで組織としてのサイバーリス
クを認識し、他のリスク管理体制との整合性を図ることが可能
となる。次に実施すべきことは「社外管理体制の構築（外部委託
管理）」である。なぜここで「外部委託管理」を実施するのかと疑
問に感じるかもしれないが、この理由は次のフェーズ（リスクを
特定するという項目）が関わっている。リスクを全体として俯瞰 

（ふかん）するためには、あらかじめサプライチェーンや外部委託
（システムだけでなく、業務委託も含む）に対するサイバーセキュ
リティ対策状況の把握が必要となる。よって、このタイミングで 
外部委託管理を実施することが必要である。また外部委託管理
において、委託先との責任の境界を明確化するには、外部委託基
準書や契約書などの整備が有効である。

そしてリスクの特定として、リスクアセスメント等を行い、優先
度の高いサイバーセキュリティリスクに対して防御としての対策
を講じ、何か発生した場合に迅速な対応・復旧を実施できるよう
に検知する仕組みを導入する。この防御や検知はできるだけ自
動化され、記録（ログ等）が書き換えられることがないように管理
されることが望ましい。ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、この
ようなプロセスを経ることで、復旧まで含めたトータルな対策が 

【図14】サイバーセキュリティプラットフォーム

可能となると考えている。
本プラットフォームでは「サイバーセキュリティ対策フレーム

ワーク」への対策として「リスクコンサル」・「保険」の二つに大きく
分類している。自社単独で対策を実行できない場合は専門事業
者を活用する、対策を講じても残ってしまうリスクへの対応（事故
発生時の費用や賠償等）として保険に加入する、といったように、
企業においてサイバーセキュリティ対策を講じるにあたってはこ
のようなプラットフォームを活用いただきたい。

 以上
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要旨
住宅用IoTについては、いわゆるサイバー・セキュリティに関わるリスクに加えて、｢不都合な組み合わせ｣により場や 
人の状況にあわない作動をモノがする新種のリスクが生起することも想定される。
こうした新種のリスクや、モノ同士の普遍的相互接続性を保証するために、IoT-Hubという仕組みを導入する必要が
ある。

住宅用 IoT

東京大学
生産技術研究所
教授 野

や し ろ

城 智
と も な り

也氏

未来社会予測

はじめに1

例えば、スマートスピーカーに話しかけると、電動カーテンが
閉まり人工照明が点灯する、といったようにIoT（Internet of 
Things）が住生活空間まわりに急速に普及しようとしている。
IoTは暮らしを便利に豊かにし、その彩りを変えていくであろ
う。一方、陽が当たると陰ができるかのように、IoTは新たなリス
クを生み出しつつある。本稿は、住宅用のIoTがおこしつつある
創新的変革(Innovation)のなかで、どのようにリスクをマネジ
メントしていけばよいのかについて考察する。

欲しい機能をプログラムで実現する
組み込みシステム2

1979年に｢マイコン内蔵炊飯器｣の発売が開始された。以来、
電子機器や家電製品をはじめとするあらゆるモノにマイコンが
埋めこまれ、その機能を担うようになった。リモコンも、タイマー
も、スマホや機器の電池残量表示も、私たちの日常生活で当た
り前になっている機能はマイコンなしには成り立たない。マイコ
ンは和製英語で、マイクロコンピューター（microcomputer）
またはマイクロコントローラー（microcontroller）の略であ
る。いずれにせよ、マイコンは、CPU（Central Processing 
Unit  中央処理装置）、メモリ、周辺機器から成る小さな 

つながることによる可能性とリスク

コンピューターであり、組み込まれたプログラムに従って、表
示、起動、増量、減量、停止などのコマンドを発し、モノを制御
し、その機能を実現している。

近年まではモノに組み込まれたコンピューター・システムは、
モノ単体で機能しており、外部から影響されることはなかった。
しかしながら、近年はネットワーク環境が整備され、外部のアプ
リケーション・プログラムが、インターネットを介して組み込み
システムを動作させてモノを制御できるようになった。

これはIoTの基本原理そのものである。というのは、IoTは「イ
ンターネットを介して、モノそれぞれに組み込まれたコンピュー
ター・システムが互いに結びついて情報を交換し合い、複数の
モノを協調的に働かせること」であるともいえるからである。そ
して、このモノ外部のアプリケーション・プログラム（以下、アプ
リケーション）からのコマンドによってモノを制御できることが、
生活分野に大きな便益をもたらす可能性を拡げているととも
に、新たなリスクを生み出しているとも考えられる。

住生活空間でIoTがもたらす
便益の可能性3

外部のアプリケーションは、大容量のサイバー空間に置か
れており、モノに組み込まれたコンピューター・システムのよう
な物理的な容量制約を受けないし、更新改良も容易である。
それゆえ、サイバー空間におかれたIoTのアプリケーションは、 
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センサーなどから集まってきた大量のデータを基に、AIを含め
高度な情報処理を施して、モノをより賢く制御することが可能
である。

加えて、IoTは、一つのアプリケーションで、住生活空間のな
かの複数のモノを、協調的に制御することができる。その結果、
いままでは、個々別々に単独で作動していたモノ同士を組み合
わせることによって、新たなサービスを生んでいくことができる
ようになっている。それは、図１に示すように、複数のモノが組
み合わさってモノの機能連係体を構成し、｢ひとまとまりの価
値」を創造することだといってもよい。

｢ひとまとまりの価値｣を形成した具体的事例を表１に示す。
住生活におけるIoTによる創新的変革の源泉はまさに｢ひとまと
まりの価値｣を形成することにあるといってよい。

相互接続性問題4

｢ひとまとまりの価値｣を自由闊達に生み出していくために
は、一つのアプリケーションを介して、住生活空間のなかのモノ
同士が、制約なくつながっていかなくてはならない。しかしなが
ら、現実にはそう簡単ではない。

インターネットでは、私たちが、Windowsのパソコンからも、
Macのパソコンからも、AndroidやiOSのスマートフォン・タブ
レットからも、つまり、OSもプログラム言語も異なっていても、
Web閲覧、メール送受信、ファイル共有などを同じような動作
でできるようになっている。これは、インターネットがTCP/IPの
ような共通のプロトコル（ネットワーク上での通信に関する規
約・決まり事）を使っていることによる。このことにならって、組み
込みシステムがその意図どおりに動作できるように伝えるプロ
トコルを標準化しようという努力が払われてきたが、その普及
は限定的である。

本稿執筆時点（2019年2月）で実用化されているIoTでは、何
らかのAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェー
ス）を介して、モノ同士をつなげているが、異なるAPIが混在し
ている。例えば、スマートスピーカーとモノ（Things）との接続
のために公開しているAPIは各社異なる。また、自社や提携企
業・会員企業の製品を自社の管理するプライベート・クラウド注1） 

のなかでつなぐために用いるAPIもそれぞれ独自であり、かつ公
開されていないのが一般的である。

かくして、住宅用IoTにおいては、プロトコルやAPIごとにモノ
がつなげられてパッケージ化されていく兆しがあり、それはあた
かも、モノ群（Things）を収めたサイロが林立しているかのよう
な状況である。

【図１】IoTによる複数のモノの機能連携による｢ひとまとまりの価値｣の生成

サービス IoTによって
つながるモノ

実現を目指す
｢ひとまとまりの価値｣

緊急地震速報による
機器停止・作動

照明器具/ドア・窓/
テレビジョン/ラジオ/
火気使用器

地震のときにもとっさ
に対応できる

健康管理サービス トイレ器具/ベッド 日常的健康管理
異変の早期発見

高齢者見守り
サービス

トイレ器具/ベッド/
窓・ドア/照明/空調機

見守ってくれている 
安心感

安眠サービス センサー付ベッド/窓
/照明/空調機

風邪もひかず、寝苦し
くなく安眠できる

【表１】複数のモノで｢ひとまとまりの価値｣を創り出している例

概念図
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こうした｢サイロ化｣ともいうべき現状を乗り越えて、いかにし
て異なるサイロに属するモノ同士も自由自在につながる、普遍
的な相互接続性が実現できるのかが、住宅用IoT普及にあたっ
ての重要な技術的課題となっている。

IoTが生み出す二種類のリスク5

加えて、住宅用IoTを普及させるためには、リスクにも対処す
るという課題も横たわっている。そのリスクとは、モノを制御す
る組み込みシステムが人の意に沿わない動作をしてしまうリス
クであり、その原因は二つに大別できる。

その一つは、インターネットを使用することに由来するリスク
で、外部の悪意ある者が意図して、組み込みシステムに具合の
悪い動作をさせてしまう、いわゆる情報セキュリティに関わるリ
スクである。

もう一つは、複数のモノ（Things）をサイバー空間上の存在
であるアプリケーションのコマンドにより動作させていることに
由来するリスクで、善意悪意の意図の介在とは関係なく、場の
状況とアプリケーションのコマンドとの間、もしくは複数のアプ
リケーションのコマンドの間の不都合な組み合わせにより発生
するリスクである。

以下、前者をサイバー・セキュリティ注2）に由来するリスク、 
後者を不都合な組み合わせに由来するリスクと呼び、概説
する。

サイバー・セキュリティに
由来するリスク6

IoTによる、サイバー・セキュリティに由来するリスク事象とし
ては、サイバー攻撃により、

⑴プログラムまたはデータ改ざんにより、モノを異常動作さ
せ危害を生起するケース

⑵セキュリティ対策の低い組み込みのコンピューター・シス
テムを乗っ取り、ここから、サイバー空間全体に、データ流
出による情報漏えいを含む種々の危害を及ぼすケース

などが考えられる。これらのリスク事象には、インターネット
に接続したモノに忍び込ませたマルウエアを介しての攻撃など
が含まれる。

本稿執筆中の2019年2月に、総務省がIoT端末機器に不正
アクセスを防ぐ機能を設けることを義務づけることが報道され
た。これは、今後住宅用IoTの構成要素となっていくであろう 
機器類の組み込みコンピューター・システムのセキュリティレ
ベルが、私たちが日常使うＰＣに比べ低いことを反映している。
このように、国はサイバー・セキュリティに由来するリスクの 
対策に本腰を入れており、IoTセキュリティガイドライン（2016
年7月IoT 推進コンソーシアム、総務省、経済産業省）、および、

サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク案（2019
年1月9日 経済産業省）などが発行されている。これらの指針を
忠実に実行していくことがリスクを低めるためには肝要である。

｢サイロ化｣は、普遍的相互接続性を実現する観点からは  
隘路となりうるが、逆に隘路であるからこそ、インターネットを
介した不正侵入、あるいは得体の知れないThingsとつながる
ことによるマルウエアなどの侵入を防御する対策を、｢サイロ｣
の主宰者のイニシアティブで徹底できる側面もあるように思わ
れる。

｢不都合な組み合わせ｣に
由来するリスク7

例えば、表１に挙げた緊急地震速報による機器停止・作動の
IoTサービスが外出時に働き、玄関ドアが解錠されてしまったと
すれば防犯上具合の悪いことになる。同様に、火気を使用した
調理器の使用時に窓を自動的に開けるIoTサービスがゲリラ豪
雨時に働いてしまうと室内が水浸しになってしまうおそれもあ
る。このように、人や場所の状況によっては、真っ正直にIoTのア
プリケーションのコマンドを働かせてしまうと安全上問題が生
じてしまうことがありうる。

また、住空間に複数のIoTのアプリケーションが働くようにな
ると、同じ機器に対して同時に矛盾するコマンドが別々のアプ
リケーションから届けられる場合や、居住者から見れば優先し
て働いて欲しいアプリケーションではなく、優先度の低いアプリ
ケーションのコマンドが働いてしまうことも考えられる。このよ
うな複数のアプリケーション同士のコマンドの組み合わせの齟
齬が、安全を脅かすような事態を生んでしまうおそれもある。

以上のような｢不幸な組み合わせ｣に由来するリスクは、サイ
バー・セキュリティに由来するリスクとは別個のIoTを住空間で
用いることで生起する新種のリスクであり、悪意に基づく行為
とは無縁である。この種のリスクについては、ようやく認識され
はじめたところであり、総務省に研究会が設けられ検討の緒に
ついたのみで、国の指針などは未策定である。

IoT-Hub ということ8

以上、IoTが潜在的にもっている可能性をフルに引き出すた
めには、｢サイロ｣が林立するなかで普遍的な相互接続性を実
現するという技術的課題があること、また、いわゆるサイバー・
セキュリティに関わる課題に加えて、IoTに係わる不都合な組み
合わせによるリスクへの対処という新たな課題が顕在化してい
ることを述べた。

では、これらの課題に対しては、どのように対処したら良いの
であろうか？

筆者は、共同研究者とともに、相互接続性、および不都合な
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組み合わせに関する課題への対処をする方法として、図２に示
すようなIoT-Hubによる接続方式をとることを提唱し、試作・試
用し、社会実装しようとしている。

図２のIoT-Hubは、林立する｢サイロ｣を上つなぎする役割を
果たす。図中の下部左部にはPrivate Cloudという円筒形が描
かれているが、これは前述の独自のプロトコルやAPIごとに形
成された｢サイロ｣をあらわしている。同下部右部には、｢サイロ｣
に属さないモノ（Things）や、ゲートウエイ（GW）のもとにおか
れているモノが描かれている。これらをつないでいるのがIoT-
Hubであり、次の二つの要素から成っている。

ひとつは、Web-API（アプリケーション・プログラム・インター
フェース）で、アプリケーションと、モノの組み込みシステムとの
間の仲立ちとなる。

もうひとつは、Things Driver、Cloud Driver などのDriver
類である。これは、PCにインストールされるPrinter Driverが、
搭載されているOSの相違を超えてアプリケーションが個々
別々のプリンターを認識し、同じ出力をさせているのと同様な
役割を果たす。すなわち、Things Driverは、プロトコルの相違
を超えて、アプリケーションが個々のモノ（Things）を認識して
コマンドを伝え意図どおりの動作をさせる仲立ちをする。また、
Cloud Driverは、APIが接続者に公開されているクラウド全体
をモノの一つとしてとらえたもので、アプリケーション側と、プラ
イベート・クラウドに含まれているモノとの仲立ちをする。

Things Driverは、クラウド上の存在であるIoT-Hub上、
もしくはＧＷ上におかれる。Cloud Driverは、IoT-Hub上に
おかれる。

Web-APIを利用したプログラムのコンテンツ作成、およ
びDriver類の作成は、それぞれアプリケーションの制作者、 
モノの製造者・供給者の責任範囲となる。複数の主体が関与

する住宅用IoTによるサービスでは、ユーザーに対する責任を 
どのように果たしていくかが曖昧になってしまう懸念もあるが、
IoT-Hub方式を採用すれば、アプリケーションの制作者・提供
者と、モノの製造者・供給者の責任分界面を明確に定義するこ
とができる。

関所システムによる
｢不都合な組み合わせ｣への防御9

図２では、IoT-Hubの右側に｢関所システム｣ という箱があ
る。これは、前述の｢不都合な組み合わせ｣を防御する仕組みで
ある。江戸の昔、当時の法令で許可されていない往来者を関所
で見張り遮断していた。同様に、アプリケーションから｢不都合
な組み合わせ｣を起こすようなコマンドがアプリケーションから
発せられた場合、そのことを察知してコマンドの実行を遮断す
るという役割を｢関所システム｣は担っている。

｢関所システム｣が、｢不都合な組み合わせ｣であることが認
識できるようにするためには、｢不都合な組み合わせ｣の事例を
データベースとして蓄積していかねばならない。将来、機械学習
などAI的手法により｢不都合な組み合わせ｣を自動的に認知で
きるようにするためにも、現段階では、その事例を蓄積していく
必要がある。前述の総務省の研究会では、｢不都合な組み合わ
せ｣の事例が収集・整理された。

筆者の共同研究者らは、｢関所システム｣を試作試用して、 
図２に示すIoT-Hubの枠組みのなかで機能しうることを確認し
ている。今後、｢関所システム｣の実現への動きが加速していくこ
とが期待されるところである。

【図２】IoT-Hub 概念図
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注）

1）企業が自社専用のクラウド・コンピューティング環境を構築し、自社内各部門
や提携先組織に提供している形態

2）サイバー・セキュリティとは、ISO/IEC 27032:2012では、「サイバー空間におい
て機密性、完全性、可用性の確保を目指すもの｣と定義されている。なお、同
規格では、サイバー空間とは、「人間、ソフトウェア、およびテクノロジーデバイ
スやそれに接続するネットワークを用いたインターネット上のサービスのやり
とり（interaction）の結果として生じる複雑な環境で、いかなる物理的形態
も存在しないもの｣であると定義されている

個別サイロ化 vs. IoT-Hub10

では、｢関所システム｣の導入は、IoT-Hub方式を用いること
が前提になるのであろうか？言い換えれば、個別の｢サイロ｣の
なかに設置しても｢関所システム｣は機能を果たしうるであろう
か？

周知のように、巨大ITグローバル企業などは、スマートスピー
カーと様々なモノ（things）をつなげるAPIを公開することで、
｢サイロ｣を形成している。こうした巨大ITグローバル企業がプ
ラットフォームを提供する｢サイロ｣については、アプリケーショ
ンが発するコマンド同士の不幸な組み合わせに関わる経験知
が蓄積され、やがてAIなどを活用したある種の｢関所システム｣
がサイロに付帯されてくるかもしれない。それはそれで、リスク
管理上歓迎すべきことである。ただ、特定製品のまわりに形成
されているような小さな｢サイロ｣については｢関所システム｣を
付帯できない場合も少なからず出てくるであろう。

加えて、巨大ITグローバル企業の｢サイロ｣が提供する｢関所
システム｣が、個々の場の状況とアプリケーションのコマンドと
の不都合な組み合わせまでを対象とするかどうかは不透明で
ある。巨大ITグローバル企業は、例えば、バス事業者にその地
図サービスの利活用機会を提供はするが、バスの位置の真正
性や、ましてバス運行の定時性などについては責任を負わな
いであろう。言い換えれば、情報の運用とモノの運用の間に責
任分界面を設けていると想像される。こうしたことから類推す
ると、個々の住宅の個々の部屋の状況・事情にまで、巨大ITグ
ローバル企業がコミットするのか疑問である。

さらに、より本質的なことには、個々の｢サイト｣に付帯して｢関
所システム｣を設けても、｢サイロ｣をまたがるモノ同士の接続が
増えてくれば、その接続が生み出す不都合な組み合わせによる
リスクに対処することは困難である。

以上のことを勘案すれば、｢関所システム｣は、個々の｢サイロ」
に置くのではなく、コマンドに関わる情報が集約されるIoT-Hub
に付帯させることがリスク管理上は合理的であると思われる。

日本のインターネット普及期に、大手サービスプロバイダー
（ISP）同士で相互接続することがみられたが、やがて、個々
にISP同士が接続するよりも、ハブを設けて接続させた方がよ
いということになり、インターネットエクスチェンジ（Internet 
Exchange point）という仕組みが創られ、ISP同士の普遍的
相互接続性実現の歴史を辿ってきている。

こうした日本のインターネット普及の歴史を先例として踏ま
えるならば、過渡的には競争し合っている｢サイロ｣同士の合
従連衡が生まれていくであろうものの、｢サイロ｣を超えたモノ
同士の普遍的相互接続のニーズや、それに伴う不都合な組み
合わせリスクに対処するための｢関所システム｣を設置しなけ
ればならないニーズが高まっていけば、IoT-Hubというハブを
介した接続方式の合理性が理解され普及していくのが自然な
成り行きであるように思われる。

リスク対処への提言11

以上、本稿では、生活用IoTの分野で発生するリスクおよびそ
の対処方法について概説した。生活用IoTの健全なる普及発展
のためにも、保険によるリスクヘッジが今後構築され充実してい
くことを期待したい。筆者は保険についてはずぶの素人である
が、本稿の内容を踏まえるならば、保険の基本的枠組みを創っ
ていくうえでは次のような要件が考慮検討される必要があるよ
うに思われる。

⑴｢不都合な組み合わせ｣によるリスクのように、加害者の特
定が難しいリスク事象も起きうることから、加害者の存在
の有無にかかわらず、被害者に対して補償できること

⑵被保険者の注意管理義務には以下のことがらを含むこと
a.サイバー・セキュリティに由来するリスクに対処するた

め、公的ガイドラインにのっとった不正アクセスへの防
護策がとられていること

b.｢不都合な組み合わせ｣に由来するリスクに対処するた
め｢関所システム｣を用いていること

私事で恐縮であるが、筆者の亡父は、損害保険会社に勤務し
ていた。交通事故関係の保険が未成熟だった時代、その制度成
熟のため、同業他社の方 と々一緒に日本損害保険協会を舞台
に協働し、各社｢共通の痛み｣に関わることがらについては協会
に情報を集約したと筆者は仄聞している。1960年代の当時でも
自動車保険関係の営業では各社熾烈な競争があったと想像さ
れるが、その基盤となる制度づくりやその運用では、各社協働
したわけである。この先例にならうなら、生活用IoTがもつリス
クへの対処においても、上記のような基本枠組みや､｢不都合な
組み合わせ｣の事例収集などについては、保険業界共通の課題
として協働すべき余地は十分にあるのではないかと愚考する。

以上

（出典の記載のない図表については筆者作成）
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火災・爆発

●札幌の飲食店爆発、炎上　４２人重軽傷
１２月１６日午後８時半ごろ、札幌市豊平区平岸の飲食店で爆発があった

と１１９番があった。飲食店が入る２階建ての建物が炎上し、一部は倒壊。
北海道警豊平署によると、重傷の男性１人を含む男女４２人が負傷し、病
院に搬送された。いずれも命に別条はないという。消防車など約４０台で
消火活動に当たり、約３時間後にほぼ消し止めた。

市消防局によると、この爆発事故で、居酒屋の客ら４２人が重軽傷を負
い、損傷などの被害を受けた建物が２８棟にのぼることがわかった。現場
に大量のスプレー缶があったことも判明。北海道警はスプレーの成分
に引火して爆発し、被害が広範囲に及んだ可能性もあるとみて、当時の
状況を調べている。

市消防局などによると、事故現場の周辺では、建物２８棟、車両２４台が
被害を受けていた。他にも被害が出ている可能性がある。

北海道警などによると、爆発は居酒屋の隣にある不動産会社で起き
た可能性が高い。当時同社では除菌消臭スプレー１００本以上を処分す
るため、中身を抜く作業をしていたとみられる。

爆発が起きたのは不動産会社の営業終了後で、店長（３３）と２０代の男
性従業員が残業中だったという。

●水産会社の物流倉庫で火災、男性３人死亡　羽田滑走路、一部使用で
きず
２月１２日午後１時半ごろ、東京都大田区城南島の水産会社の７階建て倉

庫で、「黒煙が見える」と１１９番があった。東京消防庁や警視庁によると、
５階部分約７００平方メートルが燃え、約８時間半後に消し止められた。８人
が救助されたが、このうち４０～５０代ぐらいの男性３人が死亡し、別の４０
代男性もけがをした。警視庁東京湾岸署は身元の確認を急いでいる。

火元とみられる５階で溶接作業をしていたとの情報があり、同署は火
災との関連を調べる。

現場は東京湾に浮かぶ人工島の一角で、近くには羽田空港がある。国
土交通省東京空港事務所によると、火災の影響で午後２時～午後３時５０
分ごろまで、空港東側のＣ滑走路の使用を一時見合わせた。

地震・噴火・津波

●インドネシアで津波発生、死者４２９人に　原因「噴火後の地滑り」
インドネシア西部スマトラ島とジャワ島の間のスンダ海峡で１２月２２日

に津波が発生、インドネシア政府は、この津波による死者が４２９人、行方
不明者が１５４人になったと発表した（１２月２５日）。

一方、複数の政府機関や国立インドネシア科学院は２４日深夜、統一声
明を発表。津波の原因について「（スンダ海峡近くにある）活火山アナク・
クラカタウの噴火に伴う地滑りによって引き起こされた」と分析した。

声明などによると、噴火によってマグニチュード（Ｍ）３．４規模の揺れ
が起き、山の斜面や海底で大規模な地滑りが発生。海面が押し上がり、

津波になった。この説の根拠として(１)噴火は津波到達２４分前にあった、
(２)山の南西で噴火後、６４ヘクタールの斜面崩落を衛星画像で確認し
た、(３)当時は激しい降雨があった、(４)潮位計の情報から各地に押し寄
せた津波は山の南部が起点だった、との点を挙げた。

国家災害対策庁の報道官は２５日、「捜索の手が及んでいない場所が
あり、犠牲者はまだ増える恐れがある」と述べた。負傷者数は１,４８５人、損
壊した住宅やホテルは計１,０００棟近くに上り、１万６,０００人以上が避難して
いる。

自動車事故

●危険運転罪認める　あおり運転、男に懲役１８年−東名夫婦死亡事
故・横浜地裁
神奈川県大井町の東名高速道路で、「あおり運転」を受け停止した

車にトラックが追突し、夫婦が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反
（危険運転致死傷）罪などに問われた無職I被告（２６）の裁判員裁判の
判決が１２月１４日、横浜地裁であり、裁判長は同罪の成立を認め、懲役１８
年（求刑懲役２３年）を言い渡した。

弁護側は、停車後の事故に危険運転致死傷罪は適用できないなどと
して、同罪と検察側が予備的訴因とした監禁致死傷罪について、いずれ
も無罪を主張していた。

判決によると、I被告は２０１８年６月５日夜、東名下り線のパーキングエリ
アで、静岡市清水区の自営業Hさん＝当時（４５）＝に駐車方法を非難さ
れたことに憤慨。時速約１００キロでHさん一家が乗った車を追い抜き、車
線変更して進路をふさぐ運転を繰り返し、追い越し車線上に停車させて
追突事故を誘発、Hさんと妻＝当時（３９）＝を死亡させ、娘２人にけがを
させた。

検察側は論告で、I被告が高速上に自分の車を止めた行為が、危険運
転致死傷罪の「重大な交通の危険を生じさせる速度での運転」に当たる
と指摘。あおり運転と、Hさんの停車や追突事故との間には因果関係が
あると主張した。監禁致死傷罪については、前をふさいで車の前進を不
可能にした上、Hさんの胸ぐらをつかむなどして現場からの移動も困難
にしており、成立すると述べた。

弁護側は、悪質な運転を対象にした危険運転致死傷罪は被告の停止
行為に適用できないと主張。追突は停車の約２分後に起きており、あお
り運転との因果関係もないなどと反論した。Hさんへの暴行と、別件の
器物損壊罪は認めた。　

●堺あおり運転死亡、男に懲役１６年　「あえて衝突」殺人罪認める−大阪
地裁支部
あおり運転をした上、追突して男子大学生を死なせたとして殺人罪に

問われたN被告（４０）の裁判員裁判の判決が１月２５日、大阪地裁堺支部で
あった。裁判長は「被告には殺意があった」と同罪を認め、懲役１６年（求
刑懲役１８年）を言い渡した。

公判でN被告は事故を起こし被害者を死亡させたことは認めたが、
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殺意は否認。弁護側は「被害車両の発見が遅れ、ブレーキ操作を誤った
過失だ」として、殺人罪は成立せず自動車運転処罰法違反（過失運転致
死）罪にとどまると主張した。

 これに対し、裁判長は「あえて被害車両に衝突させた。死んでも構わ
ないという気持ちが表れていた」と殺意を認定。「人の命を軽んじる犯
行。動機にくむべき点はなく、厳しい非難が妥当する」と指弾した。

ハイビームを点灯しクラクションを連発したのは「自分の存在を気づ
かせるため」と釈明するなどした被告の供述についても「いずれも信用
できない」と退けた。ただ、「殺意は瞬間的なもので強固なものではな
かった」とも指摘した。  

判決によると、N被告は２０１８年７月２日夜、堺市南区の大阪府道で車を
運転中、大学４年のTさん＝当時（２２）＝のバイクに追い抜かれたことに
腹を立て、加速して追跡。死亡させるかもしれないと認識しながら、時速
９６～９７キロでバイクに追突、転倒させて殺害した。

疾病関連

●インフル患者が過去最多　全国推計２２２万人
厚生労働省は２月１日、全国約５,０００の定点医療機関から１月２７日まで

の１週間に報告されたインフルエンザの患者数が１機関当たり５７．０９人
になったと発表した。前週より３．１８人増え、調査を始めた１９９９年４月以降
で最多となった。

全国の医療機関をこの１週間に受診した患者数は推計約２２２万６,０００
人で、前週から約９万６,０００人増えた。

都道府県別の１機関当たり患者数は、埼玉が８４．０９人で最多。新潟
（７７．７０人）、千葉（７３．００人）、宮城（６９．８１人）、神奈川（６７．９４人）が続き、

全都道府県で警報レベルの３０人を超えた。
全国では、これまで最多だった昨季のピーク（５４．３３人）を上回った。

　休校や学年・学級閉鎖の措置を取った保育所、幼稚園、小中高校な
どは８,９２８施設に上り、前週より２,５８５施設増えた。入院患者数は、前週比
１５８人減の３,２０５人で、年齢別では８０歳以上が１,２２４人で最多だった。

本発表の直近５週間で検出されたウイルスは、２００９年に新型として 
世界的に流行したＡ型が５０％、Ａ香港型が４９％で、Ｂ型が１％となって
いる。

製品安全

●携帯大手で大規模障害　一時、通話・ネット接続が困難に
携帯大手社S社は１２月６日、全国的に大規模な通信障害が発生したと

発表した。午後１時３９分ごろから、携帯電話での通話やインターネット接
続がしづらくなった。複数の通信設備での不具合が原因。同社は「午後
６時４分に完全復旧した」（広報室）というが、一部の地域ではつながりに
くい状態が続いた。

S社の携帯電話契約数は、同社が提供する格安ブランドのY社を含め
約４,０００万件。同社では、通信設備の不具合で、２０１８年２月にも、大規模
な通信障害が発生した。

Y社のほか、S社から回線を借りて通信サービスを展開する格安ス
マートフォン企業などでも同様の障害が起きたという。S社は同日深夜、
設備の不具合はスウェーデンの通信機器大手E社製のソフトウエアが原
因と明らかにした。

通信障害の影響は、消防や物流などにも広がった。東京消防庁は、 

S社携帯の通話サービスが不安定となったことを受け、SNSを通じて「緊
急時は、他社の固定電話または携帯電話から通報してください」と呼び
掛けた。

運送会社では、一部でS社回線を使用する運転手の専用通信端末と
携帯が使えなくなったため、顧客から再配達や集荷の依頼が届かない
事態となった。

格安航空会社（千葉県成田市）では、搭乗口でS社の回線を使った
スマホで搭乗券の照合を行っているが、一時的に手続きが行えなく
なった。手作業に切り替えた影響で、午後８時半時点で国内線の計７便
に１０～１５分の遅れが出た。

労務問題

●契約社員にも退職金 東京高裁判決「全くなしは不合理」
鉄道会社の子会社の契約社員として、駅の売店で販売員をしていた

女性４人が、正社員との間に不合理な待遇格差があるとして損害賠償を
求めた訴訟の控訴審判決が２月２０日、東京高裁であった。裁判長は「長
期間勤務した契約社員に退職金の支給を全く認めないのは不合理」と
し、４人のうち２人に退職金４５万～４９万円を支払うよう命じた。

非正規労働者には退職金が支給されないケースが多い。原告側弁護
団によると、支払いを認めた判決は初めて。

裁判長は、原告の２人が１０年前後にわたって勤務していたことから「退
職金のうち、長年の勤務に対する功労報償の性格をもつ部分すら支給
しないのは不合理だ」と述べた。金額は正社員と同じ基準で算定した額
の「少なくとも４分の１」とした。

住宅手当に関しても、生活費補助の側面があり、職務内容によって必
要性に差異はないと指摘。３人への１１万～５５万円の支払いを命じた。一
方、正社員とは配置転換の有無などの労働条件が異なるとして、賃金や
賞与などの格差は容認した。

一審・東京地裁判決は請求の大半を棄却していた。
４人は６４～７１歳。２００４～０６年に採用され、３人は既に定年退職した。
うち１人は、正社員と非正規との不合理な格差を禁じた改正労働契約

法の施行前に定年で雇用形態が変わったため、高裁は一審同様に請求
を退けた。

情報セキュリティ関連

●ファイル転送サービス　４８０万件流出
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編集後記
「平成」最後となるＲＭＦＯＣＵＳを読者の皆さまにお届けします。
ＲＭＦＯＣＵＳは平成14（2002）年3月に創刊し、平成22（2010）年4月

からはＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループのＲＭ情報機関誌として発行し
ており、本号で第69号を数えます。本誌創刊以来、社会・経済の環境は
めまぐるしく変化し、企業・組織を取り巻くリスクがますます複雑化・多様化
している状況下、本誌においても旬なトピックスに関する記事を提供して
きました。

本号では、ＥＳＧ投資と自然資本リスク、組織の安全マネジメント、サイ
バーセキュリティ、高齢運転者の交通事故防止、食品安全、住生活用ＩｏＴ
等々、ニューリスクを含む幅広い分野について最新動向やソリューション
を紹介しており、皆さまのリスクマネジメント取組の参考にしていただける
ものと考えております。

次号以降も新たな編集体制のもとで発行を継続していきますので、引き
続きご愛読のほどよろしくお願いします。
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Information

〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉

小松原 明哲（こまつばらあきのり）
早稲田大学理工学術院　教授　

【略歴】
1980年　早稲田大学理工学部工業経営学科卒　
産業医科大学医学部訪問研究員、早稲田大学理工学部助手を経て
金沢工業大学講師（1988）、 助教授（1992）、教授（1996）
2004年　早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 経営システム工

学科教授　博士（工学）

専門は安全人間工学・人間生活工学

野城 智也（やしろともなり）
東京大学 生産技術研究所　教授　

【略歴】
東京大学工学系研究科博士課程修了、建設省建築研究所、武蔵工
業大学、東京大学工学系研究科社会基盤工学専攻勤務を経て2001
年より現職
2009年－2012年 東京大学生産技術研究所所長、2013年－2016年 
東京大学副学長を歴任

著書に、『イノベーション・マネジメント:プロセス・組織の構造化から考え
る』（東京大学出版会、2016年）:2017年日本公認会計士協会学術賞
受賞）、『建築ものづくり論（共著）』（有斐閣、2015年）:2017年日本建
築学会著作賞受賞
『生活用IoTがわかる本 暮らしのモノをインターネットでつなぐイノベー
ションとその課題（共著）』（インプレスR&D、2017年）など

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研　組織改編

RMFOCUS（第69号）／2019年4月1日発行

発　行／　　　　　　　　　　　　　　　　      営業推進部
編集長／野﨑 久之

【照会先】〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105
ワテラスアネックス
TEL ： 03-5296-8911（代表）／FAX ： 03-5296-8940 
http://www.irric.co.jp/

（無断転載はお断りいたします）

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社は、健康経営を実践する優れた企業として「健康経営銘柄2019」※

に選定されました。あわせて、グループ７社とともに「健康経営優良法人・大規模法人部門（ホワイト500）」※※に認定されました。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研 メールマガジンを創刊
企業・組織のリスクマネジメント取組にお役立ていただける最新かつ実践的な資料・情報やセミナー等について、無料のメールマガ

ジンで皆さまにお知らせしています。

※
経済産業省と東京証券取引所が共同で、従業員等
の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り
組んでいる企業を「健康経営銘柄」として選定してい
るものです

※※
経済産業省と日本健康会議が、上場企業に限らず
大規模法人のうち保険者（健康保険組合等）と連携
して優良な健康経営を実践している法人について認
定するものです

●ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社（３年連続）
●三井住友海上火災保険株式会社 （３年連続）
●あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 （３年連続）
●三井住友海上あいおい生命保険株式会社（２年連続）
●三井住友海上プライマリー生命保険株式会社（初認定）
●三井ダイレクト損害保険株式会社（初認定）
●ＭＳ＆ＡＤシステムズ株式会社（２年連続）
●ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社（初認定）

健康経営優良法人2019（大規模法人部門）認定法人

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研は、2019年4月1日付で組織改編を行いました。

１．インターリスクレポートの発行情報 
２．セミナー・イベントの開催情報 
３．RM情報誌の発行情報 ほか

配信コンテンツ例 
QRまたは下記URLから登録フォームにアクセス
のうえ、お申込みください。
https://www.irric.co.jp/mailmagazine/

（当社オフィシャルHP）

お申込み方法

登録は
こちらから▶

「健康経営銘柄２０１９」に選定されました

［ 海外各社 ］

MS&ADインターリスク総研の組織体制
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未来社会予測未来社会予測

シンポジウム「ＥＳＧ投資と自然資本リスク ～投資家に
よる森林破壊リスクの評価とその対応～」開催報告

レジリエントでサステナブルな社会をめざして年間シリーズ

■「安全マネジメント」を巡って ～ヒューマンファクターの立場から～

■高齢運転者の認知症予防と交通事故防止の取り組みについて
～運転技能低下・ＭＣＩ・認知症の早期発見早期予防のために～

■東京2020オリンピック・パラリンピックを見据えた食品安全対策のポイント
■日本企業におけるサイバーセキュリティ対策の進捗状況
～企業向け実態調査結果をふまえて～

住宅用IoT  ～つながることによる可能性とリスク～

※バックナンバー
はこちら
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