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巻頭特集として、主要なリスクトピックスの、平成の時代を通した動向を振り返るとともに、令和の新時代に企業・組織において求めら
れる対応を概説、今号・次号の２回にわたってお届けする。
●今号でお届けするトピックス
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日本企業のリスクマネジメント体制整備状況
～実態調査結果を踏まえて～

09
リスクマネジメントに取り組む企業は年々増加しているが、取り組みに際して参考になりうる他社の実態情報は、極めて少ないという
のが現状である。ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では「企業のリスクマネジメント体制整備状況調査」を実施した。本調査の主な結果を
ご紹介し、より実効性のあるリスクマネジメント体制を整備・運用していく上でのポイントを解説する。

日本ユニシスは、汎用コンピュータ等の輸入販売という形で情報機器を取り扱ってきたが、内外の環境変化により、取扱製品は情報
機器以外の製品にも広がっている。情報機器の製品安全については、以前より教育・啓発、事故対応の体制整備などに取り組んでき
たが、新たな取扱製品については、製品安全リスクの高い製品への対応、製品の設計・開発に関与する場合の対応、セキュリティに起
因するセーフティへの対応という課題が有る。これらの課題へ適切に対応し、顧客に安心安全なサービスを提供し続けることを目指し
ている。

2019年の健康経営優良法人認定の認定項目に「女性の健康保持・増進に向けた取り組み」が盛り込まれたが、女性特有の健康課題の
取り組みは生産性向上だけでなく女性活躍推進の観点でも対応する必要がある。女性の健康課題はSDGs（持続可能な開発目標）に
も関連し少子化対策における企業の役割という視点でも十分に意識する必要がある。本稿では、現在、メディアや政財界で盛んに述
べられている女性の健康づくりの重要性について、女性活躍の歴史的経緯や環境面の変化を含め考察する。

2019年のリスクマネジメント協会（ＲＩＭＳ）年次総会が、4月28日～5月1日、米国・マサチューセッツ州ボストンにて開催された。ＲＩＭＳ
年次総会は、最新の知識・知見を得る場であるとともに、企業のリスクマネジャーと保険ブローカーや各種リスク関連サービス会社と
の情報交換の場となっている。本稿では、2019年次総会への参加者の視点から、世界のリスクマネジメントに関する最新動向について
報告する。

クルマの電動化、特に電気自動車（以下ＥＶ）へのシフトが注目されている。しかしＥＶ普及には価格や充電設備の増加等、多くの決定
要因があり、その見通しは冷静に判断する必要がある。本稿では、ＥＶ普及の決定要因等を確認し、2030年を一つのターゲットにした
実際の進捗速度の見通し等を検討する。
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平成から令和へ

今号で取り上げるトピックス

次号で取り上げるトピックス

〜平成のリスクトピックスを振り返る〜

第1回

特

集

サステナビリティ

サステナビリティ（持続可能性）という言葉を平成20年ごろ
から経済やビジネスの文脈で頻繁に耳にするようになったが、
環境問題の議論においては以前から存在した言葉である。昭
和の終わり、国連の「環境と開発に関する世界委員会」の報告書

（1987年）において「持続可能な開発」の概念が提唱され初め
て一般に知られることとなった。この概念は今なお地球環境問
題の取り組みのベースとなっている。そこで現在ビジネスにおい
て使われているサステナビリティに関するトピックスについて平
成とともに振り返ってみることとする。

平成の時代を通して地球温暖化、紛争、格差拡大といった地
球規模の問題が深刻化し、問題に取り組むための各種枠組み
が策定された。まず平成4年に「国連環境開発会議（地球サミッ
ト）」が地球環境の保全と持続可能な開発の具体的な方策を
立てることを目的として開催され、「気候変動枠組条約」、「生物
多様性条約」の二つの条約の署名が開始されるなど、国際社会
が協調して環境問題に取り組むことが合意された。これをきっ
かけに企業による環境への取り組みが本格化した。

平成9年には東南アジア工場での児童労働・強制労働発覚
による大手スポーツ用品ブランドに対する不買運動が発生す
るなど、新たな社会問題が浮き彫りとなった。このような背景か
ら、平成12年に「国連グローバルコンパクト」が設立され、企業

の社会的責任（CSR）という概念が広がるとともに、企業による
人権・労働・企業統治といった社会課題への本格的な取り組み
が始まった。

平成10年代後半から平成20年代初めは、PRI（責任投資原
則）の発足やリーマンショックがきっかけとなり長期的に利益
を出し続ける経営を重視する機運が高まり、その実現には企業
の持続的成長の源泉となるE（環境）、S（社会）、G（企業統治）
への取り組みが重要であるとの認識から、機関投資家による
ESG投資が広がった。こうした動きを受け、企業では環境と社
会の問題を共に扱うサステナビリティ部門を創設するなど、環
境と社会を統合的に扱う動きが出始めた。

また平成20年代には事業活動による環境や社会への負の影
響の低減だけでなく、技術、製品・サービスを通じて社会課題の
解決に貢献するという「CSV（共通価値の創造）」が提唱され、成
長戦略として環境・社会課題に取り組むことが求められるよう
になった。平成27年には国連で「SDGs（持続可能な開発目標）」
が、気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）で「パリ協
定」が採択され、また、金融安定理事会でTCFD（気候変動関
連財務情報開示）が設立された。これら一連の出来事は環境や
社会などグローバルな問題を経営の重要課題とすべきであり、 
それらの取り組みが企業価値の向上につながることを示した。
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風水災

平成の31年間に日本国内で発生した自然災害のうち、顕著
な被害をもたらした風水災を表2に示す。

平成30年に「平成30年7月豪雨（西日本豪雨）」や、「台風第21
号」、「台風第24号」など、風水災が連続して発生し、甚大な被害
をもたらしたことは記憶に新しい。さらに、振り返ると、農作物
に甚大な被害を与え、平成30年台風第21号に次いで史上2番
目に高額な保険金支払となる損害をもたらした「平成3年台風
第19号」や、兵庫県北部から京都府北部の地域で広範囲の浸
水をもたらし、死者・行方不明者が98名にのぼった「平成16年
台風第23号」、広島県の一部地域で大規模な土砂災害を引き
起こし、多数の死者が発生した「平成26年8月豪雨」などが平成
の31年間に発生した大規模な風水災の事例として挙げられる。

気象庁の観測結果によると、1時間降水量50㎜以上、ならびに
1時間降水量80㎜以上の降雨（短時間強雨）の年間発生回数は
いずれも増加（統計期間1976～2018年）しており、地球温暖化に

平成の時代においてサステナビリティは経済・ビジネスの
重要なテーマとなった。令和の時代においてはサステナビリ
ティこそがビジネスを成長へ導く手段であると認識し、さら

ともなって熱帯低気圧の数や、熱帯低気圧に伴う雨の強さは令
和の時代にも増大する傾向があると予想されている。このこと
は、河川の氾濫、堤防決壊による災害だけでなく、市街地などで
降雨時に排水が追い付かず浸水するいわゆる「内水氾濫」の増
加にもつながる。

平成31年3月に改定された「避難勧告等に関するガイドライ
ン」(内閣府)では水害・土砂災害の防災警報が5段階の警戒レ
ベルで提供され、豪雨時にとるべき行動がわかりやすく示され
るようになった。今後も増加が予想される風水災への対応にお
いては、これらの防災気象情報を注視して、速やかに行動に移
す「緊急時の対応」と、各自治体などで作成されているハザード
マップなどの事前情報を常日頃より収集し備える「平時の対応」
の二つを確実に実践する仕組み・体制づくりが不可欠となる。

リスクマネジメント第一部　災害リスクグループ
コンサルタント　三輪 真也

に一歩進んで経営課題として積極的に取り組むことが求め
られている。

リスクマネジメント第三部　サステナビリティグループ
アシスタントマネジャー　木根森 敦子

時期 トピックス
平成4年 「国連環境開発会議（地球サミット）」（リオ・デジャネイロ）開催　企業に環境専任部門の設置が始まる
平成9年 世界的大手スポーツ用品ブランドに対する不買運動の発生
平成12年 国連グローバルコンパクト（UNGC）発足
平成15年 日本企業でCSR専任部門の設置が始まる（大手電機、電子メーカー等）
平成18年 PRI（責任投資原則）発足
平成20年 リーマン・ショック（世界的金融危機）が発生
平成23年 マイケル・ポーター（ハーバード大学教授）が「CSV(Creating Shared Value)」を提唱
平成27年 •国連にて「SDGs（持続可能な開発目標）」採択

•気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）にて「パリ協定」採択
•金融安定理事会にて「TCFD(気候変動関連財務情報開示タスクフォース)」の設立公表

【表2】平成31年間に発生した主な風水災

【表1】サステナビリティに関連する主なトピックス

時期 自然現象・災害の名称 被害概要
平成3年9月 平成3年台風第19号 「りんご台風」の別名でも知られ、主に青森県で農作物への重大な損害が発生した
平成16年10月 平成16年台風第23号 「トカゲ(tokage)」と命名された台風であり、近畿地方(兵庫県・京都府北部など)に大規模な洪水

をもたらした
平成26年8月 平成26年8月豪雨 広島市内を中心に大規模な土砂災害が発生し、70名を超える死者が出たもの
平成27年9月 平成27年9月関東・東北豪雨 台風第18号の影響で関東・東北地方で記録的な大雨。鬼怒川の堤防が決壊し、主に茨城県常総

市で大規模な浸水が発生した
平成29年7月 平成29年7月九州北部豪雨 停滞した梅雨前線や、台風第3号の影響により、西日本から東日本にかけて猛烈な雨となった。水

没や家屋の倒壊による死者・行方不明者44名、全壊・半壊住家1,439棟、床上浸水住家202棟
平成30年7月 平成30年7月豪雨

（西日本豪雨）
集中豪雨により、広島県・岡山県・愛媛県などで土砂災害や洪水が発生。死者数は平成の水災で
最多(200名超)にのぼり、甚大な被害となった

平成30年9月 平成30年台風第21号 高潮による関西国際空港の浸水や、西日本を中心とした暴風による建物の損壊等が発生。支払
保険金額が平成風水災史上最大額となる深刻な被害が発生した

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

（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）
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労働災害

運輸安全マネジメント

日本の労働災害発生件数は長期的に減少傾向を示している
（図1）。平成元年から平成30年にかけての労働災害による死
亡者数は約62%、休業4日以上の死傷者数（以降、死傷者数と
表記）は約42%減少した。特に平成30年の死亡者数については
909名と過去最少を記録している。これは労働安全衛生法など
の法規制や、各企業における安全衛生活動が奏功した結果で
あると考えられる。しかしながら、近年の死傷者数については、
平成21年以降を境に年々増加傾向にある。

一般的に「労働災害」という言葉からは、業務中の怪我を想
起しがちであるが、脳・心臓疾患や精神疾患といった疾病型の
ものについても該当する。平成11年以降、脳・心臓疾患は増加
して高止まり、精神疾患は増加の一途をたどる傾向にある。こ
れには労働者の高齢化や心臓疾患の認定基準改訂、精神障
害の認定基準の策定が関係していると考えられる。これらへの
対策として、疾病型の労働災害につながる要因として挙げられ
ている長時間労働・過重労働・メンタルヘルス不調を改善すべ
く、国として「働き方改革」や「ストレスチェック制度」を推進して 

運輸事業においては、平成17年にヒューマンエラーに起因す
ると考えられる事故・トラブルが連続して発生したことを契機
に、平成18年10月に、自動車、鉄道、海運、航空の各輸送モード
に関わる事業法が改正され（運輸安全一括法の施行）、一定規
模以上の運輸事業者に対して、安全管理規程の作成や安全統
括管理者の選任等が義務づけられることとなった（次頁表3）。 

おり、今後も継続的に重要なトピックとなるものと考えられる。
厚生労働省では、労働災害を少しでも減らし、安心して健康

に働くことができる職場の実現に向け、第13次労働災害防止計
画を策定している。これは、平成30年（2018年）を初年度とし、令
和の時代を含む5年間にわたり、国、事業者、労働者等の関係者
が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めたものであ
る。本計画が目指す社会を実現していくためのポイントの1つと
して、就業構造の変化および働き方の多様化に対応した対策
の推進が挙げられている。例えば、高年齢労働者および外国人
労働者の増加や、AIなどの技術革新により産業現場において自
律的に作業を行う機械の導入などに伴って生じる新しいリスク
をふまえ、労働者の特性に合わせた安全対策や人と機械の安
全な協働の方策等について検討する必要がある。そのためには、

「安全文化」すなわち、「安全を最優先する企業文化」を醸成し、
組織全体として労働災害の低減に努めていくことが望まれる。

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　阿部 龍之介

本改正により、「運輸安全マネジメント制度」が開始され、事業者
自らが、経営トップから現場まで一丸となって安全管理体制を
構築・改善することで、輸送の安全性を向上させることが求めら
れるようになった1）。

国土交通省は、事業者が構築した安全管理体制に対して、
実施状況を確認する「運輸安全マネジメント評価」を行うことと

【図１】労働災害による死亡者数、死傷者数の推移（平成元年～平成30年）
（出典：厚生労働省発表の統計を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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なっている。本評価では、国土交通省による事業者の経営トッ
プ・経営管理部門へのインタビューと文書・記録類の確認を通
して、安全管理体制についての各種助言が行われる。

運輸安全マネジメント制度の導入にあたって、国土交通省で
は、事業者における安全管理体制の構築・改善に係る取り組み
のねらいとその進め方の参考として、「運輸事業者における安全
管理の進め方に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」）を
作成している。事業者は、ガイドラインを参考に、自社の状況に
応じた取り組みを進めることを期待されている。ガイドラインは、
平成22年3月と平成29年7月に改訂されており、現行のガイドラ
インは、運輸安全マネジメント制度の浸透度や、社会環境の変
化に伴う課題等が反映された内容となっている2）。

また、平成25年7月に、国土交通省は、民間機関等の活力とノ
ウハウを活用して、中小の自動車運送事業者に対する運輸安
全マネジメント制度の更なる浸透・定着を図るため、運輸安全 
マネジメント認定セミナー（以下、「認定セミナー」）を制定した。

認定セミナーとは、民間機関等が実施するセミナーのうち、事業
者の安全管理体制の構築・強化に有効となる一定の基準を満
たしたものについて、国土交通省が「認定」したセミナーである。
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研は、平成25年9月に、実施機関とし
て国土交通省より認定を受けており、以降前年度まで延べ386
回の認定セミナーを実施し、約17,000名の方に受講頂いた。

運輸事業における事故件数の推移等をみると、運輸安全マネ
ジメント制度は一定の成果をもたらしているといえる。しかし、特
に自動車輸送分野においては、中小規模の事業者が多く、本制
度に基づく安全管理体制の構築が取組途上にある事業者が少
なくない3）。本制度の義務づけ対象以外の事業者においても、運
輸事業の安全の確保が基本的使命であることに変わりはない
ため、令和の時代においても本制度がより多くの事業者に浸透
し、事業者における取り組みが一層深化することが期待される。

リスクマネジメント第二部　交通リスク第一グループ
主任コンサルタント　安藤 令

時期 内容
平成17年4月 ＪＲ西日本福知山線脱線事故発生
平成17年6月 公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討委員会第1回会議
平成17年8月 公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討委員会中間とりまとめ発表
平成18年3月 「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」（運輸安全一括法）公布（平成18年10月1日施行）
平成18年4月 公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討委員会最終とりまとめ発表
平成18年5月 「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」とする。）公表
平成18年10月 運輸安全マネジメント制度開始
平成22年3月 ガイドライン改訂
平成24年4月 関越道高速ツアーバス事故発生
平成25年7月 認定セミナー制度の開始
平成25年10月 安全管理規程の作成等の義務づけ対象をすべての貸切バス事業者へ拡大
平成28年1月 軽井沢スキーツアーバス事故発生

平成29年7月 •運輸安全マネジメント評価の実施に係る基本的な方針の改正
•ガイドライン改訂

平成30年4月 タクシー事業者・トラック事業者の安全管理規程の作成等の義務づけ対象を保有車両200両以上の事業者へ拡大

【表3】運輸安全マネジメント制度の発端と変遷

製造物責任

我が国の製品安全を取り巻く環境は、平成の時代を通じて
大きく変遷してきた。平成7年に施行された「製造物責任法」は、
被害者救済の強化に主眼を置き、諸外国に倣って欠陥責任の
考え方を導入したという点で、我が国における製造物責任制度
の大きな転換点となった。

次の転換点は平成12年前後にみられた、製品安全に関わる
企業不祥事の多発である。大規模な集団食中毒事故や自動車
リコールの隠ぺい問題などが相次いで発覚、マスコミ対応のま
ずさも手伝って社会問題化し、大企業といえども1つの事件・
事故によって存亡の危機に陥る事態を目の当たりにすることと
なった。こうした問題を契機として、個別のPL対策にとどまらず、

全社的な危機管理対策のコンサルニーズが急激に高まった。
その後も製品事故が相次いで発生したことから、行政も消費

者保護の強化に動く。平成18年から19年にかけて消費生活用
製品安全法が改正され、重大製品事故に関する国への報告の
義務化などが新たに導入されるとともに、平成21年には消費者
庁が設置され、平成24年には消費者安全調査委員会（消費者
事故調）も発足した。こうした動きと関連して、当社においても
製品安全に関する関係省庁からの各種の調査研究業務を多
数受託し、我が国における製品安全管理態勢強化の普及・啓
発にかかわってきた。

このように平成の時代は、消費者保護の重要性に関する 

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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認識が我が国で定着するとともに、訴訟で負けないことを目的
とする「PL対策」から、企業の社会的責任を全うするための「製
品安全管理態勢」の構築・運用にシフトした時期であるといえ
る。その一方で約30年の間に企業を取り巻く経営環境は大きく
変貌し、「グローバル化」、「テクノロジーの発達」などの影響を
強く受けるようになった。

令和の時代は生き残りを賭けた企業間競争が更に激しさを
増すことが想定されるが、製品の安全性確保は企業が生き残

るための必要最低限の条件であることは、平成の歴史が証明し
ている。企業としては「製品安全管理態勢の改善・強化」、「リス
クアセスメント実施態勢の持続的な改善」など、これまでの製
品安全管理取組をベースとしつつ、新時代にもしなやかに対応
できる「レジリエントな製品安全管理取組」を指向し、日々進化
し続けていくことが大切になる。

リスクマネジメント第三部　製品安全グループ
グループ長・上席コンサルタント　伊納 正宏

 

【表4】平成時代における我が国の製品安全関連動向

時期
国内の製品安全関連動向

世の中の動き
トピックス ポイント

平成7年 PL法施行 欠陥責任法理の導入 Windows95(平成7年）
インターネット時代の本格到来平成12年頃 安全・品質に関する企業不祥事の多発 PL対策から危機管理対策へ

平成17年〜
重大製品事故の多発
①消費生活用製品安全法改正（平成18年）
② 同上（平成19 年） 

①重大製品事故に関する国への事故報告の
義務化

②長期使用製品安全点検・表示制度の創設

企業の海外進出の加速
平成18年:3.2万社

↓
平成29年:7.5万社

iPhone（平成19年）
モバイルインターネットの時代

平成21年 消費者庁設置 消費者行政の一元化

平成24年 消費者安全調査委員会
（消費者事故調）発足 事故調査の独立性を確保 loT・Al（平成20年代後半）

第4次産業革命の始まり
平成28年〜 安全・品質に関する事故・不祥事の多発 負の影響のグローバル化、捐失の巨額化

株主代表訴訟

平成5年の商法改正で、株主代表訴訟の訴訟手数料が従来
の訴額スライド制から一律8,200円に変更（実質的な大幅引下
げ）され、株主代表訴訟の提起件数（図2）は大幅に増えた。当
初は、総会屋や市民団体等による主張の手段として使われる濫
訴的事案も増えた一方で、会社経営の健全化に寄与すると考
えられる訴訟も増加した。

その後、平成11年を境に、濫訴的事案の減少などを背景に 
訴訟件数も減少傾向に転じた。平成12年の大手都市銀行
ニューヨーク支店での不正による巨額損失事件に関わる株主
代表訴訟判決（次頁表5①）では、取締役にリスク管理の点で
善管注意義務違反があったとして高額の支払いを命じる判決
が出された。

【図2】株主代表訴訟件数の推移　※全国の地方裁判所での係属件数
　（出典：資料版商事法務No.205、商事法務No.1969/2170を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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海外危機管理

平成の時代は、テロ、感染症、自然災害など、様々な海外危機
が発生し（次頁表6）、多くの日本企業がそれらの被害や影響を
受けるリスクが高まった時代といえる。経済のグローバル化の
加速に伴って、大企業だけでなく、多くの中堅・中小企業が製造
拠点や市場を求めて海外展開を行った結果、出張や駐在のた
め海外に派遣される役職員の数や地理的範囲が拡大し、世界
の幅広い地域で発生する危機により、日本人が直接・間接に被
害を受けるケースが増加した。海外進出する企業にとって、現
地採用者を含め、役職員が被害を受けるリスクだけでなく、それ
らを保護する責任も増している。

平成の時代を通じて日本人や日系企業が影響を受けた事例
は、ペルーの日本大使公邸占拠事件に始まり、スマトラ島沖地
震による津波被害、米国同時多発テロなど枚挙にいとまがない
が、中でも日本企業のリスク管理に関する意識を変える契機と
なった事象を紹介する。

⑴タイ洪水
平成23（2011）年のタイ洪水においては、街や工業団地が水

没し、出勤が不可能となり、数カ月もの間、操業を停止せざるを
得ない状況に陥るなど、事業継続に大きな影響を受けた企業

も少なくなかった。これを機に、危機管理の対象として国内での
地震や新型インフルエンザ等を念頭においていた多くの日本企
業が、海外での災害対策や事業継続に関する検討、リスク管理
の重要性を再認識するようになった。また、本件以降、事業継続
のあり方を海外のサプライチェーンにまで広げて検討する企業
が増加した。

⑵アルジェリア人質事件
平成25（2013）年に発生したアルジェリア人質事件では、日本

人を含む20名以上の人質の命が失われる事態となった。
被害に遭ったのは海外経験が豊富な企業であり、現地では

軍が厳重に警備していた等、比較的高度な対策が取られてい
たにも関わらず被害に遭ったことは、多くの企業に衝撃を与え、
危機管理態勢の再考を迫る事例となった。また、被害に遭った
企業において適時・適切な広報対応が行われたことで、多くの
企業にテロへの遭遇も想定したリスク管理、危機管理および危
機管理広報の重要性、必要性を痛感させた。本件以降、危機発
生時の広報対応や、海外における従業員の安全管理に関する 
対策の見直し・強化に着手する企業が大幅に増加した。

令和の時代においても、海外進出する企業のリスク低減する 

これを契機の一つとして、制度の見直しや役員の責任軽減論
議に拍車がかかる一方、コーポレートガバナンス（企業統治）や
内部統制（コンプライアンス・リスク管理・危機管理）等の重要
性に対する認識が高まったことを受けて、平成17年制定の会社
法では大会社への内部統制システムの構築が義務づけられた。

平成19年から訴訟件数は再び増加に転じ、高額の代表訴訟
判決（表5②～⑤など）が続出するとともに、訴訟原因も多様化
するようになった。

平成25年以降、訴訟件数は減少傾向にある。これには、最近
では役員が絡む不祥事が起きた場合、第三者委員会を設けて
調査を行うことも多く、調査結果を受けて会社による役員提訴

（いわゆる会社訴訟）となるケースが増加していること等の影
響も考えられる。そのため、訴訟件数の減少傾向は、役員の責

任追及リスクの減少を示すとは必ずしも言えない。
こうしてみると平成の時代は、役員の責任追及手段として株

主代表訴訟が注目され、活用が大きく拡大した時代と総括で
きる。また、株主代表訴訟リスクへの対策として役員賠償責任
保険（D&O保険）も普及した。平成31年1月に法務省が公表した

「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要綱案」では、
D&O保険について改正会社法に明記する方針が示された。

令和の時代においても、企業・役員においては、役員責任を問
われるような事態を防ぐため、コンプライアンスやリスク管理を
強化し、不正・不祥事等の未然防止を図ると同時に、不正・不
祥事等の発生を想定した危機管理態勢の構築がますます重要
となっており、着実な態勢強化を図る必要があるといえよう。

リスクマネジメント第三部　危機管理・コンプライアンスグループ
シニアマネジャー・上席コンサルタント　井上 知己

業種 請求内容 賠償金額 判決日

① 銀行 ニューヨーク支店の元嘱託行員が米国債の不正取
引により発生させた損失の損害賠償請求

取締役ニューヨーク支店長に5億3,000万ドル、取締役
11名に2億4,500万ドル

大阪地裁
平成12.9.20

② メーカー 運営するドーナツ店で無認可添加物を含む肉まんを
販売したことによる損失の損害賠償請求

取締役2名に53億4,350万円、取締役10名・監査役1名
に5億5,805万円～2億1,122万円

最高裁
平成20.2.12

③ メーカー 恐喝による損害、同社株式買占めにかかる仕手グ
ループの債務肩代わりによる損失の損害賠償請求 取締役5名に583億6,039万円 東京高裁

平成20.4.23

④ メーカー デリバティブ取引による損失の損害賠償請求 取締役1名に67億540万円 東京高裁
平成20.5.21

⑤ メーカー 有害物質を含む土壌埋戻材を不法廃棄し、撤去費用
負担が発生したことに対する損害賠償請求 取締役3名に485億8,400万円 大阪地裁

平成24.6.29

【表5】株主代表訴訟での高額賠償判決の例

（資料版商事法務No.416および各社リリース、報道等を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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成
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ことは考えにくい。企業としては、平時の情報収集を強化すると同
時に、危機発生時の対応の方針やルール、アクションプランなど
を固める必要がある。その上で、要員の育成や訓練の計画的実

【表6】主な海外危機管理関連事象

施により、海外危機への備えを着実に進めることが求められよう。
リスクマネジメント第三部　危機管理・コンプライアンスグループ

主任コンサルタント　　小林 佑佳
シニアスーパーバイザー　吉田 潔

時期 主な事象
平成元（1989）年 中国・天安門事件
平成 3 （1991）年 湾岸戦争勃発、ソビエト連邦崩壊
平成 8 （1996）年 ペルー日本大使公邸占拠事件、英国・BSE発生
平成10（1998）年 インドネシア暴動
平成13（2001）年 米国同時多発テロ（9.11）
平成14（2002）年 バリ島ディスコ爆破テロ

平成15（2003）年 新型肺炎（SARS）集団発生、イラク戦争勃発、米国・
カナダ大停電

平成16（2004）年 スマトラ島沖地震、マドリード列車爆破テロ
平成17（2005）年 米国ハリケーンカトリーナ、パキスタン地震

健康経営

健康経営とは、企業が従業員等の健康管理を経営的な視点
で考え、戦略的に実践することを指す。日本では平成の半ば頃
から、外資系企業などを通じて大企業を中心に徐々に認知さ
れ、平成の終わりにかけて急速に認知度を上げた。

平成は多くの課題が浮き彫りになった時代である。バブル
崩壊により日本経済が停滞する中、ボーダーレス化やテクノロ
ジーの高度化など様々な外的要因を受け、終身雇用や年功序
列賃金といった仕組みは不確かなものとなり、雇用形態の多様
化や女性の社会進出も進み労働を取り巻く環境は大きく変化
した。少子高齢化により労働生産人口は減少傾向に転じ、リー
マンショックによる雇用の停滞が収まると、企業の人材不足が
鮮明となった。新聞などでブラック企業における過労死問題な
どが取り沙汰される中、改めて「人」に関心が向けられた。企業
が積極的に従業員の生産性や活力を高める取り組みを行い、
組織の魅力を高めることが企業の継続的発展には不可欠であ
るとの認識が高まった。

この解決策の一つとして注目されたのが、健康経営である。
政府はこの健康経営を推進するため、健康経営に取り組む優
良な法人の「見える化」と、従業員や求職者・関係企業などから

「社会的評価を受けられる環境整備」などを目的に健康経営

銘柄や健康経営優良法人認定制度といった顕彰制度を創設 
した。また、各自治体においても地域に根差した同様の認定制
度の創設も進んでいる。これら政府や自治体の働きにより健康
経営の認知度はさらに上昇し、大企業だけでなく各地の中小企
業にまで波及してきた。

令和の時代には、AIやビッグデータといったテクノロジーの
目覚ましい発展が期待される。そのように飛躍的なハイテク化
が進む社会だからこそ、テクノロジーでは実現できないことの
価値は高まり、我々人間がどう働くかに焦点が当たる。企業経
営における人材投資の比重はますます大きくなっていくだろう。
従業員に求められる企業となること、人材を惹きつける文化を
確立していくことがこれからの企業には必要になる。

そして、健康経営の取り組みも、従業員（人）を軸に「健康で長
く働き続けられる会社」「コミュニケーションが活発でアイデア
が湧く職場環境」「多様性を認め合う企業風土」など、どんな企
業でありたいかを明確にし、自社の現状を正確にとらえ、自分た
ちにあった取り組みを一つひとつ吟味して実践していくことが
求められる。

リスクマネジメント第四部　健康・医療サービス開発室
上席コンサルタント　鈴木 麻里江

時期 主な事象
平成21（2009）年 新型インフルエンザパンデミック（メキシコ発）
平成23（2011）年 民主化運動「アラブの春」、タイ洪水、中国高速鉄道事故
平成24（2012）年 中国反日デモ、シリア内戦が泥沼化
平成25（2013）年 ボストンマラソン爆弾テロ、アルジェリア人質事件
平成26（2014）年 エボラ出血熱流行、マレーシア航空機行方不明
平成27（2015）年 パリ同時多発テロ

平成28（2016）年 フランス・ニーストラックテロ、バングラデシュ・ダッカ
レストラン襲撃テロ

平成31（2019）年 スリランカ爆破テロ、ニュージーランド・クライスト
チャーチ銃撃テロ

（マスメディア報道などを基にMS&ADインターリスク総研作成）

【表7】健康経営関連の主なトピックス

時期 トピックス

平成4年 米国で「The Healthy COMPANY」 Robert H. Rosen
（著）出版

平成7年 生産年齢人口が減少傾向に
平成20年 リーマンショック
平成24年 株式会社日本政策投資銀行でDBJ健康経営格付融資開始

平成27年
健康経営銘柄選定開始（3月）
持続可能な開発目標SDGｓ採択（9月）※2016－2030年
ストレスチェックの義務化（12月）（労働安全衛生法）

時期 トピックス

平成29年
健康経営優良法人認定開始（2月）
MS&ADインターリスク総研「健康経営コンサルティング」
サービス提供開始

平成31年 働き方改革関連法（働き方改革を推進するための関係法律
の整備に関する法律）（4月）

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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介護離職

平成の時代を通じて高齢化率、平均寿命、健康寿命の上昇
にともない、要介護者のみならず介護する者も増え続け、団塊
の世代がすべて60代になった平成21年頃からは、40代から50
代の働き盛り世代の介護負担増が注目されるようになった。 
平成25年には介護や育児を理由に離職した労働者が年間10
万人を超え、少子高齢化による労働者不足とあいまって、介護
を理由にする離職を防ぐことが重要な課題となった。平成28
年、国は「ニッポン一億総活躍プラン」の中で、安心につながる
社会保障」を掲げ、「介護離職ゼロ」に向けた様々な施策を検
討・実施している。

MS&ADインターリスク総研ではこの「介護離職」に着眼し、
「仕事と介護の両立に関する企業実態調査」を平成27年と平
成29年に実施した。平成27年の調査では、介護離職者は「性
別では女性、年代では40～50代が圧倒的に多い」という特徴
が、平成29年の調査では、男性や他年代の割合が増え、「性別
や年代を問わない」問題となっていることがわかった。一方、
介護離職防止・低減の制度整備を進めている企業は着実に

増加しているが、従業員への「周知」が十分でない実態が浮か
びあがった。

企業にとっては、従業員が介護に直面した場合には、「ひと
りで抱え込まない」ように、専門の相談先（地域包括支援セン
ターやケアマネジャーなど）と会社の支援制度を利用すること
ができるように、あらかじめ従業員に周知することが重要であ
る。一方、従業員にとっては、離職後のほうが、①体力的 ②精神
的 ③経済的にも負担が重くなったと感じる人の割合が多いた
め、介護に直面しても容易に離職を選択せず、どのように仕事と
介護の両立をはかることができるかを考えていくことが重要で
ある。

令和の時代においても、少子高齢化はさらに進むことが予想
され、介護離職防止を企業の重要リスクとして認識・対処し、従
業員のモチベーションを維持・向上するための態勢づくりが求
められている。

時期 トピックス
平成12年 公的介護保険制度スタート
平成19年 団塊の世代が60歳に到達、高齢化率が21％を超える　 超高齢社会に突入
平成23年 第1号被保険者（65歳以上）の要介護認定者500万人を超える
平成25年 介護や育児を理由に離職した労働者が10万人を超える 介護離職10万人時代に突入
平成27年 団塊の世代がすべて65歳以上となり、高齢化率が26％を超える 4人に1人が高齢者
平成28年 「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」を厚労省が公表
平成28年 「ニッポン一億総活躍プラン」閣議決定 介護離職ゼロが国策となる
平成29年 育児・介護休業法改正　 介護休業の分割・介護休暇の半休単位の取得を制定
令和 3年 団塊ジュニア世代が50代に突入 介護離職者増加が懸念される
令和37年 高齢化率が40％を超えると予測される　 2.5人に1人以上が高齢者となる見込み

【表8】介護関連の主なトピックス

リスクマネジメント第四部　事業継続マネジメント第二グループ
福祉医療戦略ユニット

上席コンサルタント　岡本 慎一

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

参考文献・資料等（運輸安全マネジメント）

１）国土交通省「運輸安全マネジメント」＜http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/unyuanzen_tk_000030.html＞（最終アクセス2019年5月27日）
２）国土交通省「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン～輸送の安全性の更なる向上に向けて～」＜http://www.mlit.go.jp/

common/001217521.pdf＞（最終アクセス2019年5月27日）
３）国土交通省「運輸審議会運輸安全確保部会とりまとめ　運輸安全マネジメント制度の今後のあり方～これまでの10年を踏まえた運輸安全マネジメントの

スパイラルアップに向けて～」＜http://www.mlit.go.jp/common/001181473.pdf＞（最終アクセス2019年5月27日）
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RM体制

リスクマネジメントに取り組む企業は年々増加しているが、相
次ぐ自然災害や企業不祥事に加え、会社法・ISO31000などリスク
マネジメントに関連する法令・規格等の改正を受けて、単にリス
クマネジメントに取り組むだけでなく、より実効性のある取り組み
を志向する企業が増加している。

一方で、取り組みに際して参考になりうる他社の実態情報は、
極めて少ないというのが現状である。

今般、MS&ADインターリスク総研では「企業のリスクマネジメ
ント体制整備状況調査」を実施した。本調査の主な結果をご紹介
し、より実効性のあるリスクマネジメント体制を整備・運用してい
く上でのポイントを述べていきたい。

要旨
▪日本企業の多くが、各部門で別個に取り組むのではなく、会社全体で組織的に取り組む「全社的リスクマネジメント
（ERM）」を志向している。

▪一方で、リスクマネジメントに取り組んでいる企業でも、一部の企業ではリスクアセスメント（リスクの洗い出し・分析・評
価）の手順や重要リスクの選定基準が十分に確立されていない。

▪多くの企業で重要リスクに挙がっているのは、「品質クレーム」「地震」「従業員の過労・メンタルヘルス、ハラスメント」であ
り、世相を反映した結果となっている。

▪選定した重要リスクへの対策状況については、ほとんどの企業が何らかの対策を検討している。一方で、対策の推進主
体が明確でない、モニタリング・経営層レビューの仕組みの整備がやや遅れているなど、重要リスク対策管理の仕組みに
課題を残していることも明らかになった。

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 統合リスクマネジメントグループ
グループ長 上席コンサルタント　　　　　　高

た か は し

橋 敦
あ つ し

司 

〜実態調査結果を踏まえて〜

日本企業の
リスクマネジメント体制整備状況

１	調査概要

⑴調査方法
郵送・WEB方式によるアンケート調査

⑵調査時期
2019年1月～2月

⑶調査対象
上場・非上場の企業より12,500社を無作為に抽出

⑷有効回答数
525件（回収率4.2％）
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RM体制

２	主な実態調査結果
⑴リスクマネジメントへの取り組み状況

本調査によれば、何らかの形でリスクマネジメントに取り組んで
いる企業の割合は83％で、その内訳をみると、「会社全体で取り組
んでいる」が68％、「一部の部署や拠点で取り組んでいる」が15％で
あった（図1）。単に何らかの形でリスクマネジメントに取り組むので
はなく、全社的リスクマネジメント（ERM）を志向している企業の多
いことがうかがえる。

会社全体でリスクマネジメントに取り組む割合を従業員規模で
みると、500人未満の企業では59.1％にとどまるのに対し、500人
以上の各カテゴリーでは70%台～80%超に上っており、おおむね
規模の大きい企業ほど、会社全体でリスクマネジメントに取り組
む割合は高い傾向がみられた（図2）。

さらに、会社全体でリスクマネジメントに取り組む割合を業種
別（企業集団では企業集団の中核業種）でみると、「機械・電機製

品製造業」「倉庫・運輸業」が70%台となった一方で、「卸売業」が
57.1％、「金属製品製造業」では40%に留まった（図3）。

⑵リスクマネジメント体制の整備状況

次に、リスクマネジメント体制の整備状況等を見てみたい。 
なお、本テーマに関わる設問は、「何らかの形でリスクマネジメ
ントに取り組んでいる」と回答した、全体の83％の企業を対象 
としたものである。

まず、リスクマネジメント規程などの社内正式文書に基づいた
活動として位置付けている会社の割合は71.5%であった（次頁図
4）。また、リスクマネジメント委員会などの統括組織を設置する
企業は70%以上（次頁図5）、リスクマネジメント事務局を設置し
ている企業は80%以上に上った（次頁図6）。

リスクマネジメントに取り組む企業の多くが、社内の正式文書
に基づき、かつ統括組織または事務局を設けて組織的に取り組
んでいると考えられる。

【図1】リスクマネジメントへの取り組み

【図2】従業員規模別のリスクマネジメントへの取り組み

【図3】業種別のリスクマネジメントへの取り組み

RM
体
制
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企画部門等がリスクマネジメントの事務局機能を担っているケー
スが多い実態を反映したものと考えられる。

⑶リスクの洗い出し・分析・評価の実施状況

全社的リスクマネジメントの活動において必須となるのが、リス
クの洗い出し・分析・評価（リスクアセスメント）である。

リスクアセスメントの手順や重要リスク選定基準を整備してい
るかとの設問に対し、「整備済」との回答は60％であった（図9）。ま
た、実際にアセスメントを実施しているかとの設問に対し、「手順等
に従い定期的に実施している」との回答は55.1％であった（図10）。

いずれも、会社全体でリスクマネジメントに取り組んでいる、 
あるいは組織的に取り組んでいるなどの回答がおおむね70%以
上であったのに比べて、相対的に低い結果となった。

次に、推進体制の実態をみると、リスクマネジメントをどの部
署等が主導しているかとの設問に対しては、「経営層」または「総
務・庶務」との回答がいずれも約25％で、「リスクマネジメント委
員会等の組織体」（16.7%）、「経営企画・CSR部門」（10.4％）がこ
れに続く（図7）。大半の企業で、企業全体を総覧する立場の組織
等がリスクマネジメントの牽引役となっていると考えられる。

リスクマネジメント事務局の設置形態については、兼務での設
置が64.1％である一方、リスクマネジメント専任の事務局を設置
するケースは18.6％に留まった（図8）。総務部門、法務部門、経営

重要リスクを明確にしていると回答した企業が、実際に選定し
た重要リスクについて最も多かったのは「品質クレーム」（39.6%）
で、次いで「地震」（36.2%）、「従業員の過労・メンタルヘルス、ハラ
スメント」（33.3%）、「個人情報・機密情報漏えい」（31.1%）という
結果となった（次頁図11）。相次ぐ品質問題の発覚、大阪北部地
震・北海道胆振東部地震など大規模災害の発生、ハラスメント問
題に対する社会的非難の高まりなど、日本企業を取り巻く近年の
リスク動向を強く反映した結果と推測される。

⑷重要リスクへの対応状況

重要リスクを明確にしていると回答した企業に、重要リスクの平
時対策を整備しているかとの設問に対し、「整備済」（60.6％）および

「整備中」（30.7％）との回答の合計が9割を超えた（次頁図12）。
また、平時対策を実施・運用しているかとの設問に対しても、 

何らかの実施・運用を行っている企業の合計は9割を超えたが、
そのうち半数を超える企業で「課題がある」との回答があった（次
頁図13）。

リスク管理規程等の社内正式文書に基づく活動

担当者間の共有文書等に基づく活動

担当部署/担当者による都度の指示・要請による活動 

わからない/その他

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

71.5 15.6 12 0.9

RM専任組織 兼務の事務局 経営層等が直接事務局機能

特定の担当者への特命 わからない/その他

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

18.6 64.1 10.6 6.1 0.6

リスクの洗い出し・評価を手順等に従い、定期的に実施

リスクの洗い出し・評価を手順等に従い、実施経験がある

手順等は不明だが、実施経験がある

実施していない

わからない

0.9

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

55.1 20.5 13.1 10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
RM専任の統括的組織（会議体）

RM専任ではなく、内部統制やコンプライアンス等と併せて統括する組織（会議体）

経営会議体（取締役会、経営会議等）

統括的組織（会議体）はない

わからない/その他

30.5 41.2 18.1 9.7 0.5

設置されている　　　　　設置されていない　　　　わからない/その他

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

80.4 18.6 1

経営層 リスクマネジメント委員会等の組織体 

リスクマネジメント専門部署 経営企画・CSR 

総務・庶務 人事・労務

財務・経理 法務

環境・防災 それ以外

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

25.2 16.7 8 10.4 25.4 4.5
1.4
2.1
1.4

4.9

概ね整備済 整備中 整備計画等はあるが未着手

整備計画等は無い わからない

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

60 23.2 5.111 0.7

【図4】自社におけるリスクマネジメントの位置付け

【図8】リスクマネジメント事務局の設置形態

【図5】リスクマネジメントの統括組織の設置状況

【図6】リスクマネジメント事務局の設置状況

【図7】リスクマネジメントの主導役

【図10】リスクアセスメントの実施状況

【図9】リスクアセスメント手順等の整備状況
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【図11】重要リスク選定状況

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

取引関連法令（競争法、腐敗防止関連法令）違反

外為法等の貿易関連法令違反

知的財産権・著作権侵害

役職員の内部不正

その他業法等の法令違反

製品・サービス事故

品質クレーム

品質データ偽装

納期・性能未達

取引先・委託先の倒産、事業撤退

サプライヤーからの調達不能・途絶

特定顧客への依存

企業統治の不全

敵対的企業買収

財務報告の虚偽記載

リスク情報の隠蔽・改ざん

長時間労働

従業員の過労・メンタルヘルス、ハラスメント

職場環境・安全衛生に関連する事故

人材の過不足、人件費の上昇

外国人の不法就労、偽装請負

風評被害

地域住民とのトラブル

個人情報・機密情報漏えい

サイバー攻撃

システム障害

生物多様性の破壊

環境汚染

地震

その他の自然災害（風水災など）

火災

パンデミック

気候変動

通信・電気・ガス・水道等の途絶

テロ・暴動、政治体制の急変

事業進出・撤退に関連する判断の誤り

資金調達上のトラブル

景気・為替の変動

税制の変更

その他

23

3.5

8.2

12.3

26.1

28.3

39.6

4.1

9.1

11.9

11

5.3

6.9

0.6

8.8

4.4

22.3

33.3

24.5

26.7

0.3

3.1

2.2

31.1

10.1

15.1

0

2.2

36.2

11.9

8 .8

0.9

2.5

4.7

1.3

3.5

0.9

6.3

0.6

5.7

【図13】重要リスクへの平時対策の実施状況

概ね整備済 整備中 整備計画等はあるが未着手

整備計画等は無い わからない

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

60.6 30.7 1.86.3 0.6

概ね決めた通りに運用・実施　　　　　　　　　　課題はあるが運用・実施

どちらかといえば運用・実施していない　　　　わからない

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

44.5 48.4 6.9 0.3

【図12】重要リスクへの平時対策の整備状況

せっかく重要リスクを定めたにもかかわらず、対策を各部門任せ
にしている可能性もある。

また、平時対策のモニタリングの仕組みが十分整備・運用され
ていないがゆえに、「計画倒れ」に終わってしまっている可能性も
考えられる。

重要リスクのモニタリングの仕組みを整備しているかとの設問
に対し、「整備済」（54％）および「整備中」（26.3％）との回答の合
計が8割を超えた（次頁図15）。実施状況についても、「実施できて
いる」（53.7％）および「一部分または十分には出来ていない（不十
分ではあるが実施）」（30.1％）の合計は8割を超えた（次頁図16）。

いずれも高い水準である一方で、平時対策そのものの整備割合

当該重要リスクのリスクオーナー 　各部門

RM事務局/RM担当部署  　RM委員会等

わからない/その他

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

37.4 39.2 6.615.3 1.5

【図14】重要リスクへの平時対策の推進主体

では、具体的にどのような課題が想定されるのか。その一つ
として、対策の推進主体が明確でないことが考えられる。重要リ
スクの平時対策の推進主体について、リスクオーナー（責任者 
または責任部署）を定めていると回答した企業は37.4％に留ま
り、「各部門」との回答（39.2％）をわずかながら下回った（図14）。

RM
体
制
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（91.3％）、実施割合（92.9％）に比べると、モニタリングの仕組みの
整備および実施は、相対的にやや遅れていることが読み取れる。

⑸経営者レビューの実施状況

重要リスクを明確にしていると回答した企業に、経営者レビュー
の仕組みを整備しているかとの設問に対し、「整備済」（71％）および

「整備中」（14.7％）との回答の合計が8割を超えた（図17）。実施状
況についても、「年1回以上実施」（74.6％）および「3年間に1回以上
実施」（14.6％）の合計は9割近くに上った（図18）。

３	調査結果を踏まえた取り組みのポイント
⑴全社的リスクマネジメントの目的・方針や推進体
制を明確にする

多くの日本企業では、コンプライアンス活動や事故・災害リス
クの低減活動が全社的リスクマネジメントの基点となっている 

ため、法令違反と直結しないリスクが過小評価される、あるいは
戦略リスクの取り扱いが不明確となることがある。このような現
状に対して、経営層が「当社のリスクマネジメント体制は本当に万
全なのか？」と疑義を抱いているケースは少なくない。

自社のリスクマネジメントの目的・方針や推進体制が、真に自
社の経営理念や社会的責任、環境変化などを踏まえた内容と
なっているかを見直した上で、文書化していくことが必要である。

⑵リスクアセスメントの手順、重要リスクの選定基準
を明確にする

リスクアセスメントや重要リスク選定の際に、
・大小のレベルがバラバラなリスクが挙がって収拾がつかない
・洗い出し漏れの不安が残る
・事務局で起案した重要リスク案と経営層の意向が異なり、

承認を得られない
などの事態に直面するケースは少なくない。
「誰が、どのようにリスクを洗い出し、評価するのか」、「リスクの

大きさをどう表すのか」、「誰が、何を基準に重要リスクを選定す
るのか」をアセスメント実施前に検討し、社内に明示して共通理
解を形成しておくことが必要である。

⑶重要リスク対策の推進主体を明確にする

せっかく重要リスクを選定しても、対策の推進主体を明確に
決めなければ、なし崩しによる各部門任せまたは事務局への「押
し付け」となり、対策全般が埋没してしまいかねない。リスクオー
ナーとその管理責任を明確に定めることが必要である。

⑷モニタリング・経営層レビューの仕組みを確立する

リスクオーナーや対策計画を定めたとしても、「計画倒れ」となる
懸念は残る。リスクオーナーが定期的に進捗状況等をモニタリン
グすることはもちろん、モニタリングの懈怠が無いよう、モニタリン
グ結果の経営層向け報告をルール化する必要がある。

また、モニタリング・レビューを行う前提として、対策計画の
策定時点で、対策により目指すゴールや目標（達成指標）、スケ
ジュール、費用などを明確にしなければならない。重要リスク対
策計画の帳票を整備することで、対策計画に必ず定めるべき要
素を標準化しておくことも有効である。

本調査結果等を参考に、自社のリスクマネジメント体制の強
み・弱みを特定し、より実効性のあるリスクマネジメント活動を志
向、推進いただくことを願ってやまない。

以上

【図16】重要リスク対策モニタリングの実施状況

概ね整備済 整備中 整備計画等はあるが未着手

整備計画等は無い わからない

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

54 26.3 5.412.8 1.5

概ね整備済 整備中 整備計画等はあるが未着手

整備計画等は無い わからない

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

71 14.7 4.27.8 2.4

必要と決めたものは実施　　　　　　　　一部分しかできていない/十分できていない

どちらかといえば実施していない　　　わからない

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

53.7 30.1 14.6 1.5

年1回以上、継続的に実施 直近3年間に１回以上実施

直近3年間では未実施  わからない

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

74.6 14.6 8.4 2.4

【図15】重要リスク対策モニタリングの仕組みの整備状況

【図18】経営者レビューの実施状況

【図17】経営者レビューの仕組みの整備状況

RM体制
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「アセットガーディアン」、「デジタルアクセラレーション」、「スマー
トタウン」の四つである1）。IoT・AI技術を活用して生産性改善を
実現する「アセットガーディアン」の領域をはじめとして、今後はロ
ボットなど、可動型の製品を利用したサービスを提供することも
想定される。

製品安全

１	当社の概要と取扱製品の変化
当社は、1958年設立のシステムインテグレータ注２）である。設立

以来、金融、製造、流通、エネルギー、社会公共などの幅広い分野
の顧客に対して、経営課題の「分析」から「解決」に至るまでの一
貫したサービスを提供している。

当初は米国ユニシスの汎用コンピュータ、およびその周辺機器
であるプリンタや機器テープ装置などの輸入・販売が主な事業で
あり、それらに関連する機器の製造・販売も行ってきた。その後、
オープン化の進展により、汎用コンピュータによる集中処理シス
テムからクライアント・サーバシステムによる分散処理システムへ
とパラダイムシフトがおこり、さらにクラウド、モバイルへとプラッ
トフォームの転換が進んでいる。このような変化に伴い、当社が扱
う製品も、自社ブランドの情報機器だけではなく、他社の情報機
器やIoT機器注３）などへと広がっている（図１）。

また、当社は2018年度から3カ年の中期経営計画「Foresight 
in sight 2020」の重点施策として、注力領域の選択と集中を
挙げている。注力領域は、次頁図２に示すとおり「ネオバンク」、 

要旨
▪日本ユニシス株式会社（以下、「当社」）は、汎用コンピュータとその関連機器の輸入販売という形で情報機器注１）を取り

扱ってきたが、内外の環境変化により、取扱製品は情報機器以外の製品にも広がっている。
▪情報機器の製品安全に関しては、輸入製品を取り扱うPL法上の製造業者として、PL法の施行時から、教育・啓発、事故

対応の体制整備などに取り組んできた。
▪現在は、新たに取り扱うようになった情報機器以外の製品について、対応を進めている。
▪課題として、ロボットのように可動型で製品安全リスクの高い製品への対応、製品の設計・開発に関与する場合の対応、

セキュリティに起因するセーフティへの対応が挙げられる。
▪これらの課題への対応により、顧客に安心安全なサービスを提供し続けることを目指す。

日本ユニシス株式会社
品質マネジメント部 企画室
チーフ・スペシャリスト　　沖

お き し お

汐 大
も と じ

志氏

〜製品安全とセーフティ＆セキュリティ〜

日本ユニシスの
製品安全の取り組み

【図１】当社の取扱製品の変化

製
品
安
全
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２	製品安全の取り組み
製品安全とリスクマネジメント2.1

当社は、輸入やOEM注４）による情報機器を取り扱ってきた。輸
入製品としては、米国ユニシス製の汎用コンピュータや関連機
器、OEM製品としては、他社製のワークステーションや外部記憶
装置などである。このような形で製品を取り扱っているため、PL
法上の製造業者に該当しており、PL法の施行時から事故の未然
防止や事故発生時の対応を行う「製品安全委員会」の設置など
体制を整備し、製品安全に取り組んでいる。

未然防止としては、例えば、製品の誤使用などによる事故防止
のため、製品の取扱説明書による対策を実施している。取扱説明
書については、説明書の作成者向けにガイドの提供や研修を実
施してきた。

また、重大な製品事故の発生時には、リスク管理体制により対
応する。当社は、さまざまなリスクへの対応策を講じることを目的
とした、「リスク管理委員会」を設置している。この専門組織は、当
社グループの経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクの定義・可
視化やリスク管理方針の策定など、リスクマネジメントのPDCA
を推進している。製品事故についても、人身事故や物損事故など
重大な事故が発生し、経営に重大な影響を及ぼすリスクが想定
される場合には、製品安全委員会およびリスク管理委員会に連
絡し、速やかに適切な対応を行う。

新たな取扱製品への対応2.2

このように、当社はこれまで情報機器を主な対象とした製品安
全の取り組みを実施してきた。しかし、内外の環境変化などによ
り取り扱う製品の種類が広がってきたため、それに伴い生じる新
たな課題への対応を進めている。

新たな課題としては、製品安全の観点で二つ、セーフティ＆セ
キュリティの観点で一つが挙げられる。製品安全の観点では、自
律走行型ロボットのように可動型で製品安全リスクの高い製品

（以下、可動型製品という）への対応、および、製品の設計・開発
への関与、すなわちサービスで利用する製品の仕様変更や機能
追加への対応がある。セーフティ＆セキュリティの観点では、セ
キュリティに起因するセーフティへの対応がある。これらについて
3章と4章で述べる。

３	製品安全の新たな課題と対応について
前提となる当社の内部環境と外部環境3.1

本節では、製品安全の新たな課題と対応について考えるため
の前提となる内部環境と外部環境について述べる。

⑴内部環境について

企業を取り巻くビジネス環境の変化がますます加速するなか、
当社では「ビジネスエコシステム」を推進している。「ビジネスエコ

 【図２】当社の注力領域（出典：日本ユニシス 中期経営計画（2018-2020） Foresight in sight 2020）
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システム」とは、複数の企業や団体が業界を越えて連携してパー
トナーシップを組み、それぞれの技術や強みを生かしながら、業
種・業界の垣根を越えて共存共栄する仕組み、すなわちビジネス
上の生態系のことである2）。

当社のサービスビジネスでは、必要に応じてパートナーと協業
し、それぞれの強みを生かしてシステムをインテグレーションする
ことにより、顧客に利用価値を提供している。

⑵外部環境について

IoTに関しては、その進展に伴い従来の産業の垣根が低くな
り、製造業がサービス活動を展開する「製造業のサービス化」
や、その反対に、製造業以外の企業が製品を扱う事業を展開す
る「サービス業の製造業化」という動きが見られる3）。例えば、前
者の例としては、コマツの「KOMTRAX」などがある。後者の例と
しては、ソフトバンクの「Pepper」などがある。このように、モノと
サービスの融合が進み、製造業やサービス業が、自身の強みを活
かしながら、お互いの領域に進出するという動きが見られる。

また、IoTシステムは、いくつかの階層（レイヤー）に分けて整理
されることがある。例えば、総務省の情報通信審議会の答申で
は、①端末層、②ネットワーク層、③プラットフォーム層、④サー
ビス（データ流通）層の4階層に分けて整理されている4）。技術的
な視点で、より細かく階層分けされることもある。これらの階層を 
一つの企業が自前ですべてカバーするのは困難であり、自社が提
供すべき箇所、他社と協業すべき箇所を見定めて企画・戦略をた
てることが重要という意見がある5）。

⑶まとめ

このような内部環境と外部環境から、製品安全リスクの高い製
品や、製品の設計・開発への関与については、次のようなことを踏
まえて、どのような立場でどのように取り扱うのが良いか、標準的
な考え方を整理する必要がある。

・「ビジネスエコシステム」のパートナーと連携・協業し、それぞ
れの技術や強みを生かす

・製品は、顧客への価値提供・サービス実現のための手段の
一つであり、選択肢の一つととらえる（製品そのものを製造・
販売、もしくは仕入・販売する業態とは異なる）

当社ビジネスでの製品取扱に関する新たな課題3.2

⑴「可動型製品」に関する課題

サービスの企画の段階では、サービスに対する要求を取りま
とめる中で、ソフトウェアへの要求だけでなく、利用するハード 
ウェア製品への要求も出てくる。IoT関連のサービスなどで、情報
機器以外のハードウェア製品を利用する場合に、その製品を当
社が顧客の要望に応じて選択することもある。必要となる機能
や性能を考慮して、利用する製品種類や、製品を選択することに
なる。

例えば、人手不足や人件費高騰が進む中、小売業における人
手に依存した店舗業務の削減を考えてみる。対象となる店舗業
務としては、商品の売価チェックや欠品チェック、販売促進のため
のPOP（Point of purchase advertising）広告のはずし忘れ
チェックなどが挙げられる。これらについて、自動化する手段を挙
げてみると、次のようなものがある。どの手段をとるかによって、使
用するハードウェア製品も異なってくる。

・棚や天井に「カメラ」を設置してPOP広告や棚札の画像を
チェックする

・POP広告や棚札に「ICタグ」を埋め込む
・「自律走行型ロボット」によりPOP広告や棚札の画像を

チェックする
ここに、「可動型製品」の課題がある。カメラやICタグは自ら

移動することはなく固定型であるが、自律走行型ロボットは可
動型である。可動型の製品は、製品の利用者などの人や、製品
の利用場所などの施設に対して、衝突などにより直接的に損
傷を与える可能性もあり、製品安全に関するリスクが高いとい
える。

⑵「製品の設計・開発への関与」に関する課題

どのハードウェア製品を利用するのが良いかを決定した後に
は、同種の製品の中から、顧客の要望を実現するのに適した機
能・性能を持つ製品を選択することになる。このとき、市販の製品
では機能・性能が不足するケースがありうる。

ここに、「製品の設計・開発への関与」の課題がある。機能・性能
の不足を解消するために新規に製品を設計・開発したり、既存の
製品の仕様を変更したりするという選択肢があるが、この選択肢
は安易には選択できない。そのためのコスト増加や、新たな製品
安全のリスクが生じるためである。このようなケースにどう対応す
るのが良いかは、IoT機器のような新たな製品を取り扱う上での
課題となる。

製
品
安
全
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新たな課題への対策・考え方3.3

本節では、3.2で述べた二つの課題について、対策・考え方を述
べる。

⑴「可動型製品」への対策・考え方

当社は、ハードウェア製品を調達してサービスの一部として利
用するシステムインテグレータである。このため、「可動型製品」に
ついては製造業者および製品の選定により対応する。

つまり、製品を調達する製造業者について、与信調査に加え
て、製品に関連する法令や規格、業界団体の標準への準拠など
ができているかを評価して選択する。具体的には、製造業者が製
品安全の対策を実施する設備や仕組み、プロセスを有しているこ
とや、リスクアセスメントを実施しており、その内容に妥当性があ
ることなどを確認する。特に「可動型製品」の場合は、製品の可動
による直接的な人的・物的損傷のリスクがあるため、それらへの
対応について厳格に評価して、製造業者および製品を選択するこ
とになる。

⑵「製品の設計・開発への関与」への対策・考え方

当社自らが製品の設計・開発に関与し、PL法上の製造業者に
なる場合には、当社がリスクアセスメントを行い、リスクを低減す
る対応も必要となる。しかし、当社は製品に対して要求を出したと
しても、その製品や部品、また製造工程に関して、製造業者以上
の知見を持っているわけではない。

特定の製品を製造するメーカーとは異なり、様々な種類の製
品を取り扱う可能性があるが、それぞれの製品に関係する法令
や規格、標準に対応することは容易ではない。

具体的には、当社のように「様々な製品を取り扱う可能性があ
るが、製造や製品に関する知見を持つわけではない」立場では、
次のような難しさがある。

・当社がリスクアセスメントを実施する場合、製品や部品、製
造に関して必要な知見を持つ、製造業者の担当者以上の成
果を得ることは容易ではない

・製品には、製品ごとに関連する規格や法令、業界標準があ
る。例えば、機能安全規格については、IEC61508をベース
に、各製品分野（カテゴリ）向けの機能安全規格が派生して
いる（図３）。このような様々な製品分野をカバーして機能
安全・品質を保証することは容易ではない。また、規格や法
令、業界標準は時代とともに変化していくものであり、常に
キャッチアップして専門の製造業者以上の理解・対応を行う
ことは難しい

さらに、リスクアセスメントを第三者に委ねるとしても、次のよ
うな懸念が残る。

・リスクアセスメントを依頼した場合のコストと、顧客への提
供価値のバランスが取れないことも想定される。例えば、
社外からの信用を考えると、外部機関の認証を、製品ごと
に取得する方法もあるが、相当なコストがかかることもあ
り得る

・新種の製品であれば、対応できる第三者も限られる
・リスクアセスメントを実施してリスクを低減できても、製造物

責任は残る
このようなことから、製品の仕様変更や機能追加などが必要

になる場合は、当社サービス向けの専用製品とするのではなく、
市場価値を向上させた新たな製品として市販する形で対応でき
ないか検討する。その上で、そのような対応ができる製造業者を
パートナー、ステークホルダーとして協業する。

【図３】各製品分野（カテゴリ）向けの機能安全規格　　（出典：神余浩夫「制御システムの安全とセキュリティの両立」6））
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本章のまとめ3.4

当社はシステムインテグレータとして、システム構築・サービス
開発で培ってきたシステム実装力や、サービスをデザインして実
現する力という強みがある。製品はあくまでサービスを実現する
ための一つの手段ととらえて、自社の強みを生かして顧客に利用
価値を提供することが重要といえる。よって、次のような方針で対
応するのが良いと考える。

・市販品を最大限に活用する。つまり、同種・類似の製品の中
から、顧客、サービスの要求仕様に最も適合するものを選択
する。特に可動型製品の選択にあたっては、製品安全の観点
で製造業者・製品を厳格に評価する。

・製品の仕様変更や機能追加などが必要になる場合には、専
用製品を用意するのではなく、要求を満たす製品を市販品
として提供できる製造業者と協業する。

この場合、製品安全のリスクについては、製品の調達に着目し
た製品安全、つまり、製造業者および製品の選定の基準を策定し
た上で、製造業者によるリスクアセスメントの実施結果を入手し
て評価する取り組みが必要となる。また、製品の取扱のサポート
や、リコール対応については、製造業者などステークホルダーと
の役割分担をしっかりと行う必要がある。

４ セーフティ＆セキュリティ観点の課題への
対応

本章では、今後さらに対応を強化していくセーフティ＆セキュリ
ティ観点の課題について述べる。

IoTシステムのような、サービスで利用する製品がネットワーク
につながるサービスでは、セキュリティに起因するセーフティの問
題にも対応が必要になる。

近年、IoTシステムやIoT機器を狙ったサイバー攻撃は増加して
おり、国内外でサイバー攻撃による事故が多数報告されている。
システムの制御を奪った上、システムにつながる製品の設定や 
ソフトウェアを改ざんして、人に危害を及ぼすような事例もある。

例えば、2015年にアメリカのセキュリティのイベントで発表され
た、遠隔から車載LANに侵入するデモの事例がある。攻撃者は
一度車載LANに侵入し、システムのチップセットのファームウェア
を改造した上で、ブレーキやハンドルの操作を奪取できることが
示されたものである（図４）。この事例は、イベントにて攻撃が可能
であることが示されたものであり、実際に事故が発生したわけで
はない。しかし、人命にもかかわる潜在的な脅威であり、自動車会
社によるリコールが行われている。

このように、製品を扱うサービスでは、セキュリティの脅威が
セーフティのハザードに影響することがあるため、サービスに脆
弱性が無いことの確認や、新しいサイバー攻撃に対応するため
のアップデートの仕組みを整備・強化するなどの対策は重要で
ある。

また、IoT機器としてシステムにつながる製品には、自動車など
のようにライフサイクルが長いものや、センサー類のように機能・
性能が限られているものがあるなどの特徴がある（次頁表１）。

【図４】遠隔から車載LANへ侵入して情報取得、ファームウェアを改造して操作
（出典：CCDS「重要生活機器の脅威事例集 Ver.1.2」7））

製品安全

製
品
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製品安全
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注）
　　　　　　
１） 情報機器：情報を処理したり、伝達・加工したりするための機器。コンピュータと

その周辺機器、またファクシミリ・複写機などをいう（大辞林）
2） システムインテグレータ：企業や行政の情報システムの構築、運用などの業務を

一括して請け負う事業者のこと（IT用語辞典 e-words）
3） IoT機器：インターネットに接続されたあらゆるモノのこと。特にパソコン・スマー

トフォンなどのIT機器以外で、インターネットにつながれたあらゆるモノ(テレ
ビ・デジタルカメラ・DVDプレーヤー・給湯器・センサー類・照明機器など)のこ
と。IoTは「Internet of Things(モノのインターネット)」の略で、あらゆるモノ
がインターネットを介してつながり情報をやりとりし相互に制御を行うことを表す

（知恵蔵mini）
4） OEM：Original Equipment Manufacturingの略。相手先商標製品製造。相

手先ブランドで生産する方式ないしその製品（百科事典マイペディア）

当社としては、このような特徴も踏まえて、日々高度化・巧妙化
していくサイバー攻撃に対応できるように、継続的に対策を強化
している。

５	まとめ
ここまで、当社の製品安全への取り組みと、新たな取扱製品に
よる課題と対策について見てきた。
可動型の製品を含む新たな取扱製品は、今後も利用の増加が
見込まれる。これらの新たな取扱製品に関する事故未然防止の
基本的な考え方としては、ソフトウェアや別製品による対応等の
代替案を十分検討した上で、不用意に新たなリスクを増加させ
ることの無いように、既存製品を最大限に利用するのが良いと考
える。
一方で、顧客への提供価値を考慮すると、既存製品では機能や
性能が不足しており、製品の仕様変更や独自の機能追加を行う
ことが適切なケースもありうる。このようなケースでは、サービス
全体でのリスクや顧客への提供価値を総合的に評価して、製品
の設計・開発への関与やサービスの実施可否について、個別に経
営的な判断を行うなどの対応が必要である。当社ではリスクベー
スでの審議・決裁にて対応している。
今後は、市販品を含むサービス提供の知見や、個別対応の知
見を蓄積し、社内のプロセスや体制の改善に活用すること、また
製造業者などのステークホルダーとも協力して、顧客に安全・安
心なサービスを提供し続けることが重要であると考える。これら
について、今後も当社全体で取り組んでいく。

以上
█ 商標等について

◦KOMTRAXは、株式会社小松製作所の商標である。
◦Pepperは、ソフトバンクロボティクスの商標である。

No 性質

1 IoT機器の機能・性能が限られていること

2 IoT機器のライフサイクルが長いこと

3 IoT機器に対する監視が行き届きにくいこと

4 IoT機器側とネットワーク側の環境や特性の相互理解が不
十分であること

5 開発者が想定していなかった接続が行われる可能性がある
こと

6 脅威の影響範囲・影響度合いが大きいこと

【表１】IoTの性質

（出典：「IoTセキュリティガイドライン」8）を基に筆者作成）

https://www.unisys.co.jp/com/pdf/plan_2018-2020.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000428393.pdf
https://www.unisys.co.jp/com/brand/business_ecosystem.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000461289.pdf
https://www.ipa.go.jp/files/000062794.pdf
https://www.ccds.or.jp/public/document/other/CCDS_CaseStudies_v1_2.pdf
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健康経営

１	注目を集める女性の健康
1960年代から高齢化が大きな問題として認識されるように

なった。1990年代からは少子化に対する問題意識も高まって
きた。

総人口は2008年をピークに減少が始まり、2005年以降は死亡
数が出生数を上回る自然減が続いている。人口減少により社会
の担い手が不足し、経済や財政などに影響をおよぼすことから、
かつてない危機感が高まっている。高齢化により医療や介護な
ど社会保障分野の担い手も不足している。海外人材の活用も始
まっているが、高齢者が支えられる側ではなく支える側になれる
よう、今よりも長く社会的に役割を発揮できる生涯現役社会の
実現、健康寿命注1）の延伸が重要課題となっている。

また、現代は、多くの女性が社会進出し経済活動を担うように
なった。女性管理職も増え始め、健康問題は妊娠や出産・子育
て、就労継続などの人生設計に関する個人の課題にとどまらず、
企業の生産性や男性の働き方にも影響する課題となってきた。特
に、現代女性はライフスタイルの変化で出産年齢が高くなり、女
性特有の健康リスクも高まっている。

また、日本の女性の70%以上が月経随伴症状などの健康リスク
を抱え、その経済的負担は年間約6,800億円にもおよび、そのうち
72%が労働損失によるものと推計されると、2017年7月に在日米
国商工会議所（ACCJ）が公表した「ACCJ–EBC 医療政策白書

要旨
▪2019年の健康経営優良法人認定の認定項目に「女性の健康保持・増進に向けた取り組み」が盛り込まれたが、女性特有の

健康課題の取り組みは生産性向上だけでなく女性活躍推進の観点でも対応する必要がある。
▪また、海外では女性の社会進出やイノベーションとともに女性の健康に関する権利確立も叫ばれている。女性の健康課題

はSDGs（持続可能な開発目標）にも関連しており少子化対策における企業の役割という視点でも十分に意識する必要が
ある。

株式会社ドクターズへルスケア産業医事務所代表
医学博士　　　　　 　　　　　　　矢

や じ ま

島 新
し ん こ

子氏

2017年版」注2）は指摘し、若年から留意すべき疾患など、女性の働
き方の変化による健康への影響を示唆している。

今、「健康経営」注3）と「働き方改革」注4）を実践する企業が増えて
いる。企業では生産性向上や労働力確保に向けた従業員への健
康投資に注目が集まっている。そして「健康経営優良法人認定」
で女性特有の健康課題への対応が問われるようになった。日本
の全労働者の約半数が女性であり、生産性向上には女性の健康
への配慮が必要という考え方だ。企業においては労働力確保が
重要な課題になり、女性活躍は解決の一つの鍵となっている。

一方、現代は雇用形態や帰属意識など従業員の仕事に対する
価値観に変化が生じている。

政府も「一億総活躍社会」に向け、女性の社会進出や高齢者
の活用、個人の価値観に合わせた柔軟な働き方の実現に向けた

「働き方改革」を推進しているが、子育てや親の介護との両立な
どのワークライフバランスだけでなく、従業員視点に立った柔軟
な働き方の提供が必要になってきた。また、女性の健康に関する
認識は雇用問題だけでなく、国内外の様々な環境変化で高まっ
てきている。

本稿では、現在、メディアや政財界で盛んに述べられている女
性の健康づくりの重要性について、女性活躍の歴史的経緯や環
境面の変化を含め考察してみたい。

「健康経営」における
女性の健康課題対応の意義

健
康
経
営
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２	少子化による労働力不足
2015年9月24日に経済の形成・子育てへの支援・社会保障プロ

グラムの強化「新・三本の矢」が発表された。人口減少と高齢化は
生産者を減らすと同時に消費者をも減らす。社会保障費が増える
一方で負担者が減ることから経済財政に悪影響となる。これを回
避するために出生率の向上と高齢化対策としての健康寿命の延
伸が不可欠になり、国民の健康が重要課題となった。

生産者の視点で見ていくと、2002年度（平成14年度）の「厚生
労働白書」でも『働き手』とされる生産年齢人口(15～64歳人口）
は戦後一貫して増加を続けていたが、1995年（平成7年）をピーク
に減少に転じ、今後、さらに縮小していくと危機感が示されてい
る。少子化問題が大企業や中小企業を問わず深刻な労働力不足
を引き起こした。

2018年（平成30年）10月時点の有効求人倍率は1.62倍で、図
1のように2014年（平成26年）から求人数は求職者数を上回り、 

その傾向は現在も続いている。また、完全失業者数は102カ月連
続の減少で168万人と前年同月に比べ10万人減少し、完全失業
率は2.5%とほぼ完全雇用に近いレベルである。　　

図2に示されるように、生産年齢人口は2025年から2040年にか
けてさらに16.6％減少すると言われており、本当の危機はこれか
ら始まる。そのため、多くの企業で労働力の確保に向け高齢者の
雇用延長や女性労働力の確保、外国人労働者の活用が重要に
なっている。

原因となった少子化の視点で見ると、少子化問題は1989年（平
成元年）に合計特殊出生率が1966年の1.58を下回り1.57になっ
たときに「1.57ショック」と呼ばれ本格化した（次頁図3）。1994年
の「エンゼルプラン」以降の「待機児童ゼロ作戦」、2003年の「次
世代育成支援対策推進法」制定、同年の「少子化対策基本法」施
行、2004年の「少子化対策大綱」、2007年の「子どもと家族を応援
する日本」の重点施策、2010年の「子ども・子育てビジョン」の閣
議決定など、様々な施策が矢継ぎ早に示された。しかし、合計特
殊出生率は改善していない。

【図1】求職・就職・有効求人倍率の推移
（出典：厚生労働省「一般職業紹介状況（平成30年10月分）」よりＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図2】生産年齢人口の実績と推計
（出典：総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口平成29年推計」）
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2018年（平成30年）6月4日に公表された「少子化克服戦略会議
提言 少子化－静かなる有事－へのさらなる挑戦」注5）には企業
の役割が示され、「経済的支援のみならず地域や高齢者を含め
た多くの関係者の活用」「親の介護や一人家庭の生活支援、高齢
の親に頼れない核家族を支える仕組み」「不妊治療や出産・子育
てと女性のキャリアを両立する仕組みづくり」が重要としている。 
また、結婚、妊娠、出産、子育ては個々人の自由な意思決定に基づ
くもので選択の多様性への配慮が必要だが、これらの希望をか
なえることや少子化に歯止めをかけることについては企業も当事
者であり、その重要性を認識するとともに、働き方改革では仕事
と妊娠、出産、育児、介護の両立のほか、多様な価値観に沿った
環境づくりが必要だとしている。

我が国では女性の社会進出により婚姻率が低下し、結婚や出
産年齢も高くなり出生率も出生数も改善していない。「保育園
落ちた、日本死ね」というブログによる一般市民の発言が国会で
取り上げられ、これを機に待機児童の解消が重要な政策課題に
なったことも記憶に新しいが、多くの女性が働く時代になった今、
少子化対策での企業の役割も大きくなっている。

３	労働市場における女性活躍の歴史と課題
1945年の女性の参政権獲得で教育における男女共学が実現

し、男女とも社会進出が進んだ。その後、女子大学や女子短期大
学の創設で女性の進学率が上がり、産業振興による市場拡大で
雇用の拡大がさらに進む。大きな転換は、1979年の国連での女
子差別撤廃条約採択後の1985年の「男女雇用機会均等法」の成
立である。男女差別が禁止され女性総合職が拡大するきっかけ
となった。1986年には「労働者派遣法」が施行され、非正規雇用
が増加し、バブル崩壊後も家計維持のために女性の社会進出が 

進み女性労働者は増えてきた。
一方で、情報化など社会環境の変化で女性の仕事に対する価

値観は変わってきた。取得率は依然低いが、育児休業法が改正
され男性による育児も当たり前という考え方になってきており、
1997年には共稼ぎ世帯が専業主婦世帯を上回ることとなった。

しかし、企業業績との関係で人件費は常に調整弁とされてい
る。現在もなお正規社員と非正規雇用の処遇格差は解消されて
おらず、仕事と妊娠・出産・育児の両立などを理由に正社員への
キャリアアップを断念する女性も多く、海外からはキャリアへの
悪影響を排除し、女性の権利や社会進出に向けた環境整備が必
要であるという指摘も出ている。

2015年には「女性活躍推進法」が成立し、機会均等のみならず
女性活躍の結果が検証されるようになった。制度づくりを進める
大企業も増え、これにより女性管理職登用は少しずつ増えている
が、世界に比べると日本の女性管理職の割合はいまだに低い（図
4）。我が国は依然として男性中心で女性が活躍する環境は十分
に整備されていない。

【図3】出生数、合計特殊出生率の推移　　　　　　（出典：内閣府「少子化克服戦略会議（第7回）」資料より転載）

【図4】女性管理職の割合の国際比較（2014年）
（出典：労働政策研究・研修機構「日本の女性の活躍推進について」より転載）
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現在の女性活躍推進では労働力不足の観点で男性業務を女
性にシフトする傾向が強い。特に、OECD加盟国中で日本の労働
生産性は主要国に比べ極めて低く、日本は経済成長に向け労働
力の確保だけでなく生産性向上の取り組みが不可欠といわれて
いる。それゆえ、女性活躍推進は女性の社会進出拡大だけでな
く、男性と同様の生産性を求める風潮となっているが、女性には
男性とは異なったものの見方やアイデアがありそうした独創性を
活かすことが重要である。産前産後休暇や育児休業制度などの
制度設計は、女性の働き方を健康や価値観に合わせる一歩掘り
下げた工夫も必要になってきている。安心して仕事に従事できる
よう、企業においても女性特有の健康課題を踏まえた労働環境
の整備が必要だ。

４	働く女性の健康課題とは
女性の健康課題は少子化対策とともに女性の社会進出が加

速する中で顕在化してきた。これまで、女性自身のヘルスリテラ
シーや健康増進に対する社会的な支援は母性保護や更年期対
策等が中心で、生殖機能以外の男性との違いから生じる健康問
題については自己管理の範疇（はんちゅう）とされることが多かっ
た。しかし、今では女性のこうした課題が経済に影響を与えると
論じられる中で、多面的な課題が意識されるようになってきた。

女性の健康を考える視点としては、「リプロダクティブ・ヘルス
／ライツ（性と生殖に関する健康・権利）」注6）にも触れておきた
い。人間の生殖システムおよびその機能と活動過程のすべての側
面において、単に疾病や障害がないというばかりでなく身体的、

精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを守る1994年の
カイロ国際人口・開発会議で採択された文章に基づく権利であ
る。女性が持つ機能は固有の権利であり、それを守ることが世界
的な常識となりつつある。

女性の健康は、妊娠・出産・育児、そして就労により社会に貢献
しながらその人らしい人生を送るために重要な課題であり、不妊
や病気に気づいてからでは遅く、逆にそれらは社会的かつ経済的
負担の拡大にもつながる。これに対処するためには、若い世代か
らの健康教育や相談、がん検診を含めた健康チェックを含め、正
しい知識や情報の入手と、理解し対応するリテラシーが不可欠に
なっており、企業においても時代の変化を的確にとらえた取り組
みを実施すべきである。

また、女性の健康について考える際、エストロゲンとプロゲステ
ロンという2種類の女性ホルモンが関与していることを忘れては
ならない。これらは常に心と身体の両面において女性に影響して
いる。エストロゲンの分泌は年齢によって大きく変化し、年齢に
よって気をつけたいトラブルや病気も男性とは大きく異なる（図
5）。女性には生活習慣病や心血管疾患など男女共通の健康課
題以外に、骨粗しょう症・骨折、関節・筋肉の変形や弱化、認知症
など、女性ホルモンの低下に関連して起こりやすい課題が多い。 
また、乳がんや子宮がんなどは生活スタイルの変化から発症年齢
が低下し、20代前半から注意が必要な疾患といわれている。

月経周期におけるホルモン変化も重要になる。過重労働など
のストレスとホルモンの影響、さらに、睡眠や休養、運動、栄養な
どの要因から心身に現れる症状も非常に重くなることがある。
PMS（月経前症候群）や月経困難症は働く女性で問題となりや
すく、メンタルヘルス疾患の発症の可能性が高まるばかりか、昇
進意欲の阻害要因になる恐れもある。女性活躍推進においては 

【図5】女性のライフステージとホルモンの変化　　　　　　　　（出典：NPO法人女性の健康とメノポーズの会資料より転載）
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女性の特徴に合わせた健康管理が重要になる。働き盛りの年代
には妊娠・出産があり、管理職登用の時期にはがんや更年期疾
患リスクが増す。これらの管理、両立が不可欠と言えよう。

日本医療政策機構が2018年3月に公表した「働く女性の健康
増進に関する調査2018」注7）では、女性のヘルスリテラシーの高さ
が仕事や妊娠、健康行動と関連があることが明らかにされ、ヘル
スリテラシー向上につながる対策の推進が重要と示唆されてお
り、その重要性が認識されるようになってきた。

女性が持つ妊娠や出産という機能を権利として保つためには、
女性が管理職として活躍するためのポストの用意や両立支援だ
けではなく、体調管理が柔軟に行えるような配慮が必要である。
さらに、本人の努力のみに頼らない具体的な環境づくりや管理が
重要であり、今後は、そうした、先を見据えた対策を実施している
企業が評価されるべきである。

５ 変化する国際社会
―女性能力発揮による新たなイノベーション創出への期待

女性活躍によって得られる利益は労働力の確保にとどまらな
い。最近は多くの企業で女性ならではの感性を活かした新たな
企画や新領域の開発に期待が寄せられ、女性が自ら提言し挑戦
できる文化づくりを進めている。女性の顧客が多く、個人株主が
多数を占める某企業では、将来のあるべき姿を「コア事業を通じ
て社会問題の解決に取り組み、持続的に成長できる強い企業に
なること」とし、健康寿命の延伸、農業振興、地方創生、食糧問題
の課題に取り組んでいる。多様化する消費者ニーズへの対応やダ
イバーシティの考え方に基づき多様な視点を取り入れ、購買者の
視点に立った事業戦略を進めている。同社は健康経営や働き方
改革、ダイバーシティの取り組みは女性目線のイノベーション創
出が狙いだとしている。

国際的に見ても女性活躍は、男性を超越した新たな文化を生
みだしている例が数多く存在する。女性のエンパワーメントを軸
に展開するWomen Economic Forum（WEF）の総会で講演
したインドの情報・放送省の担当大臣、ラジャバジャン・シン・ラ
トーレ氏もイノベーションについて「最新テクノロジーやIoTなど
が想像されるが、イノベーションとはイノベーションになりえる世
の中の"ギャップ"を見極めて突き進むこと、小さくてもこれまでに
誰も起こしたことがない行動のひとつがイノベーションとなり、少
しずつ影響を与えることなのだ」と、女性の感性が役立つことを
述べている。

クリエイティブエコノミーの台頭、商品・サービスの短命化、労
働人口減少による女性の戦力化、多様な働き方を実現するテクノ
ロジーの進展、SNSなどの情報通信手段の進化による世界レベ
ルでのボーダレスの到来、Me tooに代表される女性の発言力の
拡大など変化は著しい。すでに新時代の価値は男性だけでは作
れない時代になっている。

６	企業と社会が取り組むべき課題
我が国においても女性は今後の経済成長の担い手となり、新

たなイノベーション創出に重要な存在となろう。女性特有の健康
課題が生産性に影響するためこれを改善しないと企業業績の向
上につながらないという考え方もあるが、そのためだけの環境づ
くりでは、背景にある個々の課題は解決しない。

女性の健康に配慮することは、企業にとっても女性活躍や生産
性向上を推進するうえで重要になる。また、そうした配慮は持続
可能な社会に不可欠なことでもあり、女性が自らの選択で固有の
権利を維持できるよう、環境を整えることも企業の社会的役割に
なってきている。世界に目を向ければ、女性の能力をイノベーショ
ン創出に活かすことの大切さや、性差による機能の違いを持続可
能な開発目標の一つとして認識し、事業を進める必要があること
が明確になっている。中長期的な視点と広い視野で、女性の働く
環境づくりを計画することが必要になる。

多くの企業では健康経営や働き方改革が進展し、働く女性か
らは表１にあるような健康に直結する意見も出されている。多く
のオフィスワークの女性が感じている共通点である。これらの声
への対応が最終的にどのようにモチベーションを高めるのかを考
えてみてはどうだろうか。また、多くの企業では次頁表２のような
対策も必要と認識されており、これらが最終的にどのような課題
の解決につながるのかを広い視野で考えていくと企業価値も向
上するに違いない。健康経営優良法人認定の2019年の認定項目
に盛り込まれた「女性の健康」では、まず、女性特有の健康課題に
対するリテラシー向上が不可欠だが、個々の具体取り組みを通じ
て従業員の働きがい創出につなげることが重要である。

さらに、健康経営における女性の健康課題の改善は、生産性向
上だけでなく現在の我が国が抱える課題の解決にもつながる可
能性がある。社会的課題の解決はこれからの企業の役割でもあ
り企業の社会的価値を高める要素になる。ぜひ、中長期的かつ広
い視野で女性労働力の活用に取り組まれることを期待したい。

◦年々PMSや月経痛が悪化し物事に集中できない。
◦生理による体調不良で通院したいが身体愁訴には個人差があり、

同じ女性の理解も得づらく通院のための休暇が取りづらい。
◦多忙により不規則な生活が続き太ってしまい健康に不安を感じる。
◦夏も冬もエアコンの影響による乾燥や足腰の冷えなどオフィス環

境が身体に悪い。
◦ストレスで吹き出物が増えた。眠れない。
◦夜勤など不規則勤務で体調が整わない。体質が変わった。
◦食堂のメニューが男性主体のためヘルシーではない。
◦昼休みが短く昼食を落ち着いて取れずリフレッシュできない。
◦忙しすぎて運動をする時間もない。
◦育児休暇は取れるが復帰して時短勤務になると周囲の目が冷たく感じる。
◦時短勤務や子の看護のための休暇取得により評価が下がり（給与

が下がり）モチベーションが維持できない。

【表１】現代女性のオフィスでの身近な課題

健康経営
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健康経営

参考文献・資料等

1）公益社団法人日本産業衛生学会「働く女性の健康確保を支援するため
に」（2018年8月1日）

2）「女性にやさしい職場づくりナビ」＜https://www.bosei-navi.mhlw.
go.jp/＞（最終アクセス2019年5月24日）

3）ACCJ–EBC 医療政策白書2017年版
4）日本の女性の活躍促進について（労働政策研究・研修機構）
5） 労働生産性の国際比較2018（公益財団法人日本生産性本部）
6） 「女性の活躍推進」にむけた 取り組み施策集（厚生労働省）
7） 内閣府男女共同参画局資料「第10分野 生涯を通じた女性の健康支援」
8） 男女雇用機会均等法の変遷（厚生労働省 雇用均等・児童家庭局雇用

均等政策課）
9） 第4次男女共同参画基本計画（平成27年12月25日決定）生涯を通じた

女性の健康支援
10）女性活躍推進法の施行状況について（平成30年6月12日 内閣府・厚生

労働省）
11）「働く女性の健康推進」に関する実態調査（経済産業省）
12）「働く女性の健康増進に関する調査」（ティーペック株式会社）
13）平成29年版働く女性の実情（厚生労働省）
14）働く女性の健康に関する実態調査結果（厚生労働省）
15）（提言）働く女性の健康確保を支援するために（産業衛生学会政策法制

度委員会）
16）働く女性の健康増進調査 2018（日本医療政策機構）

注）
　　　　　　
1）平均寿命のうち日常生活に制限のない健康な期間。2016年の平均寿命と健

康寿命の差（日常生活に制限のある「不健康な期間」）が男性で8.84年、女性で
12.35年となっていることから、長期療養や介護にならないよう、政府は健康寿
命の延伸を重要課題に据え取り組みを進めている

2）在日米国商工会議所(ACCJ) と欧州ビジネス協会(EBC)が日本におけるヘル
スケアシステムの強化と日本国民の健康増進という観点で日本の医療課題を
調査した報告書（2017年9月発行）＜http://www.accj.or.jp/white-papers.
html?lang=ja＞

3）企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果が
期待できるとの基盤に立って、健康管理を経営的視点から考え戦略的に実践す
ること。「健康経営」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標

4）高齢化と少子化により、日本の生産年齢人口（15歳～64歳）は減少が止まず、こ
の状態が続けば近い将来、日本は財政破綻することから、政府は「一億総活躍
社会」の掲げ、女性活躍推進や高齢者の活用、個々人のニーズに合わせた働き
方など進める政策「働き方改革」を開始した

5）内閣府内の少子化対策を検討する「少子化克服戦略会議」がまとめた提言 
＜https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/kokufuku/
k_7/pdf/teigen.pdf＞

6）性や子どもを産むことに関わるすべてにおいて、身体的にも精神的にも社会的
にも良好な状態であることを言い、自分の意思が尊重され、自分の身体に関す
ることを自分自身で決められる権利のこと。1994年エジプトのカイロで開催され
た国際人口開発会議（ICPD／カイロ会議）の「行動計画」では家族計画の捉え
方が、人口問題を解決するための人口増加を抑制する手段ではなく、一人ひと
りの生活や福祉を向上するために情報やサービスを選択しアクセスする権利で
あるとする＜https://www.joicfp.or.jp/jpn/why/rh/＞

7）全国18歳～49歳のフルタイムの正規社員・職員およびフルタイムの契約社員・
職員、派遣社員・職員女性2,000名を対象に行った女性に関するヘルスリテラ
シーと女性の健康行動や労働生産性、必要な医療へのアクセスとの関連性の
調査＜https://hgpi.org/research/809.html ＞

（１）両立支援

◦妊娠中、産前・産後休業や育児休業復帰後の配慮や処遇に関する
周知

◦子育てや介護などを理由とする転勤への配慮、配偶者の転勤先へ
の異動・同行休職等の制度

◦産前・産後休業や育児休業中の情報提供、育児休業から復帰後ま
で相談できる窓口の設置

◦育児休業や育児短時間勤務制度における「法定を超える制度」の 
導入

◦定期的な労働者の意識調査の実施
◦管理職に対する仕事と子育ての両立に関する意識啓発
◦短時間勤務利用者の業務遂行における目標設定や評価方針の職

場への周知
◦育児休業からの復職者を対象とした能力開発やキャリア形成支援

の取り組み
◦不妊治療の支援

（２）ワークライフバランスを可能とする働き方の見直し

◦職場における業務削減の取り組み
◦ノー残業デー等の意識啓発や有給休暇取得を推進する取り組み
◦男女の役割分担意識に基づく慣行の見直しなど職場風土の改善
◦男性の育児休業や看護休暇取得を推進する取り組み
◦働き方に関する管理職へのマネジメント研修
◦フレックスタイムや在宅勤務制度等の柔軟な働き方の選択肢を増や

す取り組み
◦柔軟な働き方を選択した人に対応したキャリアプランやキャリア形成

の方針の明確化
◦管理職の評価へのワークライフバランスの取り組みに関する項目設

定

（３）女性の積極的採用・登用

◦一般職から総合職、限定正社員から無限定正社員等への転換を推
進する取り組み

◦女性の採用や管理職登用にける女性割合を増やす方針や目標の設
定

◦女性がいない、あるいは少ない職場への女性の積極的な配置
◦職階等に応じた女性同士の交流機会の設定、女性を対象とした能

力開発や管理職養成研修の実施
◦管理職に対する女性部下の育成に関する意識啓発や管理職による

女性部下の育成計画の作成
◦女性の採用拡大に向けたインターンシッフ の゚実施
◦女性役員のロールモデル・メンター紹介など、コミュニケーション 

機会の設定
◦女性管理職を対象とした役員養成のための研修

（４）有期契約労働者が活躍するための取り組み

◦パート・アルバイトや契約社員と正社員との仕事内容や役割区分の
明確化や周知

◦有期契約労働者へのマタハラ・セクハラ防止のための取り組み
◦有期契約労働者を対象とした雇用転換を推進する取り組みやキャリ

アアッフ の゚ための研修の実施
◦有期契約労働者を対象とした産前・産後休業や育児休業取得を推

進する取り組み

以上

【表２】企業が取り組むべき今後の課題（代表例）
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１	ＲＩＭＳ年次総会の概要
2019年のリスクマネジメント協会（ＲＩＭＳ：Risk and 

Insurance Management Society, Inc.）年次総会が、4月28日
～5月1日、米国・マサチューセッツ州ボストンにて開催された。

年次総会が開かれたボストン・コンベンション＆エキシビショ
ン・センター（図１）は、ボストンのウォーターフロントの南東に位
置している。ボストンは、ケンブリッジ市やブルックライン市等に
隣接した東部の大都市であり、米国で最も古い歴史を持つ都市
の一つである。同市は、ボストン茶会事件を契機とした独立運動
発祥の地であり、市内のいたるところに独立運動にゆかりの史跡
が残っている。

ＲＩＭＳ年次総会には、企業のリスクマネジャーやリスクコンサ
ルタント、保険会社や保険ブローカーの社員、リスクマネジメント
を専攻している学生など幅広い分野から参加者が集まる。2019
年度も前年度と同様に、世界70カ国以上から1万人を超える参
加者が来場した。ＲＩＭＳ年次総会は、オープニングイベント、セッ
ション、展示会で構成されており、セッションや展示会は、最新の
知識・知見を得る場であるとともに、企業のリスクマネジャーと保
険ブローカーや各種リスク関連サービス会社との情報交換の場
である。

要旨
▪2019年のＲＩＭＳ年次総会が米国・マサチューセッツ州ボストンにて開催された。年次総会で行われるセッションと展示会

は、最新の知識・知見を得る場であるとともに、企業のリスクマネジャーと保険ブローカーや各種リスク関連サービス会
社との情報交換の場である。

▪ＥＲＭやサイバーリスクをテーマとしたセッションや、自動運転やウェアラブルデバイスなどの技術を扱ったセッションが
多く、これらのテーマに対する参加者の関心度の高さを感じた。

▪自動運転やウェアラブル端末、ドローンなど様々な技術の応用分野が拡大していくと予想される中で、新技術の既存産
業への応用や実用化に伴うリスクへの対応を論じる傾向が高まっていると感じた。

RIMS年次総会

リスクマネジメント協会（RIMS）
2019年次総会報告

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
主任コンサルタント　　　　　　　　　安

あ ん ど う

藤 令
れ い

 

本稿では、2019年次総会への参加者の視点から、世界のリスク
マネジメントに関する最新動向について報告する。

【図１】ボストン・コンベンション＆エキシビション・センターの外観
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２	オープニングイベント
年次総会の開催にあたって、朝食会を兼ねたオープニングレセ

プションと基調講演が催された（図２）。会場内のテーブルには参
加者が自由に座ることができ、筆者のテーブルには、米国内のコ
ンサルティング会社や、オーストラリア、ロシアなど様々な国から
の参加者が座っていた。周囲を見渡しても、欧米やアジア圏など
世界各国から参加者が集まっている様子が見られた。その様子
から、ＲＩＭＳ年次総会が、リスクマネジメントに関する世界規模
の重要な場であることが伺えた。

オープニングレセプションでは、年次総会のスローガン 
が披露され、今回は「多様性（Diversity）」、「グローバルな

（Global）」、「学び（Learning）」、「機会（Occasion）」、「関係
（Relationship）」が謳われた。特に主催者から強調されたのは
「関係（Relationship）」であり、この朝食会だけでなく、会場に
は参加者同士の交流スペースがいくつも設けられていることが印
象的だった。

基調講演では、「The Culture Map –Breaking Through 
the Invisible Boundaries of Global Business」（日本語版タ
イトル「異文化理解力－相手と自分の真意がわかるビジネスパー
ソン必須の教養」、英治出版、2015年）の著者であるErin Meyer
氏が登壇した。Meyer氏は異文化マネジメントに焦点を当てた
組織行動学を専門としており、ビジネスコミュニケーションにおけ
る文化の違いを可視化した「カルチャー・マップ」を開発した人物
である。「カルチャー・マップ」とは、世界各国の経営幹部へのイン
タビューを基に、コミュニケーションの取り方、フィードバックの
仕方、スケジューリング等の八つの指標に沿って、世界55カ国の
傾向を示したものである。講演では、テーブルごとの短時間のディ
スカッションを交えながら、各国の文化的背景の違いによりミス
コミュニケーションが起こりやすい場面について説明が行われ
た。その中で、High Context（文脈や背景への依存度が高いコ
ミュケーションスタイル）な国の代表例として日本が挙げられてお
り、コミュニケーションにおける「空気を読む（Read the Air）」と
いう独特のスタイルが紹介され、筆者のテーブルでも日本と他の
国との文化の違いの話題で盛り上がった。

近年、訪日外国人観光客の増加に伴い、観光地でのトラブルが
ニュースで取り上げられることが増えたように思う。この背景に
も、お互いの文化・慣習への理解不足があると考えられる。また、
最近では、MS&ADインターリスク総研への問い合わせ内容とし
て、海外からの観光客や外国人就労者等に対するリスクマネジメ
ント業務の相談・依頼が急速に増えつつあると感じている。この
講演を通じて、今後は、企業や社会として異文化を受け入れるだ
けでなく、個人としての異文化理解力が一層求められるようにな
ると強く実感した。

３	展示会
会場では、総会期間中に合わせ、リスクに関する各種サービス

や商品の展示会が開催された（図３）。展示会には、保険会社、保
険ブローカーのほか、監査法人、コンサルティング会社、各種リス
ク関連サービス会社などの企業・団体が出展していた。出展者数
は380を超え、各ブースでは自社の製品やサービスの紹介が行わ
れていた。出展者の中には、労働災害事故の防止に関する研修・
セミナーを専門に実施する企業や、e-ラーニング等のオンライン
による交通事故防止サービスを提供する企業も見られた。その
他、会場内には、参加者同士の交流スペースや飲食会場も設けら
れており、和やかな雰囲気で情報交換が行われていた。

【図２】オープニングイベント開始前の会場の様子

【図３】展示会の様子
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RIMS年次総会

ここで、展示会出展者をカテゴリー別に集計し、出展者数の多
い順に10位までを表１に示す。出展者数は、労災補償関連サー
ビス（Worker’s Compensation）が最も多く、前年度と同様に
1位であることは変わらないものの、その出展者数は年々減少し
ている（77、昨年度は91）。また、前年度は10位以内に入っていな
かった、ＥＲＭやコンプライアンス・法規制サービスに関する出展
が増えている。このことから、当該分野への関心度がこれまで以
上に高まっているといえる。

４	セッション
各セッション会場では、リスクマネジメントに関する様々なテー

マについて、専門家による講演が行われた（図４、図５）。セッショ
ン数は前年度からさらに増え、期間中に約240ものセッションが
同時並行で進められた。セッションは、Career Development、
Claims Management、Cyber and Technology Risk、
Industry、Insurance, Legal, and Regulation、Risk 
Modification/Mitigation and Loss Control、Strategic 
and Enterprise Risk Management、などのカテゴリーに 

分けられ、60～90分で構成されているもののほか、展示会場に設
けられたブースでの20分間の短時間のものもあった。

60～90分のセッションとしては、ＥＲＭをテーマにしたものが
最も多く、次いでサイバーリスクをテーマにしたものが多かった。 
また、20分の短時間のセッションでは、自動運転やウェアラブル技
術などに関するものも目立っていた。

筆者は、専門としている交通リスク分野、およびそれと関連性
の高いテーマや、近年のトレンドを扱ったセッションを中心に聴講
した。以下に筆者が聴講したセッションの内容を一部紹介する。

⑴eDrivingにおける自動車リスクマネジメント手法
の紹介

eDrivingは、ヨーロッパおよび北米に主要オフィスを置く自
動車リスク関連サービス会社である。同企業では、自動車リスク
マネジメントについて大きく4段階に分けて実施している。4段階
は、それぞれ「安全文化（Safety Culture）」、「リスクアセスメント

（Risk Assessment）」、「データ集約（Data Aggregation）」、
「対象リスクの低減（Targeted Risk Reduction）」である。 
1段階目の「安全文化（Safety Culture）」では、米国における安
全に関する規格（ＡＮＳＩ／ＡＮＳＳＥ規格）を踏まえ、企業として 

順位 カテゴリー 出展者数 前年度の順位
1 Workers' Compensation 77 1
2 Risk/Loss Control/Safety Services 71 2
3 Computer Software--Risk Management 61 5
4 Claims Services--Property/Casualty 56 3
5 Consultants--Risk Management 55 4
6 Other/Misc. Risk Management Related Services 42 6
7 Enterprise Risk Management (ERM) 38 ランク外
8 Insurers--Property/Casualty 34 7
9 Compliance and Regulatory Services 33 ランク外
10 Insurers/Excess/Surplus/Specialty Lines/Reinsurance 31 8

（出典：プログラムを基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研にて集計、出展者は一部重複）

【図４】セッションの様子①

【表１】展示会への出展者数－カテゴリー別集計結果（上位10カテゴリー）

【図５】セッションの様子②
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「安全」を最優先に位置づけるために、運転に関する規程や、企
業による運転に関する誓約等を作成することが求められる。2
段階目の「リスクアセスメント（Risk Assessment）」では、ド
ライバーのプロフィールや知識、態度・行動に基づいて、インシ
デントや自動車事故に巻き込まれる可能性を評価しようという
ものである。ここでは、ドライバーの運転免許証のチェックや運
転記録などの把握も含まれる。3段階目の「データ集約（Data 
Aggregation）」では、リスクアセスメントの結果やドライバーの
事故歴などから、ドライバーごとにスコア付けし、管理や指導方
法を導くものである。4段階目の「対象リスクの低減（Targeted 
Risk Reduction）」では、リスク低減に向けた具体的な方法とし
て、ドライバーへの指導となる。ここでは、最近の学習者の傾向を
踏まえ、長時間のビデオ視聴などの手法によるのではなく、スマー
トフォンなどの携帯端末で4分以内に視聴できる学習ツール（危
険予知訓練等）が効果的であると述べられていた。

このような自動車リスク管理に取り組んだ企業として、本セッ
ションではNestleの事例が紹介された。Nestleは、世界86カ国
に5万人以上のドライバーを抱えており、2004年には、年間で2億
3,500万個のキットカットの売り上げに相当する自動車保険料を
支払っていた。同企業は、14年以上かけて保険クレームの削減に
取り組み、クレーム頻度は約50%、1台あたりの保険金請求額は
約76%以上削減することに成功した。

本セッションで紹介された手法は、いずれも日本では運輸事業
を中心に既に浸透・発展している考え方であるが、会場では、聴
講者が熱心に耳を傾け質問している様子が見受けられた。

なお、2段階目の「リスクアセスメント」の考え方は、日本におけ
る運転適性診断に近いと思われる。運転適性診断により、ドライ
バーの運転特性をある程度数値化することは可能であると考え
られるが、これはドライバー同士の相対的な評価ではなく、個々
のドライバーに応じた適切な指導を行うことを目的としたもので
ある。また、ドライバーのスコア付けという考え方は、評価軸の設
定の難しさや、社会的に「順位付け」という考え方がなじむかどう
か、検討の余地があると感じた。

⑵自動運転リスクの保険付保

本セッションのスピーカーは、前年度の年次総会でも同テーマ
で講演しており、当時の聴講者は20名程度とのことだった。しか
し、今回はそれをはるかに上回る100名ほどが聴講しており、本
テーマへの関心がより一層高まっていることを実感した。

米国では、2016年9月、米国運輸省の国家道路交通安
全局（ＮＨＴＳＡ：National Highway Traffic Safety 
Administration）が発表した政策において、ＳＡＥ（Society of 
Automotive Engineers）の6段階（Level0～Level5）の自動運
転レベルの定義が採用され、2019年現在、米国内では約50のプ
ロジェクトが米国運輸省の支援のもと進行中であり、20以上の 
プロジェクトが計画中となっている。米国では、自動運転に関する

規制のフレームワークの構築が急速に進められており、2011年に
ネヴァダ州が自動運転車両の運用を認める法案を最初に成立さ
せたことから始まり、現在ではワシントンＤＣおよび21の州で同
様の法律が制定されている。

本セッションでは、一般的な法人向け自動車保険においては、
Level5より下位レベルの自動運転車両に対しては、既存の保険
約款で対応しようという動きがある一方、Level5の自動運転車
両は引き受けない、もしくは明確に引受除外とする動きになると
述べられていた。保険会社各社は自動運転リスクに対する保険商
品を開発中であるが、アンダーライティングにおいて考慮すべきリ
スクの質がこれまでと変わってくると予想される。そのような状況
下、ＯＥＭ企業とサプライヤー間でのリスクプールや、政府出資に
よるリスクプールといった代替手法も生まれると考えられる。

市場の動向としては、PLリスクやサイバーリスクへの対応がよ
り一層重要になってきているが、いまだ標準的な保険カバーの開
発は進んでいない状況である。保険会社の中には、自動運転の車
両やシステム開発、および実証実験等に対する保険オプションを
宣伝・促進している企業もあり、自動運転技術の保険料への影響
度は未知数ではあるものの、今後、交通事故の程度や頻度が低下
していけば、保険料の削減につながっていくことが予想される。

⑶ウェアラブル技術を用いた生体モニタリング

総務省の平成30年度白書１）によると、2017年のウェアラブル端
末の市場規模は約86.2億ドルであり、2020年にはおよそ130億ド
ルにまで拡大すると予測されている。一般消費者向けの機器とし
ては、カメラやスマートウォッチ等の情報・映像型機器や、活動量
計等のモニタリング機能を有するスポーツ・フィットネス型機器
等がある。一方、業務用としては、医療、警備、防衛等の分野での
支援端末や、従業員・作業員の作業や環境を管理・監視する端末
が実用化されている。企業においては、ウェアラブル端末によって
従業員・作業員の作業や環境をモニタリングすることで、労働災
害事故の削減や生産能力の向上が期待できる。労働災害に着目
すると、ウェアラブル端末により作業中における筋肉の動きや筋
肉への負荷状況をモニタリングできれば、作業者の身体で負荷が
かかっている部位をリアルタイムで特定することが可能となり、事
故の未然防止につなげることができる。

本セッションでは、倉庫内の荷役作業やフォークリフトの操作
中における作業者の筋肉の動きを計測し、収集した計測値の活
用事例が紹介された。この事例では、収集した計測値を基に、ケ
ガの兆候や、兆候が現れる前にリスク要因を特定することが可能
となり、労働災害事故の未然防止ができることが示された。

近年、ウェアラブル端末は急速に普及しつつあり、応用範囲も
さらに拡大していくことが予想される。ウェアラブル端末による生
体情報の取得・解析が容易になり、より多くの産業や業務の場面
で、安全管理への活用の実現が期待される。
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⑷ドローンによるクレーム事故と保険引受可能なリスク

無人航空機（ＵＡＶ：Unmanned Aerial Vehicle）」は、一般的
に「ドローン」と呼ばれ、保険会社においても、事故や災害が発生
した際に現場の損害状況を把握するために活用する動きがある。

米国では、2016年から連邦航空局（ＦＡＡ：Federal Aviation 
Administration）により小型無人航空機に対する規制が行わ
れている。2017年に航空規則に新たにPart107が追加されると、
初年度で80,000機以上の商用ドローンの登録があった。現在は、
州・地方政府が、ドローンを使った監視活動におけるプライバ
シー保護についての規制法案の検討を続けている。

ドローン関連技術の活用はドバイが進んでおり、ドバイ警察に
よるホバーバイク注１）の導入や、政府によるドローンタクシーのテ
スト飛行等が行われている。

ドローン関連技術の活用が進められる一方で、世界中で事件
や事故も発生している。直近では、2018年12月に英国・ガトウィッ
ク空港の滑走路にドローンが進入し、空港が閉鎖される事件が
発生した。また、海外では、結婚式会場などでドローンによる撮影
を行う例が少なくないが、来場客にケガを負わせてしまう事故も
発生している。中には、ドローンによりケガを負わせたことが企業
総合賠償責任保険（ＣＧＬ：Commercial General Liability）の
カバー範囲かどうかを争点とした裁判に発展した事例もある。こ
の裁判では、航空機（Aircraft）による事故が免責事項となって
いる保険において、ドローンが「航空機」に含まれるか否かが争わ
れた。結果として、約款上で「航空機」の定義がされていなければ、
ドローンが無人でリモート操作されていたとしても、「航空機」に
含まれるとの裁判所見解が出された。

この裁判所見解を踏まえると、従来の賠償責任保険などで「航
空機」による事故が免責となっている引受条件では、無人航空機

（ドローン）による事故はカバー対象外となる。ドローンが航空
機なのであれば、航空保険でカバー可能かというと、航空保険は
低頻度で大規模な損害が発生することを想定しており、ドローン
のように、高頻度かつ少額クレームとなるような損害をカバーす
ることにはなじまないと考えられる。そのため、ドローン操縦士向
けのグローバルなカバーを提供する損害賠償保険など、ドローン
特有のリスクに対する保険商品へのニーズが高まっている。

５ 2019年次総会における所感と
2020年次総会について

2019年のＲＩＭＳ年次総会においては、会場付近にＵｂｅｒ注２）

とＬｙｆｔ注３）用の乗車場が整備されており、新しい技術・サービス
を積極的に取り入れている様子が見受けられた（図６）。また、各
セッションの聴講を通して、これまでに開発された新技術の既存
産業への応用が進む中、実用化に伴うリスクへの対応を論じる
傾向が高くなっていると感じた。

クロージングイベントで登壇した元プロテニスプレーヤーのBillie 
Jean King氏が基調講演の中で、過去に受けたアドバイスで最も
記憶に残っている言葉の一つとして、”Keep Learning（常に学び
続ける）”というフレーズを挙げていたことが非常に印象に残った。

世界的にも、ウェアラブル端末やドローンなど様々な技術が
確立されていく一方、実際に運用することで顕在化してきたリス
クへの対策をいかに講じていくか、現実に即した形で検討してい
く段階にある。本稿で紹介した自動運転やウェアラブル端末、ド
ローンなどの技術は、今後さらに応用分野が拡大していくと予想
されるが、その際の新たなリスクについて引き続き学び、対策を考
え続けていかなければならない。

2020年のＲＩＭＳ年次総会は、5月3日から5月6日の間で、米国
コロラド州デンバーで開催される。リスクマネジメントに関する最
新の動向を把握する機会であり、新たな知識・知見を学ぶ場とし
て幅広く活用されることを期待している。

以上

RIMS年次総会

参考文献・資料等

１）総務省「平成30年版情報通信白書」
＜http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/
h30/pdf/30honpen.pdf＞（最終アクセス2019年5月14日）

注）
　　　　　　
１） ホバーバイク

ＡＩによる姿勢制御機能を用いて、地面から数十センチの高さに浮いて人が自在
に運転することが可能な乗り物

２）Ｕｂｅｒ
米国のUber Technologies Inc.が運営するオンライン配車サービス

3）Ｌｙｆｔ
米国のLyft, Inc.が運営するオンライン配車サービス

【図６】Ｕｂｅｒ・Ｌｙｆｔ用のタクシー乗車場を示す看板
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要旨
▪クルマの電動化、特に電気自動車（以下ＥＶ）へのシフトが注目されている。しかしＥＶ普及には多くの決定要因があり、

その見通しは冷静に判断する必要がある。
▪個人にとってＥＶ購入には価格要因が大きく、現在は補助金等に支えられている。価格低下には電池の性能向上・低コ

スト化が必須で、材料価格が制約となりうる。また充電設備の増加と非接触型充電といった技術革新も重要である。
▪ＥＶ普及の見通しには複数シナリオが必要で、中国・米国の不透明要因等を勘案すると、現時点では2030年時点の販

売台数で9％程度と考えるのが妥当である。
▪ＥＶ普及の影響は、電動化に加えて自動運転化、コネクティッド化、シェア＆サービス化が相互に関連するＣＡＳＥと呼ば

れる動きの中でとらえるべきである。

電気自動車（EV）の普及見通しと影響

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

な か が わ

川 淳
じゅん

電動化の促進・制約要因と世界の動きの確認

基礎研究レポート

ＥＶシフトの背景1

⑴環境意識の世界的高まり

近年ＥＶが注目されている。自動車会社は世界各地で開かれ
るモーターショーで新しいＥＶのモデルを発表し、その開発競
争は激化している。

ＥＶが注目される最大の理由はその環境性能の高さ注1）で
あり、決定的となったのは2015年の「パリ協定」で温室効果ガス

（主にＣＯ2）の削減目標が策定されたことである。世界のＣＯ2

排出に運輸部門が占める割合は約4分の1と高く、その約75％は
クルマによるものである（International Energy Agency、以
下ＩＥＡの2015年推定）。

パリ協定では先進国だけでなく途上国も含めた主要排出国
が合意し、21世紀後半には排出と吸収のバランスをとることを
目指すこととなった。1997年の京都議定書から約20年で途上
国の経済が拡大（中国はＧＤＰの規模で世界第2位）、しかも途
上国では省エネ等の技術導入も途上であることからＧＤＰの規
模以上に温室効果ガスの排出が大きい。排出ガスが大きい順 

では、1位が中国、2位が米国、3位がＥＵ諸国、4・5位がインドと
ロシアである（ＩＥＡ推定）。

温室効果ガスによる地球温暖化については最近の気候変動
からその被害が推定されるものの、ガスと温暖化の直接的な関
係およびその影響を正確に計測できず、一部には懐疑論者もい
る。しかし、クルマの内燃機関から排出される有毒ガスのＮＯＸ

（窒素酸化物）、ＰＭ（粒子状物質）等についてはその健康被害
が直接的であり、特に都市部でそれは顕著となる。ＮＯＸは酸
性雨および光化学スモッグの原因となり、人体の呼吸器に悪影
響がある。ＰＭも肺・気管支への沈着で悪影響がある。したがっ
て、各国・地域では排気ガス対策が取られ、その低減を目指して
いる。ＥＶは少なくとも走行中には排気ガスが出ず、対策として
極めて有力である。

⑵「ディーゼルゲート事件」と中国の新エネルギー規制

環境意識の高まりに加え、自動車業界を揺るがす事件も起
き、ＥＶシフトを加速させる要因となった。2015年9月、「ディー
ゼルゲート事件」とも呼ばれるフォルクスワーゲン社のディー
ゼル排出ガス不正事件が明らかになった。そのため欧州で
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ディーゼル不信が高まり、ドイツの有力自動車会社は「クリーン
ディーゼル」による環境規制対応が困難になり、その結果、彼ら
はＥＶ化への急速なシフトを余儀なくされた。今ではむしろその
積極姿勢が際立っている。

そうした状況下、2017年9月に中国が新エネルギー車（New 
Energy Vehicle、以下ＮＥＶ）規制を発表、2019年からＥＶ等
を一定以上販売することが自動車会社に課せられることとなっ
た。ＮＥＶ規制には環境対策という目的以外に中国の国内製造
業育成という国策の意図も含まれていることから、中国以外の
自動車会社にとっては悩ましい問題である。しかし現在では中
国が自動車販売の最大市場であることもあり、自動車業界は迅
速な対応を迫られている。

上記のとおり、ＥＶシフトには長期的な影響を持つ背景があ
り、関係者はその動きを十分注視することが求められている。
一方で、ＥＶシフトのスピード感についてやや過剰な想定も見
受けられる。そこで本稿では、ＥＶ普及の決定要因等を確認し、
2030年を一つのターゲットにした実際の進捗速度の見通し等
を検討する。

クルマ電動化の促進要因２

⑴従来車および電動車の特性

ガソリン車、ディーゼル車といった従来のクルマ（従来車）は
一般にエンジンと呼ばれる内燃機関内でガソリンや軽油を燃
焼させ、動力を得る。ガソリン車とディーゼル車では一般にガソ
リン車のほうがＣＯ2の発生量が多いもののＮＯＸ、ＰＭといっ
た排ガスに含まれる有害物質の発生は少ない。また多くの場
合、ガソリンよりも軽油のほうが税金等で優遇され、走行コスト
はディーゼルのほうが安い。燃費もディーゼルのほうが若干良
好で、クルマのタイヤ回転力であるトルクもディーゼル車のほう

が強いため、トラック等の大型車ではディーゼルエンジンを動
力源とするものが多い。一方でディーゼル車はガソリン車に比
べエンジンの騒音が大きく、エンジンそのものの製造コストが
高いという欠点がある。

従来車に対し、電気で動くクルマは電動車と呼ばれる。
電動車の中には、エンジンとモーターの両方で動くハイブリッド
車（Hybrid Electric Vehicle、以下ＨＥＶ）、ハイブリッド車と
ＥＶの中間に属するプラグインハイブリッド車（Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle、以下ＰＨＶ）、電気だけで動くＥＶ、さらには
水素と酸素を化学反応させた際に発生するエネルギーで発電
しモーターを動かす燃料電池自動車（Fuel Cell Vehicle、以下
ＦＣＶ）がある。またＨＥＶの中には電圧が低いもの（主に12V、
48V）と高いもの（200V以上）があり、一般に前者はマイルド 
ＨＥＶ、後者はストロングＨＥＶと呼ばれる。ストロングのほう
が電動モーターで動く部分およびモーター出力が大きく、日本
企業が先行している分野である。

従来車・電動車の特性を相対比較で示すと、表1のように
要約できる。環境負荷が良好になるに従い車両価格といった
ユーザー負担が大きくなる傾向がある。利便性に関してはＥＶ・ 
ＦＣＶは現時点で問題が多く、それは後述する充電等の補充時
間が長いもしくは拠点数が限られることによるものが大きい。

⑵ＥＶの個人にとってのメリット等

ＥＶシフトを考えるにあたり、クルマの購入者である個人が 
ＥＶにどのようなメリットを感じるか、一方でどのようなデメリッ
トがあるかについて検討することはそのシフトのスピードを考え
る上で重要なポイントである。いくつか考えられる点を列挙す
ると次頁表２のとおりである。

購入者にとって車両価格の問題は大きい。現在はデメリットの
「①高コスト」をメリットの「⑤税制・補助金メリット」である程
度相殺しており、デメリットの「②短い航続距離」「③充電・設備
の必要性」の改善を待っているタイミングといえる。しかし、ＥＶ
の普及台数が増えれば増えるほど税制・補助金等のメリットを
与える原資に限界が来るため、台数増による規模の経済性が

【表１】従来車・電動車の特性比較

 （各種資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

従来車 ハイブリッド車
PHV EV FCV

ガソリン ディーゼル マイルド
HEV

ストロング
HEV

環境負荷
車両CO₂ ×× × × △ ○ ◎ ◎

排気 × ×× × △ ○ ◎ ◎

ユーザー
負担

車両価格 ◎ ○ ○ △ × × ××
走行コスト × △ △ ○ ◎ ◎ △

ユーザー
利便性

航続距離 △ ○ ○ ◎ ◎ ×～△ △
補充時間 ○ ○ ○ ○ ○ ××～× ○
補充拠点 ○ ○ ○ ○ ×/○ ×～△ ××

基
礎
研
究
レ
ポ
ー
ト



33　RMFOCUS Vol.70 〈2019 Summer〉

メリット

①環境配慮ステータス
②走行能力:モーターによる高い静粛性、加速能力、走行時の安定性（電池で低重心）
③燃料コスト低下:電気は税金が安いこともあり、ガソリン等より割安
④家庭でも充電可能:家庭に充電設備があればガソリンスタンド等に行く必要なし
⑤税制・補助金等メリット:購入時・保有時に税金減免、補助金付加等のケース多い

デメリット

①高コスト:車両が高額（電池の価格が高いことが主因）
②短い航続距離:特にエアコン等利用時は顕著
③充電・設備の必要性:時間がかかる、場所の確保、一斉充電時の発電インフラ必要
④重い車両:大量の電池搭載が原因

明確に出て車両価格が低下することが必要になる。電池価格
の低下には時間がかかるため、当面は高コストというデメリット
が先行する。

メリットの「①環境配慮ステータス」はある程度経済的に余
裕があることが前提であり、実際に成功しているＥＶの多くは
価格の高い高級車である。富裕層であれば、メリットの「②走行
能力」に一定の金額を支払う余裕もあり、自宅（戸建て）に充電
設備を設置しメリットの「④家庭でも充電可能」を享受するこ
とも比較的容易である。ただし都心部の集合住宅であれば、充
電設備設置の合意が取れるとは限らない。一方で都心居住で
あれば、外部の充電設備網がある程度充実していることが期待
できる。また通勤等で日常的にクルマを使用する場合、メリット
の「③燃料コスト低下」が貢献する。ＥＶユーザーとして比較的
イメージしやすいのが、通勤等の短中距離での日常利用が中心
で、自宅に充電設備を備えている裕福なユーザーである。

⑶電動化の促進要因と制約要因

検討したＥＶのメリット・デメリットを勘案すると、ＥＶ化の促
進要因、制約要因は図１のように要約できる。基本は電池およ
び充電設備の技術革新が最重要で、それが実現するまでは規
制と税制・補助金メリットで流れを維持し、規模の経済性がさ
らに技術革新を促すサイクルを作ることが必要である。

反面、規模の経済性が発揮され始めると、今度は資源制約
が問題となる。電池の大量生産にはコバルト、リチウム等の希
少金属資源が多く必要になり、実際にコバルト（電池の正極
に使用）等の価格は中国のＮＥＶ規制が発表された2017年秋 
ごろに一時高騰した。またコバルト生産の半分がコンゴに集中

し、政治リスクが潜在的に高い。あまりに希少金属の価格が上
昇すると電池価格が上昇し、結果として規模の経済性を相殺
してしまう。ここでも技術革新により希少金属の使用量を抑制
することが求められている。また使用済み電池が大量に出てく
ると、その処理およびリサイクルが必要になる。徐々にその対応
がなされつつあるが、実際に必要十分な対応ができるか予想
が難しい。

電池・充電設備の進展３

⑴電池の種類および能力向上の見通し

電池には我々になじみがある乾電池のような使い切りの
一次電池と、充電により複数回利用できる二次電池がある。 
ＨＥＶ・ＥＶ等の電動車で使われるのは充電と放電を繰り返
し長期間使用する二次電池であり、一次電池に比べランニン
グコストが低い。二次電池の構造は「正極」「負極」「電解質」

「セパレーター」から構成される。電池材料等はそれぞれの
特性に応じて使われており、鉛蓄電池、ニッカド電池、ニッケ
ル水素電池、リチウムイオン電池（Lithium-Ion Battery、次
頁図２ではＬＩＢと略す）等がある。ストロングＨＥＶではニッ
ケル水素電池、ＰＨＶ、ＥＶではリチウムイオン電池が多く使
用されている。

ＥＶが魅力あるものとなるには電池の能力向上とそれを反
映した軽量化が必須であり、加えて安全性向上と低コスト化を 

【図１】ＥＶの促進要因と制約要因　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各種資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【表２】個人にとってのＥＶ購入メリット・デメリット

（各種資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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伴うことが必要である。図２は電池技術向上に関するロード
マップを各国・地域の目標を中心にまとめたものである。

当面は現在主流であるリチウムイオン電池の改良が継続し、
徐々にその能力が向上する。正極・負極の材料で更なる改良は
可能である。ただし、現在のリチウムイオン電池は電解質が液
体で安全性に留意する必要があり、設計に制限が加わる。また
液体電解質は高温・低温時にその能力が低下するといった問
題がある。

それらの問題を克服するには電解質を現在主流の液体では
なく難燃性の固定材料とする全固体リチウムイオン電池（以
下、全固体電池）が有望とされている。基本的な構造は従来の
リチウムイオン電池に近く、電解液が固定材料でセパレーター
が不要という点が異なる。安全性・耐久性・設計の自由度が高
まり、低コスト化が容易になるとともに、エネルギー密度が現在
のリチウムイオン電池を超えることが期待されている。

その実用化は2020年代前半に始まり、能力（エネルギー
密度・充電の高速性）向上が2020年代後半に本格化すると 
いわれている。したがって全固体電池を搭載したＥＶがその能
力・安全性を満たし、市販車として普及し始めるのは2030年前
後と予想することができる。

⑵充電設備の現状

ＥＶに充電するには充電設備が必要になる。充電設備には
普通充電器と急速充電器がある。普通充電器では8時間の充
電で100Ｖならば80km程度、200Ｖならば160km程度走行可能
で、基本的に夜間充電が前提となる。その点で急速充電器なら
ば現在一般的なもので80％の充電に約40分で済む。さらに急
速化を進めるには安全性管理・発熱管理の高度化が必要であ
り、充電器の設置コストも高まる。

その他、ＥＶ普及のために期待されるのが非接触型（ワイ
ヤレス）充電技術である。一定の場所に駐車するだけで充電 
できるのであればその利便性は極めて高い。ただし安全性の確
保・仕様の統一等の課題が残り、車両側および充電設備側の

コスト問題も大きい。たとえば、送電側と受電側の間に異物、特
に金属製のごみが侵入した場合、過熱するといった危険性が 
ある。しかし将来的に規模の経済性が働くような段階に達すれ
ばニーズは大きい。たとえば駐車場を運営する側（専用業者・ 
商業施設運営者等）にとって採算がとれるまでにコストが低
下すればその導入が促進される可能性はある。またＥＶのタク
シーがタクシー乗り場で充電できるのであれば、充電にかける
時間の節約になり、メリットは大きい。

さらに走行中に充電することが可能になればその利便性は
究極的に高まる。ＥＶの航続距離が伸び、電池が小型でも問題
がなくなり、しかも充電に時間をかける必要がなくなる。高速道
路での提供が実際に検討されている。

ＥＶ等電動車の普及見通し４

⑴現状の普及見通しの例

ＥＶの普及速度についてどのような想定が多いのか、確認
する。次頁図３は多く引用される例の一つで、ＩＥＡが発表し
た資料を経済産業省が紹介したものである。パリ協定順守を
想定したシナリオで、2030年に乗用車販売に占めるＥＶは8％、
ＰＨＶは11％、ＨＥＶは12％としており、ある程度現実的な数字
である。

ＩＥＡは上記シナリオ以外に、各国政府が公表した規制・政
策を実行した効果を勘案したシナリオ等、複数のシナリオを示
している。その他にも多くの普及見通しが存在し、一般に、技術
系（含む自動車業界）の機関・人の予測は総じて普及速度に慎
重であるものの、コンサル系の予測は楽観的なものとなる傾向
がある。ＥＶ・ＰＨＶ比率見通しは10-25％、ＥＶのみで7-17％と
ある程度幅広く分布する。

ＥＶ普及にはＥＶのコスト競争力、充電インフラも含めた 

【図２】電池技術に関する各国目標
（出典：経済産業省 自動車新時代戦略会議「自動車新時代戦略会議 中間整理」（2018.8.31）より抜粋）
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利便性が必要で、予測機関の数字の差はＥＶ車両のコスト（従
来車との差の大半は電池）について楽観的かどうかに左右され
る。電池コストの低下は間違いなく期待できるものの、その約
7割が原材料費であり、低下余地は限定的である。電池で使用 
される資源は一般的にＨＥＶを1とすれば、ＰＨＶが5-10、ＥＶが
50-100と急増する。技術革新がここでも必要になる。

⑵普及見通しを左右する要因

ＥＶ等の普及見通しを左右する要因は「環境規制の厳しさ」
「優遇の大きさ」「技術革新の進展」「それらの相互作用」であ
る。政策当局は、優遇という「アメ」と規制という「ムチ」を使い分
けながら、技術革新を後押ししている。企業はそれらをにらみつ
つ、実際に需要がどの程度期待できるか検討し、ＥＶの研究開
発を進めている。ただし需要と技術は相互作用を持つため常に
情勢は変化し、進捗を正確に予想することは困難である。

現在はＥＶ普及のための規制と優遇策が先行し、技術革新
と規模の経済性を待っている段階である。ＥＶを購入する個人
ユーザーにとってＥＶは高額であり、個人にとってメリットがデ
メリットを上回る必要がある。そのため、利便性を高め車両価
格を従来車並みに近づける技術革新が必要で、順調に進まな
い場合、規制・優遇策の限界が来て、技術革新を後押しする力
も弱まる懸念がある。

また電池生産が加速すると資源制約が発生するため、
ＨＥＶ、ＰＨＶの普及、内燃機関の効率向上といった幅広い対
策を採用し、ひずみの生じない発展をはかるべきである。クルマ
利用の場面ごとにＥＶ、ＰＨＶ、ＨＥＶ、従来車等を使い分ける
のが現実的である。たとえば、バスのような公共交通機関は一
定の場所を定期的に走行し、車両導入の先行コストはバス運
用サービスを提供する企業が負担することができるため、ＥＶ
化に適している。実際に中国ではバスのＥＶ化が先行している。

⑶複数のシナリオと現時点での見通し

車載用電池の技術革新について進捗を予想することは難し
く、前頁図２に示された各国目標をメインに考えることが適当
である。実際の進捗はＥＶ需要増加要因（例：電充器の普及・規
格統一）との相互作用でも変動するため、継続的な情報収集が
必要である。規制・優遇策等の面では、ＥＶに積極的な中国の
挫折の可能性、米国の姿勢後退明確化といった動きの影響が
大きい注2）。

そうなると、①環境規制に沿ってＥＶ普及が順調に進む、 
②実際には若干遅れる、③資源制約等が解決せず普及が遅れ
る、の三つのシナリオを想定しておくことが2030年という比較的
想定しやすい範囲を考えると、適当であろう（表３）。

それぞれのシナリオの確率は、中国・米国で不透明要因が
大きく、現在は若干「ＥＶバブル」的な状況もあり、資源制約
を無視できないことから、②をメインとする「①40％、②50％、
③10％」という分布を想定する。予想幅の中心値を取り加重 

（各種資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【表3】EV等の普及シナリオ（販売比率）

シナリオ 2030年EV等普及 主な前提

①順調進捗
　シナリオ

EV・PHV 20-30％ 
（内、EV10-15％）

•パリ協定等の環境規制に沿い
EV等が普及

•技術革新も環境規制の求める
水準にまで進む

②やや遅延
　シナリオ

EV・PHV 10-20％ 
（内、EV 5-10％）

•中国、米国で規制強化が若干
後退

•技術もEV等の魅力向上が対従
来車・HEVで劣位継続

③大幅遅延
　シナリオ

EV・PHV 10％以下
（内、EV 5％以下）

•EV増加で資源制約発生し、資
源の価格が高騰

•代替材料を利用した技術が追
い付かず

【図３】ＥＶ等の普及シナリオ例（ＩＥＡ）
（出典：経済産業省（2018）「自動車新時代戦略会議（第1回）資料」（2018.4.18）のP.5より抜粋）

経産省がIEA「ETP（Energy Technology Perspectives）2017」に基づき作成したもの
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平均すると、ＥＶは9％、ＥＶ・ＰＨＶ合計は18％となる。この結
果自体は紹介したＩＥＡの普及シナリオに近く、多くの予想内
ではややＥＶ比率が低めであるがそれほど乖離したものでは
ない。

2030年以降、たとえば2040年における普及を考える場合、
2030年時点でどのシナリオに近いかで普及速度が異なることに
なる。「①順調進捗」の場合、ＥＶの普及は加速する。「②やや遅
延」ならば、ＨＥＶ、ＰＨＶ等との棲み分けが継続し、「③大幅遅
延」の場合、普及率は高まらない。遠い将来ほどシナリオごとの
普及率の差はさらに拡大することになる。

ＥＶ普及からＣＡＳＥ、ＭａａＳへ５

⑴ＥＶ普及に限らないＣＡＳＥの動き

ＥＶ普及は、そのスピードは別として確実な進捗が見込まれ、
自動車関連業界の構造を変える。そしてＥＶ普及の動きは、業
界に影響を与える他の動きとも連動し、ＣＡＳＥ（ケース）として
大きな流れとなる。ＣＡＳＥはConnected（コネクティッド化）、
Autonomous（自動運転化）、Shared & Service（シェア＆
サービス化）、Electric（電動化）の4要素からなる動きをあらわ
す。その4要素の連動性のイメージは図４のとおりであり、高度
自動運転による無人運転が実現し、主にＥＶが外部に常時接
続されてデータをやりとりしつつ配車サービス等で利用される
といった4要素が連動した場合、そのインパクトは幅広く、かつ
甚大である。

 

⑵ＣＡＳＥからＭａａＳへ

ＣＡＳＥそのものは独ダイムラーが唱え始めたこともあって
自動車業界から拡がってきたものであり、基本はクルマに関す
るものである。そのＣＡＳＥのそれぞれが互いに影響を与え、特
にＳ（シェア＆サービス化）が進展した場合、クルマによる移動
はサービスとして提供されるのが当たり前になる。さらにクル
マによる移動に限らず他の移動手段（飛行機・鉄道・バス・自転
車、等）とつながった場合、最終的に移動（モビリティ）は高度な 

ＭａａＳ（Mobility as a Service、サービスとしての移動）へと
進化する。

ＭａａＳはすべての移動手段を統合し、最適な移動サービ
スを提供することを目的としている。したがって、移動手段は 
クルマに限らず、公共交通機関はもちろん、従来のタクシー、レ
ンタカー、さらには小型モビリティ、自転車（含むレンタサイク
ル）等も対象に入る。一部に配車サービスを中心にしたＭａａＳ
の議論もあるが、これはＭａａＳに最も注目し、かつ自らの本業
にとって最も脅威と感じている自動車業界の対応が目立つた
めである。確かに将来ロボタクシーとも呼ばれる無人運転タク
シーが登場した際の影響は甚大だが、無人運転が可能になる
ハードルは高く、本格的実用化は当面むずかしい。

交通手段はその地域の特性を反映するため、ＭａａＳを一律
に検討するのではなく、その地域の特性に合わせた発展を想定
する必要がある。経済そのものの「サービス化」は大きなトレン
ドであり、実際のＭａａＳの進展について今後も観察・検討しつ
つ、適切に対応することが求められている。

以上

【図４】ＣＡＳＥの相互関連性のイメージ図
（各種資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

参考文献・資料等

１）アーサー・ディ・リトル・ジャパン（2018）『モビリティー進化論』日経
BP社

２）アビームコンサルティング（2018）『EV・自動運転を超えて“日本
流”で勝つ』日経BP社

３）風間智英編著（2018）『EVシフト 100年に一度の大転換』東洋経済
新報社

４）鶴原吉郎（2018）『EVと自動運転 クルマをどう変えるか』岩波新書
５）中西孝樹（2018）『CASE革命 2030年の自動車産業』日本経済新

聞出版社
６）日高洋祐・牧村和彦・井上岳一・井上佳三（2018）『MaaS モビリ

ティ革命の先にある全産業のゲームチェンジ』日経BP社
７）西野浩介（2018）「世界の自動車燃費規制の進展と電動化の展望」

財務総合政策研究所（2018.3.15）
８）みずほFG、みずほ銀行（2018）「自動車電動化の新時代」

（2018.2）
９）International Energy Agency（2018）”Global EV Outlook 

2018 – Towards cross-model electrification”

注）
　　　　　　
１） 環境性能としてＣＯ₂排出を計測する場合、クルマ走行時のみを計測する方

法と石油等を掘り出してからクルマの走行までを計測する方法がある。ＥＶの
環境負荷を計算する場合、前者ならばＣＯ₂排出ゼロ（ゼロエミッション）と考
えることができる。しかし、後者ではＥＶで使用される電力の電源に化石燃料

（石炭、石油、天然ガス、等）が含まれるならば発電時にはＣＯ₂が発生するた
めゼロエミッションと言えない

２）中国では補助金の削減で新興のＥＶ関連企業の多くが苦境に陥っている。米
国ではトランプ政権は環境配慮が行き過ぎるとクルマの価格が上昇し、ユー
ザー負担が拡大するとして、ＥＶ普及に消極的な姿勢を示している
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Disasters  & Accidents information

災害・事故情報
（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）
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火災・爆発

●大聖堂で大火災　屋根や尖塔焼け落ちる　—パリ
フランスのパリ中心部にある観光名所の大聖堂で、4月15日夕（日本時

間16日未明）、大規模な火災が発生した。火は大きな炎を上げて瞬く間
に広がり、屋根や尖塔（せんとう）が焼け落ちるなど深刻な被害が出た。

検察当局が出火原因の捜査を始めたが、現場で行われていた修復工
事が原因となった可能性がある。

周辺は広範囲にわたって規制線が張られ、観光客らが避難。消防隊員
約400人が出動して消火活動にあたった。

仏大統領はこの日予定していたテレビ演説を中止し、現場に急行。
「大聖堂の正面部分は崩落せず、最悪の事態は免れた。われわれは大

聖堂を再建する」と強調した。

船舶・航空機事故

●航空機墜落、157人死亡 離陸直後、生存者なし
エチオピアの首都アディスアベバ郊外で3月10日、乗客149人乗員8人

計157人を乗せた旅客機が空港を離陸した直後に墜落した。航空会社は
「生存者はいない」と発表した。ケニアの首都ナイロビ行きで、外国人
も多く搭乗していたという。

航空会社によると、墜落地点はアディスアベバの南東約62キロ付近。
現地時間午前8時38分（日本時間午後2時38分）に空港を離陸し、6分後
に交信が途絶えた。

在エチオピア日本大使館によると、これまでのところ日本人が乗って
いたとの情報はない。墜落の原因は明らかになっていないが、航空会社
によれば、墜落前に機長から問題が発生したとして引き返しの許可要請
があったという。

墜落機は米国の航空機メーカー製の新型旅客機で、昨年10月に墜落
したインドネシアの航空機と同型だった。同社は声明で「（原因究明に
向け）技術的な協力を行う用意がある」と表明した。　

なお、同事故については、同月28日、犠牲になったルワンダ人男性の
家族が、シカゴの連邦裁判所に訴訟を起こした。エチオピアでの墜落事
故に関する訴えは初めてとみられる。原告側は新型機の自動飛行制御
システムの設計に問題があったと主張。航空機メーカーは市民や航空
会社、操縦士らにセンサーの誤作動に関する注意喚起を怠り、機体を制
御不能の状態で墜落させたと訴えている。

●高速船が衝突、80人ケガ、13人重傷、海洋生物か　—新潟・佐渡
3月9日午後0時15分ごろ、新潟県の佐渡島の沖合で新潟港から両津港

（同県佐渡市）に向かう高速船（乗員乗客125人）が海洋生物らしき物体
と衝突した。新潟海上保安部によると、乗客ら80人が負傷し、13人が骨
折などの重傷。海保などが詳しい原因を調べている。

国の運輸安全委員会は同日、事故調査官3人を新潟市に派遣した。
運航する海運会社（佐渡市）などによると、同船は午前11時半に新潟

港を出発し、両津港に近い姫崎灯台から東北東約4.5キロの沖合で物体

と接触して一時停止した。
その後、自力で航行を再開し、予定より約1時間遅れて午後1時半ごろ

両津港に到着した。船体後部には約15センチの亀裂が確認された。
同船は、水中翼で船体を海面から浮かせて航行する高速船で、最高速

度は時速約80キロ。衝突時は同65キロ程度だったとみられる。同海上保
安部によると、現場海域では当時、南西8メートルの風が吹き、波は約1
メートルで視界は良好だった。

重傷の13人は衝突時の衝撃で、前の座席に体を強く打つなどして、腰
の骨を折ったほか、頸椎（けいつい）を損傷するなどした。

　 

製品安全

●石鹸製造・販売の３社に賠償命令、原料と製品に欠陥　—大阪地裁
石鹸（せっけん）で小麦アレルギーを発症したとして、購入者20人が

販売会社（福岡県）など3社に計2億8,000万円の損害賠償を求めた訴訟
の判決で、大阪地裁は3月29日、製品と原材料の欠陥を認め、3社に計約
4,195万円の賠償を命じた。

他の2社は石鹸の製造会社（奈良県）、原材料メーカー（大阪市）。
裁判長は「重篤なアレルギーを引き超こす危険性があり、製造物とし

て安全性を欠いていた」と指摘。3社の共同不法行為責任を認め、製造
物責任法に基づき賠償義務を負うと判断した。

原告側弁護団によると、2012年以降、約120人が同地裁に提訴したが、
大半は和解した。

●PCバッテリー発火で66万円支払い命令　—東京地裁
電気機器メーカーが製造したノートパソコンに搭載されたバッテリー

パックが発火しやけどを負ったなどとして、会社経営の50代男性が同社
に慰謝料など約660万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁は3月19日、

「パソコンに欠陥があった」と認め、同社に66万円の支払いを命じた。
判決によると、2015年10月、男性宅で充電中にバッテリーが発火。ベッ

ドやマットレスが燃え、男性も左足などにやけどを負った。
裁判官は、2017年11月には累積事故発生件数が10件となり、リコール

（回収・無償修理）していたとし、「製造物責任法上の欠陥があった」と
認定。男性は業務に当てることができた時間を火災の処理などに割か
ざるを得なかったと指摘した。　

施設・設備安全、業務遂行上の事故

●居酒屋チェーンに260万円賠償命令、段差で転んだ高齢客勝訴　 
—東京地裁
居酒屋チェーン（東京）で2011年、店舗の段差につまずいて首や腰

などをケガした高齢の客が、運営会社に計約1,160万円の損害賠償を 
求めた訴訟の判決が5月16日、東京地裁であった。裁判官は、原告がケ
ガをしていなければ株取引で収益を上げていた可能性を指摘し、260万
円の支払いを命じた。
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 裁判官は原告側の「事故で株取引が困難になった」とする休業損害
請求について、「原告の株取引は年数回で、損失を出していたこともあ
る」などと退ける一方、「株取引で収益を上げる機会が失われた可能性
は否定できない」と指摘。慰謝料を一般的な水準より増額した。

 判決によると、2011年11月、友人と同店を訪れた原告は、店員の案内
で席まで移動しようとした際、段差で転倒。首や腰などに捻挫や打ち身
などのケガをした。

●開発遅延でシステム会社に16億円賠償命令　—東京地裁
委託したシステム開発業務が適切に遂行されなかったなどとして、証

券会社とその持株会社がシステム会社を相手取り、計約36億円の損害
賠償を求めた訴訟の判決が3月20日、東京地裁であった。裁判長はシス
テム会社の債務不履行を認定し、同社に約16億円の賠償を命じた。

判決によると、証券会社側はシステム会社と計17件のシステム開発契
約を締結したが、出荷遅延が度重なるなどしたため解除した。

裁判長はシステム会社の出荷遅延について、「開発を補助していた会
社との連携に原因がある可能性が高い」などと指摘。契約17件のうち、3
件で債務不履行を認めた。　 

システム会社側は「不履行は証券会社側が突然開発業務を取りやめ
たため」などと反訴したが、棄却された。

労務問題

●ホスト飲酒死、労災認定　「業務と因果関係」　—大阪地裁
大阪のホストクラブで2012年、ホストの男性＝当時（21）＝が急性アル

コール中毒で死亡したのは、業務中の飲酒が原因だとして、両親が国に
労災保険の遺族補償などの不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決
で、大阪地裁は5月29日、処分を取り消した。裁判長は「業務と中毒発症
との間には相当因果関係がある」と述べた。

裁判長は、多量の飲酒を伴う接客業務が事実上黙認される状況だっ
たと指摘。男性は先輩ホストから強要されて多量に飲酒し、中毒を発症
して死亡したと認めた上で、「業務に内在または随伴する危険が現実化
した」と判断した。

国側は、自己の判断で大量に飲酒した可能性が高く、業務が原因では
ないと主張していた。　 

男性の父親（55）は記者会見で「ほっとした。やっと肩の荷が下りた」と
話した。

情報セキュリティ

●大手衣料品メーカーで個人情報流出のおそれ、通販サイトに46万件
の不正アクセス
大手衣料品メーカーは、5月14日までに、傘下ブランドのネット通販サ

イトに不正アクセスがあったと発表した。第三者による不正なログイン
が46万件ほど確認され、個人情報が閲覧された可能性がある。

不正ログインがあったのは4月23日から5月10日までの期間。登録され
た顧客の氏名、住所、電話番号、クレジットカード番号の一部などが閲
覧された疑いがある。同社によれば、5月14日時点で情報の不正使用は
確認されていない。

同社は、閲覧された可能性のあるＩＤについては、5月13日にパス
ワードを無効化し、ユーザーにパスワードの再設定と登録内容の確認

を求めている。
他社のサービスから流出した可能性があるＩＤやパスワードを使い

不正アクセスを試みる「リスト型攻撃」が行われたとみられる。不正アク
セス先は特定しており、既に通信を遮断した。

同社でこうした大規模な不正アクセスがあったのは初めてといい、警
視庁に通報した。同社は「不正ログインの監視強化など、より一層安全・
安心にお買い物できる環境を整備していく」と話している。

●自動車会社の顧客情報、最大３10万件流出か   「現時点で確認できず」
大手自動車会社は3月29日、都内の販売会社などのネットワークに不

正アクセスがあり、最大310万件の個人情報が流出した可能性があると
発表した。客の氏名、生年月日、住所、職業などの情報でクレジットカー
ド情報は含まれていない。発表の時点で流出した事実は確認できてい
ないという。

サイバー攻撃への対策を強化するために調査をしていたところ、21日
に不正アクセスが発覚した。タイとベトナムの販売会社などでも個人情
報が流出した可能性があるという。すでに警視庁や経済産業省に報告
している。

テロ・暴力行為

●スリランカで連続爆発、教会やホテルで200人以上死亡、日本人複数負傷
スリランカの最大都市コロンボなどにある複数のキリスト教会や高

級ホテルで4月21日、連続的に8件の爆発があり、通信社が警察の話とし
て伝えたところによると、少なくとも207人が死亡し、450人が負傷した。
教会はイースター（復活祭）を迎え、礼拝に訪れた人でにぎわっていた。

同国首相は、事件に関与した疑いで8人を拘束したと明らかにした。
当局はテロ攻撃とみて、犯行の背景の解明を急いでいる。

警察によると、爆発は教会3箇所とホテル4箇所などで計8件発生。ホ
テルのうち3箇所はコロンボにある五つ星の高級ホテルで、宿泊してい
たとみられる外国人も巻き添えになった。

在スリランカ日本大使館によると、日本人1人が死亡し、4人が負傷し
た。外国人では日本人のほか、米国人など30人以上が犠牲となった。

●ＮＺ銃乱射で死者50人に、豪州男が単独犯
ニュージーランド警察などによると、3月15日午後1時40分（日本時間

午前9時40分）頃、クライストチャーチのモスク（イスラム教の礼拝所）に
自動小銃で武装した人物が押し入り、礼拝で訪れていた人たちに向け
て発砲した。クライストチャーチの別のモスクや通りでも銃撃や自動車
の爆発が起きた。銃撃は複数の武装した人物によるもので、4人の男女
を拘束したという。ほかに共犯者がいるか捜査を続けている。クライス
トチャーチ内の学校は臨時休校となり、警察は不要の外出を控えるよう
呼びかけた。

この銃乱射事件で、同国警察は3月17日、死者が計50人になったと発
表した。殺人容疑で訴追したオーストラリア人の容疑者（28）以外に逮捕
された男女2人は事件に関係していなかったことが判明し、同容疑者の
単独犯行だった可能性が高まった。

警察などによると、16日夜時点で事件現場となった二つのモスク（イ
スラム礼拝所）からすべての遺体が収容され、50人の死亡が確認され
た。負傷者も50人に上っており、死傷者は計100人に達した。まだ30人以
上が入院し、12人が集中治療室にいる。政府は死者の暫定リストを関係
者に配布した。死者の年齢は3～77歳。
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編集後記
令和元年となり初めてのRMFOCUSを皆さまにお届けします。
今号と次号の2回にわたって、主要なリスクトピックスについて平成31

年間の動向を振り返るとともに令和の新時代に求められる企業・組織
の対応について概説し、巻頭特集「平成から令和へ」として掲載します。
その他、日本企業のリスクマネジメント体制整備状況実態調査を踏まえた
解説、製品安全に対する企業の先進的な取組事例、健康経営における
女性の健康課題対応、電気自動車（ＥＶ）の普及見通し、ＲＩＭＳ年次総
会報告等、多様かつ旬なテーマでの記事を掲載しております。
RMFOCUSは平成14年（2002年）の創刊以来、今号で第70号の節目

を迎えました。今後もリスクマネジメントに資する情報を発信して参ります
ので引き続きご愛読くださいますようよろしくお願いします。
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〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉

沖汐 大志（おきしおもとじ）
日本ユニシス株式会社
品質マネジメント部 企画室 チーフ・スペシャリスト

【職歴】
CAD/CAMシステムの開発・適用支援に携わった後、品質保証部
門にて品質保証プロセスおよび関連文書の改善・保守等を担当。
2018年より製品安全管理態勢の整備に従事

矢島 新子（やじましんこ）
株式会社ドクターズヘルスケア産業医事務所代表
医学博士、産業医、労働衛生コンサルタント

【略歴】
東京医科歯科大学医学部卒業後、公衆衛生学専攻にて医学博
士取得。その間、ロータリー財団奨学生として留学、パリ第一大学
医療経済学修士修了。WHO健康都市プロジェクトにてラオスでコ
ンサルタント、保健所勤務を経て、東京女子医科大学旧女性生涯
健康センターにて10年にわたり女性のメンタル外来を担当し現在に
至る。産業医としては外資系金融機関を含む、様々な業種の企業に
て実績あり。著書「ハイスペック女子の憂鬱」洋泉社など多数
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（無断転載はお断りいたします）

組織において大きな事故が発生すると「安全文化（組織の風土
等）に問題があったのではないか」と指摘されることがあります。企
業をはじめとする多くの組織において、安全文化を醸成し、事故を起
こさないようにするためには、どのような対応が必要なのか、手探り
で取り組んでいる状況にあります。
本セミナーでは、安全文化研究の第一人者である慶應義塾大学
大学院　高野研一教授、優れた取り組みを行っている企業のご担
当者をお招きし、安全文化醸成の重要性と安全に関する具体的な
取り組みについてご講演いただきます。

日　　時 7月18日（木）　13:30～16:45（受付開始13：00）
会　　場 ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水
 　東京都千代田区神田駿河台3-11-1 

　三井住友海上駿河台新館ビル3階
主　　催 三井住友海上火災保険、MS&ADインターリスク総研
定　　員 80名
参 加 費 無料
申込方法　Web上の下記URLの画面からお申し込みください。

お問い合わせ
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研　リスクマネジメント第一部
労災・安全文化グループ　セミナー事務局
TEL：03-5296-8944

〈オープンセミナー〉安全文化醸成　～大事故の発生防止に向けて～

大地震発生後に行う「建物立入判断」と「ケガ人の救出救護」は、
本来は建築士、消防、医師等の専門家が対応することが望ましいと
ころです。しかし、これらの専門家が常駐している拠点（事業所）は少
なく、交通や通信等の遮断により拠点外部から専門家の支援を得る
ことも難しくなることを踏まえると、大地震時において従業員の人命
安全を確保するためには、各拠点が自らの力でこれらを実行できる
ことが必要です。
企業等において、教育・訓練が十分ではない現状を踏まえ、大地
震発生時の「建物立入判断」や「救出救護」の①必要性、②実施のポ
イント、③教育・訓練の方向性等を、専門家の視点からわかりやすく
紹介します。

日　　時 7月16日（火）　14：00～16：30（受付開始13：30）
会　　場 ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水
 　東京都千代田区神田駿河台3-11-1 

　三井住友海上駿河台新館ビル3階
主　　催 三井住友海上火災保険、MS&ADインターリスク総研
定　　員 100名
参 加 費 無料
申込方法 Web上の下記URLの画面からお申し込みください。

お問い合わせ
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研　リスクマネジメント第四部
事業継続マネジメント第二グループ　セミナー事務局
TEL：03-5296-8976（セミナー全般） 
TEL：03-5296-8918（参加申込受付）

プログラム

〈オープンセミナー〉大地震発生時の人命安全確保のポイント
～各事業所の『建物立入判断』と『救出救護』対応を鍛えよう～

13:30‒13:40 開会挨拶
13:40‒14:55 〈第一部〉

14:55‒15:05 休憩
15:05‒15:35 〈第二部〉

15:35‒16:05 〈第三部〉

16:05‒16:15 休憩
16:15‒16:45 〈第四部〉

安全文化とは何か、なぜ必要なのか、
その醸成戦略と具体的取り組み
　慶應義塾大学大学院
　システムデザイン・マネジメント研究科
　教授 高野 研一 氏

診断結果による弱点の改善例と
その展開方法について
　日本ゼオン株式会社
　総合生産センター 環境安全部

松林 秀幸 氏
航空会社の飲酒問題
～会社全体の意識改革を進めるために～
　スカイマーク株式会社
　執行役員 原 高太朗 氏

安全文化の理解と醸成へ向けたアプローチ
　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 

石田　勝彦

プログラム
14:00‒14:10 〈はじめに〉セミナーの趣旨・全体像の説明
14:10‒14:50 〈第一部〉

14:50‒15:00 休憩
15:00‒15:40 〈第二部〉

15:40‒16:00 〈第三部〉

16:00‒16:30 質疑応答

建物立入判断・救出救護の自主学習・
訓練のサポート教材の紹介
　ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
　リスクマネジメント第四部 
　事業継続マネジメント第一グループ長
　上席コンサルタント 坂井田 輝

各事業所における
建物立入判断の必要性と対応ポイント
　株式会社竹中工務店
　技術研究所 未来空間研究部
　リスクアセスメントグループ長 吉澤 睦博 氏

各事業所における
救出救護対応の必要性と対応ポイント
　社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院
　救急科 部長 船曵 知弘 氏

https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/973

https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/978
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編集後記
令和元年となり初めてのRMFOCUSを皆さまにお届けします。
今号と次号の2回にわたって、主要なリスクトピックスについて平成31
年間の動向を振り返るとともに令和の新時代に求められる企業・組織
の対応について概説し、巻頭特集「平成から令和へ」として掲載します。
その他、日本企業のリスクマネジメント体制整備状況実態調査を踏まえた
解説、製品安全に対する企業の先進的な取組事例、健康経営における
女性の健康課題対応、電気自動車（ＥＶ）の普及見通し、ＲＩＭＳ年次総
会報告等、多様かつ旬なテーマでの記事を掲載しております。
RMFOCUSは平成14年（2002年）の創刊以来、今号で第70号の節目

を迎えました。今後もリスクマネジメントに資する情報を発信して参ります
ので引き続きご愛読くださいますようよろしくお願いします。

（Ｓ．Ｔ）
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Information

〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉

沖汐 大志（おきしお もとじ）
日本ユニシス株式会社
品質マネジメント部 企画室 チーフ・スペシャリスト　

【職歴】
CAD/CAMシステムの開発・適用支援に携わった後、品質保証部
門にて品質保証プロセスおよび関連文書の改善・保守等を担当。
2018年より製品安全管理態勢の整備に従事

矢島 新子（やじま しんこ）
株式会社ドクターズヘルスケア産業医事務所代表
医学博士、産業医、労働衛生コンサルタント   

【略歴】
東京医科歯科大学医学部卒業後、公衆衛生学専攻にて医学博
士取得。その間、ロータリー財団奨学生として留学、パリ第一大学
医療経済学修士修了。WHO健康都市プロジェクトにてラオスでコ
ンサルタント、保健所勤務を経て、東京女子医科大学旧女性生涯
健康センターにて10年にわたり女性のメンタル外来を担当し現在に
至る。産業医としては外資系金融機関を含む、様々な業種の企業に
て実績あり。著書「ハイスペック女子の憂鬱」洋泉社など多数

RMFOCUS（第70号）／2019年7月1日発行

発　行／　　　　　　　　　　　　　　　　      営業推進部
発行者／田村 直義
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）

組織において大きな事故が発生すると「安全文化（組織の風土
等）に問題があったのではないか」と指摘されることがあります。企
業をはじめとする多くの組織において、安全文化を醸成し、事故を起
こさないようにするためには、どのような対応が必要なのか、手探り
で取り組んでいる状況にあります。
本セミナーでは、安全文化研究の第一人者である慶應義塾大学
大学院　高野研一教授、優れた取り組みを行っている企業のご担
当者をお招きし、安全文化醸成の重要性と安全に関する具体的な
取り組みについてご講演いただきます。

日　　時 7月18日（木）　13:30～16:45（受付開始13：00）
会　　場 ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水
 　東京都千代田区神田駿河台3-11-1 
 　三井住友海上駿河台新館ビル3階
主　　催 三井住友海上火災保険、MS&ADインターリスク総研
定　　員 80名
参 加 費 無料
申込方法　Web上の下記URLの画面からお申し込みください。

お問い合わせ
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研　リスクマネジメント第一部
労災・安全文化グループ　セミナー事務局
TEL：03-5296-8944

〈オープンセミナー〉安全文化醸成　～大事故の発生防止に向けて～

大地震発生後に行う「建物立入判断」と「ケガ人の救出救護」は、
本来は建築士、消防、医師等の専門家が対応することが望ましいと
ころです。しかし、これらの専門家が常駐している拠点（事業所）は少
なく、交通や通信等の遮断により拠点外部から専門家の支援を得る
ことも難しくなることを踏まえると、大地震時において従業員の人命
安全を確保するためには、各拠点が自らの力でこれらを実行できる
ことが必要です。
企業等において、教育・訓練が十分ではない現状を踏まえ、大地
震発生時の「建物立入判断」や「救出救護」の①必要性、②実施のポ
イント、③教育・訓練の方向性等を、専門家の視点からわかりやすく
紹介します。

日　　時 7月16日（火）　14：00～16：30（受付開始13：30）
会　　場 ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水
 　東京都千代田区神田駿河台3-11-1 
 　三井住友海上駿河台新館ビル3階
主　　催 三井住友海上火災保険、MS&ADインターリスク総研
定　　員 100名
参 加 費 無料
申込方法 Web上の下記URLの画面からお申し込みください。
 

お問い合わせ
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研　リスクマネジメント第四部
事業継続マネジメント第二グループ　セミナー事務局
TEL：03-5296-8976（セミナー全般） 
TEL：03-5296-8918（参加申込受付）

プログラム

〈オープンセミナー〉大地震発生時の人命安全確保のポイント
～各事業所の『建物立入判断』と『救出救護』対応を鍛えよう～

13:30‒13:40 開会挨拶
13:40‒14:55 〈第一部〉

14:55‒15:05 休憩
15:05‒15:35 〈第二部〉

15:35‒16:05 〈第三部〉

16:05‒16:15 休憩
16:15‒16:45 〈第四部〉

安全文化とは何か、なぜ必要なのか、
その醸成戦略と具体的取り組み
　慶應義塾大学大学院
　システムデザイン・マネジメント研究科
　教授 高野 研一 氏

診断結果による弱点の改善例と
その展開方法について
　日本ゼオン株式会社
　総合生産センター 環境安全部
　 松林 秀幸 氏
航空会社の飲酒問題
～会社全体の意識改革を進めるために～
　スカイマーク株式会社
　執行役員 原 高太朗 氏

安全文化の理解と醸成へ向けたアプローチ
　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 
  石田　勝彦

プログラム
14:00‒14:10 〈はじめに〉セミナーの趣旨・全体像の説明
14:10‒14:50 〈第一部〉

14:50‒15:00 休憩
15:00‒15:40 〈第二部〉

15:40‒16:00 〈第三部〉

16:00‒16:30 質疑応答

建物立入判断・救出救護の自主学習・
訓練のサポート教材の紹介
　ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
　リスクマネジメント第四部 
　事業継続マネジメント第一グループ長
　上席コンサルタント 　坂井田 輝

各事業所における
建物立入判断の必要性と対応ポイント
　株式会社竹中工務店
　技術研究所 未来空間研究部
　リスクアセスメントグループ長 吉澤 睦博 氏

各事業所における
救出救護対応の必要性と対応ポイント
　社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院
　救急科 部長 船曵 知弘 氏

https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/973

https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/978
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基礎研究レポート基礎研究レポート

平成から令和へ  ～平成のリスクトピックスを振り返る～

特集【第1回】

■日本企業のリスクマネジメント体制整備状況
～実態調査結果を踏まえて～

■日本ユニシスの製品安全の取り組み
～製品安全とセーフティ＆セキュリティ～

■「健康経営」における女性の健康課題対応の意義
■リスクマネジメント協会（RIMS）2019年次総会報告

電気自動車（EV）の普及見通しと影響
～電動化の促進・制約要因と世界の動きの確認～

※バックナンバー
　はこちら
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