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中小企業強靱化法施行
～新たに創設された「事業継続力強化計画認定制度」について～

レジリエントでサステナブルな社会をめざして

金融分野における気候変動シナリオ分析の動向

年間シリーズ

■民間企業と災害廃棄物処理の関わり
■女性活躍推進法の改正と意義
■サイバー保険のためのデータ標準とリスクモデル
■外国人労働者の労働安全衛生対策
～優先的に教育・指導すべきポイントと向き合い方～

R M F O C U S   R M F O C U S   

編集後記
あけましておめでとうございます。令和2年もよろしくお願いいたします。
令和最初の年となった昨年も、日本は大きな災害に見舞われました。
中でも気象庁の定める「台風の名称を定める基準」に42年振りに該当
し、「令和元年台風第19号」と命名された激甚な台風による被害は、金
額、面積とも2018年の西日本豪雨を上回る浸水被害となりました。あら
ためて被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
今回のRM FOCUS 72号には水災関連のレポートの掲載はありませ

んが、2019年に発生した九州地方豪雨、台風15号、台風19号については
MS&ADインターリスクレポートとして、合計5本の号外をリリースいたしまし
た。当社のオフィシャルホームページに全文を掲載しておりますので、ご参
照いただければ幸いです。
令和2年は皆さまにとって穏やかで実り多い年となることを祈念いたし

ます。
（FS）
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2019年7月、中小企業の事業活動の継続に資するため、「災害対応力の向上」ならびに「円滑な事業承継の促進」を目指す、「中小企
業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」、通称「中小企業強靱化法」が施行された。
昨今の事業継続計画策定率の低迷など、なかなか進まない企業の災害対策促進施策として、同法に基づき「事業継続力強化計画認
定制度」が新たに創設された。本稿では、「中小企業強靱化法」および「事業継続力強化計画認定制度」の概要について解説する。

10
2019年の時点で、金融分野においても気候変動シナリオ分析の実施事例が増え始めた。シナリオ分析には、組織全体の財務健全
性の評価、個別のポートフォリオ／企業／資産のリスク評価などの様々な目的が考えられ、目的に応じて手法やスコープを選択する
必要がある。本稿では金融機関のシナリオ分析の考え方、先進事例、技術的課題について紹介する。
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内容紹介

民間企業と災害廃棄物処理の関わり

女性活躍推進法の改正と意義

17
災害時において民間企業は、「災害廃棄物を排出する立場」と、「災害廃棄物処理を支援する立場」の両面で災害廃棄物処理との
関わりを持つことになる。本稿では、市町村による災害廃棄物処理事業を概観したうえで、民間企業が排出者、支援者として災害廃
棄物処理に関わる局面について解説する。

2019年5月29日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の一部を改正する法律が成立し、同年6月5日に公布された。
今回の改正により、女性活躍推進が社会全体の取り組みとして加速化され、えるぼし認定とプラチナえるぼし認定（仮称）の相乗効
果で取り組みへのインセンティブの要因も強化される。女性活躍推進に取り組むことで、企業の活性化、労働生産性の向上など、業
績面での好影響も期待できる。本稿では、女性活躍推進法の改正と意義について解説する。

サイバー保険は保険業界で最も急速に成長している分野の一つであるが、安定的な成長の継続には課題がある。中でもサイバー保険
のグレーゾーン（サイレントサイバー）は大きな課題であり、保険約款、データの標準化による保険補償範囲の明確な管理が必要である。
本稿では、現在のサイバー保険が直面している課題例を紹介するとともに、保険料率算定やリスク管理において重要になるリスクの定
量的評価を実現するために、米国のAIR社が最新の知見・技術を用いて開発したサイバーリスクモデルの概略について解説する。

2018年10月の厚生労働省統計によれば外国人労働者数は1,460,463人と過去最高数を更新した。本稿では、外国人労働者の労働
安全衛生対策として、外国人労働者に見られる一般的な傾向を踏まえたうえで優先的に教育・指導すべきポイント、および外国人労
働者との向き合い方について解説する。

認知症の根本治療薬や治療法は確立されていないが、内外の研究成果から、認知症の発症には生活習慣やその結果としての生
活習慣病が深く影響していることがわかってきた。危険因子を回避、修正し、防御因子を促進することで、発症遅延や進行抑制は
一定可能であることが世界の共通認識として形成されつつある。本稿では、前号（第71号）に続く第2回目として、認知症の予防
対策を中心に解説する。
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1　RMFOCUS Vol.72 〈2020 Winter〉

要旨
▪2019年7月、中小企業の事業活動の継続に資するため、「災害対応力の向上」ならびに「円滑な事業承継の促進」を目指す、
「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」、通称「中小企業強靱
化法」が施行された。

▪昨今の事業継続計画（以下、「ＢＣＰ」）策定率の低迷に対する企業の災害対策促進施策として、同法に基づき「事業継続力
強化計画認定制度」が新たに創設された。

▪「事業継続力強化計画」は、ＢＣＰと異なり「防災・減災」に特化しているため取り組みのハードルが低く、また、金融支援や税
制優遇等、認定事業者向けの国の支援策が充実していることから、認定事業者数は制度開始以降、大きく拡大している。

▪地方自治体や商工団体、金融機関等の支援機関によるサポート体制も確立されつつあることから、認定事業者数がさら
に拡大することが予想され、一つの大きな潮流となるであろう。

1．中小企業強靱化法の背景と概要
⑴「災害大国」ニッポン

わが国は、従来から「災害大国」といわれてきたが、近年、我々
の想定を超える大規模な自然災害が全国各地で頻発してい
る。直近でいえば、平成30年7月豪雨（西日本豪雨）や2018年 
台風第21号・24号、北海道胆振東部地震、そして令和の時代に
入ってからも、2019年台風第15号・19号などが、わが国に甚大
な爪痕を残している。

そして、こうした自然災害は、企業にも大きな影響をもたらし
てきた（次頁図1）。特に中小企業においては、災害に対する十
分な備えがないまま被災することで、資金繰りが悪化し、事業
停滞、最悪の場合には廃業に至るケースもある。事実、2011年
の東日本大震災の関連倒産は、発災から2019年11月末までの
105カ月連続で発生しており、その数は1,933件に達している1）。

 一方で、自社に損害がなくとも、サプライチェーンなどの被災
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により、連鎖的に影響を受けるケースも増えてきている（次頁
図２）。東日本大震災や熊本地震、平成30年7月豪雨（西日本豪
雨）などでは、上流の関連企業が直接的な被害を受けたことに
より生産停止に陥り、チェーンで繋がった下流企業についても
一斉に供給停止を決定するケースや、下流企業の被災によって
上流企業に主要部品が納入されないケース、道路網の寸断や
重要インフラの機能停止などによる間接被害によって事業の
継続が困難となった企業もみられた。

⑵進まない「災害への備え」

こうした背景を踏まえて、これまで国や地方自治体、商工団
体などは、民間事業者に対し、ＢＣＰの普及をはじめとする様々
な災害対策の啓蒙活動を進めてきた。その一方で、ＢＣＰの策
定率は特に中小企業において依然として低いことからも、企業
の「災害への備え」は進んでいないのが現状であるといえよう

（次頁図３）。



レジリエントでサステナブルな社会をめざして
中小企業強靱化法施行

RMFOCUS Vol.72 〈2020 Winter〉　2

【図１】被災した災害別に見た、被った物的損失額　　　　　　　　 　　   （出典：中小企業庁「2019年度版中小企業白書」2））

【図２】自然災害によるサプライチェーン構造への影響
（出典：経済産業省「日本経済の新たな成長の実現を考える自動車戦略研究会中間とりまとめ」3））

【図３】従業員規模別に見た、ＢＣＰの策定状況　　　　　　　　　　　　（出典：中小企業庁「2019年度版中小企業白書」3））
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ＢＣＰ策定を含む災害対策が進まない理由としては、中小企
業の経営者が日々様々な経営課題に直面しており、災害対応
の大切さは感じているものの、相対的に優先順位が低くなって
いる現状や、ＢＣＰや災害対策に取り組むだけのスキルやノウ
ハウがない、人材が不足していることなどが考えられる（図４・
図５）。

⑶中小企業強靱化法の概要
　
こうした現状を踏まえ、2019年2月15日、中小企業強靱化法

と通称される一連の法改正が閣議決定された。この中小企業
強靱化法には、事業継続力強化計画認定制度の根拠法である

「中小企業等経営強化法」の改正のほか、商工会・商工会議所
と地方自治体が事業者の事業継続力強化を支援するための計
画である「事業継続力強化支援計画認定制度」（今般、新設）の

根拠法である「商工会及び商工会議所による小規模事業者の
支援に関する法律（小規模事業者支援法）」、中小企業の事業
承継を総合的に支援する「中小企業における経営の承継の円
滑化に関する法律（経営承継円滑化法）」、中小企業を取り巻く
関係者の関与による基盤強化に資する「独立行政法人中小企
業基盤整備機構法」の改正なども含んでいる（次頁図６）。

このうち、中小企業庁では、近年頻発している自然災害への
対応力向上を、中小企業の「事業継続力強化」と捉え、中小企
業の事業継続力強化に関わる支援措置について明確に謳って
いるため、中小企業強靱化法といえば、新設された「事業継続
力強化計画認定制度」を含む中小企業等経営強化法改正が注
目されるケースが多い。特に、「事業継続力強化計画認定制度」
は、中小企業にとって、これまで敬遠、後回しにされてきた「災害
対応力の向上」という経営課題を取り組みやすいものにする、
画期的な制度である（次頁図６の(1)-①）。

【図４】経営課題の優先順位　　　　　　　　　　　（出典：中部経済連合会「第3回中小企業強靱化研究会　中部経済連合会提出資料」4））

【図５】自然災害への備えに取り組んでいない理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：中小企業庁「2019年度版中小企業白書」2））
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２．事業継続力強化計画認定制度の特徴

経済産業大臣が計画を認定特徴1

当該制度は、事業者が策定した防災・減災の事前対策に関
する計画を、経済産業大臣が認定する制度である。詳細の手続
きなどに関する事項は、中小企業庁のホームページに掲載され
ている「事業継続力強化計画策定の手引き（以下、「策定手引
き」）」に記載があるが、概要は以下のとおりである（図７）。

まず、国が策定した中小企業の防災・減災に関する基本方針
に基づき、事業者は防災・減災の事前対策に関する計画、すな
わち「事業継続力強化計画」を策定する。次に、事業者が策定
した同計画を、主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局
に申請し、経済産業大臣が認定する、という流れである（申請の

際の書類などは中小企業庁ホームページよりダウンロード可
能）。なお、これら申請から認定までにかかる期間は、およそ45日
とされている。

認定を受けられる事業者は「中小企業者」に限定特徴2

当該制度において認定を受けられる事業者（申請者）は、中
小企業等経営強化法第2条第1項に定められている「中小企業
者」の定義に準じる（次頁表１）。

なお、表１以外にも、「中小企業者」に該当する法人形態とし
て、企業組合、協業組合、事業協同組合なども「中小企業者」と
みなし、当該制度の認定を受ける事ができる（詳細については
策定手引きを参照）。

【図６】中小企業強靱化法の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：中小企業庁ホームページ5））

【図７】事業継続力強化計画認定制度の概要
（出典：中小企業庁「事業継続力強化計画　策定の手引き（令和元年10月2日版）」6））
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「単独型」と「連携型」の2種類の計画が存在する特徴3

計画には、事業者が単独で取り組む「事業継続力強化計画」
と、複数の事業者が連携して取り組む「連携事業継続力強化計
画」の2種類が存在する。「単独型」とは別に「連携型」の計画を
設立した背景は、先述したとおり、大規模な自然災害は個々の
事業者の経営だけではなく、わが国のサプライチェーン全体に
も大きな影響を及ぼす可能性があること、また、経営資源に限
りがある中小企業においては、「他社との連携」が非常に有効
な災害対策の一つになることなどが考えられる（連携事業継続
力強化計画の詳細は3．に後述）。

防災・減災の「事前対策」に特化している特徴4

事業継続力強化計画は、防災・減災のための事前対策に特
化した計画である。中小企業が事業継続力強化に取り組むべ
き危機事象は「自然災害」であると、中小企業強靱化法に明確
に謳われおり、策定手引きの策定Step（次頁図9）も事前対策

（後述Step4）が主軸となっている。これが、最も特徴的な点で
あり、ＢＣＰとの相違点でもある。

ＢＣＰとは、組織の対応、復旧、再開および事業中断後にあら
かじめ決めた業務活動のレベルに復旧させるための文書化さ
れた手続きのことであり、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）のマネ
ジメントプロセスから生み出される。ＢＣＭでは、本来、発生し
うる危機事象の原因のいかんを問わない。ＢＣＭは、自然災害
であれ、爆発、テロ等の人為災害であれ、なんらかの危機事象
が発生した結果として生じる事業の中断や混乱に主眼を置き、
危機事象が発生した後でも、企業があらかじめ検討・決定した
レベルで、製品・サービス提供を継続することを目指す「結果管
理」の手法なのである。

防災とＢＣＭの大きな違いは、防災が危機事象ごとの対応策
（原因管理）であるのに対し、ＢＣＭは、危機事象の発生によっ
て生じる事業の中断や混乱に主眼をおいている点（結果管理）
である。防災では、大地震や豪雨災害などの自然災害を対象と
して、発災直後の対応（後述Step3）や、予防、防護・被害軽減の
観点から事前対策（後述Step4）を行う。一方、ＢＣＭでは、事
業が中断することが問題であって、先述したとおり、それを引き
起こす事象は問わず、事業中断・混乱への対応策と復旧策を講
じる（図8）。

（出典：中小企業庁「事業継続力強化計画　策定の手引き（令和元年10月2日
版）」6））

【図8】事業継続力強化計画の位置付け
（出典：宮城県「みやぎＢＣＰ企業策定ガイドライン」7）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【表１】認定を受けられる「中小企業者の規模」

「自然災害」に限定

防災・減災のための「事前対策」に特化
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なお、国は、「ＢＣＰの形はとらずとも、実効性のある取り組み
を行う企業は存在する」として、ＢＣＰと事業継続力強化計画を
明確に区分けしている。中小企業は、事業継続力を獲得するた
めの継続的な取り組みの「第一歩」として、事業継続力強化計
画に取り組み、最終的にはＢＣＰを含むＢＣＭへの取り組みを
目指すことが望まれる。

策定手引きが推奨する、事業継続力強化計画の策定Stepと
その概要を以下に示す（図9）。

 

Step１  事業継続力強化の目的の検討
自社の事業継続力強化が、自然災害などが起こった際に経

済社会に与える影響の軽減に資する観点を踏まえて、取り組み
の目的を記載する。具体的には「従業員を守る」、「家族を守る」、

「地域の安全を確保する」などが考えられる。

Step2  災害リスクの確認・認識
ハザードマップなどを活用して、自社が見舞われる可能性が

ある自然災害と被害想定を記載する。そしてこれら被害想定を
基に、「ヒト（人員）」、「モノ（建物・設備・インフラ）」、「カネ（リス
クファイナンス）」、「情報」の四つの切り口から、自社にどのよう
な影響が生じるかを検討する。

災害対策に取り組んでいない中小企業の多くがハザード
マップさえ見たことがない、すなわち「自社を取り巻く災害リ
スクを知らない」企業が多いという現状（図10）からしても、防
災・減災対策の第一歩を踏み出すうえで重要な点であるとい
える。

Step3  初動対応の検討
災害が発生した直後の初動対応について検討する。具体的

には、「人命の安全確保（避難や安否確認、生産設備の緊急停
止など）」、「非常時の緊急時体制の構築」、「被害状況の把握・
共有」について記載する。

Step4  ヒト、モノ、カネ、情報への対応
Step2で検討した影響を踏まえて、どのような対策を実行す

ることが適当かを検討する。
〈具体例〉
【ヒト】従業員が負傷した場合に備え、従業員の担当領域を広

げておく（多能工化）
【モノ】止水板や排水ポンプなどの設備を導入する
【カネ】想定災害と想定被害に基づき、必要な損害保険に加入

する
【情報】データの破損を見越して、バックアップを定期的に取っ

ておく

Step5  平時の推進体制
平時から災害対策に取り組み、その実効性を高めるため、

「経営層の関与」や「定期的な訓練」、「定期的な計画の見直
し」などを盛り込む。

事前対策のひとつとしてリスクファイナンスが推奨されている特徴5

国は、事前対策の重要項目としてリスクファイナンス、具体的
には、損害保険や共済への加入を有力な事前対策として推奨
している点も特筆される。これは、被災した企業が一番苦慮す
るのが「資金繰り」であり、これまでの自然災害においても、その
資金繰りをサポートする損害保険や共済の有用性が示されて
いるからである（次頁図11）。

 

【図9】事業継続力強化計画の策定Step
（出典：中小企業庁「事業継続力強化計画　策定の手引き（令和元年10月2日
版）」）

【図10】図６で「何から始めれば良いか分からない」と回答した者における、ハ
ザードマップの確認状況（確認有無）

（出典：中小企業庁「2019年度版中小企業白書」2））
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申請時に「実績」は問われない特徴6

計画の認定にあたっては、申請時において対策の「実績」は
問われないことも、注目に値する。当該認定制度の位置付け
は、あくまで「事業活動の継続に向けた取り組みを計画するも
の」であり、記載した対策すべてが申請時に行われている必要
はないことが特徴的である（なお、災害時に計画を実行できな
かったことをもって認定を取り消すことはないが、あまりにも
計画と乖離していた場合、例えば、導入した自家発電設備を
災害時に使用しなかった場合には認定が取り消される可能
性がある）。こうした点も、中小企業が災害対応力向上に取り
組む第一歩を踏み出すための制度として、特筆すべき点であ
るといえる。

インセンティブが充実している特徴7

事業継続力強化計画の認定事業者は、各種金融支援や税制
優遇などを受ける事ができる（表２）。申請の際は、中小企業庁
のホームページや策定手引きにより、最新情報を入手すること
が必要である。

また、認定事業者（連携型の場合は大企業者含む）は、認定
ロゴマークを使用することができ、中小企業庁のホームページ
で事業者名が公表される（非公表も選択可能）。これにより、取
引先や関係先に対して自社の事業継続力をアピールすることが
でき、信頼性向上などにもつながるであろう。

【図11】従業員規模別に見た、過去の自然災害の被災時において復興する際に活用したもの　　　　　　　　　（出典：中小企業庁「2019年度版中小企業白書」2））

分類 支援内容

金融支援

日本政策金融公庫による
低利融資

認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について低利融資を受ける事ができる

中小企業信用保険法の
特例

中小企業者は、事業継続力強化計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用
保証協会による信用保証のうち、普通保険などとは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受け
られる

日本政策金融公庫による
スタンドバイ・クレジット

認定を受けた中小企業者（国内親会社）の海外支店または海外子会社が、日本公庫の提携する海
外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本公庫による債務の保証を受ける事が
できる

税制優遇 中小企業防災・減災投資
促進税制

認定された事業継続力強化計画に従って取得した一定の設備などについて、取得価額の20%の
特別償却が適用できる（2021年3月31日まで）

予算支援 ものづくり補助金など ものづくり補助金や持続化補助金などの一部の補助金において、優先採択（加点措置）が受けら
れる（2019年度は公募終了に伴い支援措置は終了。次年度以降については未定）

【表２】事業継続力強化計画認定制度の支援措置（抜粋）

（出典：中小企業庁「事業継続力強化計画　策定の手引き（令和元年10月2日版）」6）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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３．連携事業継続力強化計画
⑴「単独型」と「連携型」の違い

2．の「特徴3」で紹介したとおり、事業継続力強化計画認定制
度では、「単独型」と「連携型」の二つの計画が存在する。「単独
型」と「連携型」の違いは、計画の主体が単一か複数かという点
であり、記載項目自体に大差はない。「連携型」では、その主体と
して、連携する中小企業（もしくは大企業や協力者）と連携の態
様（後述）を記載することが求められるが、それ以外は、五つの
Stepについて、連携する事業者それぞれの役割などを明確に
しながら記載することとなる。

⑵連携先の考え方

「連携型」計画の取り組み主体の最低条件は「2者以上の
中小企業者の参加」である（ここでいう中小企業者は、先述の

「特徴2」参照）。そして、連携先の主なパターンは、以下が考
えられる。

①2者以上の中小企業者のみの連携
②2者以上の中小企業者と大企業者との連携
③2者以上の中小企業者と協力関係者との連携

このうち、大企業者（例：サプライチェーンの親事業者など）
や協力関係者（例：金融機関や商工団体、地方自治体など）に
ついては、先述の金融支援や税制優遇などのインセンティブは
設けられていない点に注意したい（ただし、大企業者は認定ロ
ゴマークを使用できる）。

なお、連携先の検討にあたっては、あらゆる可能性を視野
に入れることが大切である。競合他社との連携はその典型で、
2016年の熊本地震の際、ある半導体企業が、代替生産や資材・
部品の相互融通など、競合他社だからこそ適用可能な連携方
法によって事業を継続するなど好事例は多い。

⑶連携の態様～三つのモデルパターン～
　
策定手引きでは、連携の態様として主に以下の三つが挙げら

れている。

①水平的連携
同業種もしくは異業種に属する複数の中小企業で構成され

る、水平方向の企業間連携モデルである。
わが国では、同業種との連携、異業種との連携、遠隔地との

連携、事業協同組合や団体などが主体となった集団同士の
連携など、一口に水平的連携といっても様々なケースがみら
れる。

②垂直的連携
サプライチェーンの上流と下流を中心とした、垂直方向の企

業間連携モデルである。親事業者が中心となり、個々の中小 
企業へ事業継続力強化に向けた支援を平常時から行い、非常時
には被害情報の迅速な把握や、要員派遣といった支援を行う。

③面的連携
工業団地や商店街など、地縁的な関係を有する複数の企業

で構成される連携である。オフィスビルが密集する都市部を中
心とした商業・業務地区内の連携（例：大手町・丸の内・有楽町
地区都市再生安全確保計画）や、工業地区内の連携（例：明海
工業団地（愛知県豊橋市））が例として挙げられる。

４．取り組みのポイント
⑴時間とコストをかけず「できることから始める」

これまで、リソースとコストの問題から、災害対応力向上の取
り組みが頓挫してしまう企業を多く見てきた。災害対策を継続
して取り組むコツは「できることから始める」である。

特に、事業継続力強化計画の策定Stepのうち、Step4にあ
る「モノ」の対策については、地震に備えて耐震補強をする、水
災に備えて防水提を設置するなど、時間やコストがかかる対策
もある一方で、数万円程度の固定対策や、重要な設備を高所
に置くなど、コストのかからない対策で災害を乗り切った企業
も存在する。

また、コストがかからず効果が極めて大きい取り組みとして
は、先述の連携の取り組み、いわゆる「災害時協定」などが挙
げられる。遠方など、自然災害リスクが異なる企業と事前に災
害時の連携を取り決めておくことで、自社が被災してしまい長
期間復旧が見込めない場合でも、その間の期間を連携先がサ
ポートすることで、顧客からの信頼を失わずに済む可能性が
ある。

なお、連携を検討するにあたっては、連携先との相互の有形・
無形資産の保護（技術流出や顧客流出を防ぐ）や連携先との
信頼関係構築が非常に重要となる。こうした連携先との調整な
ど、自社だけで対策を進めるよりもややハードルは高くなるもの
の、今後中小企業が検討すべき対策の一つとして、非常に有効
であるといえよう。

⑵支援機関などの第三者のサポートを活用する

中小企業が事業継続力強化計画を取り組むにあたっては、
経営指導員や自治体職員、全国の中小企業診断士や防災士
などの専門家を対象として、中小企業強靱化法や防災・減災
対策に関する研修が展開されているなど、そのサポート体制
もしっかりと確立されている。また、損害保険会社や地元の 
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究会中間とりまとめ」
4）中部経済連合会「第3回中小企業強靱化研究会　中部経済連合会

提出資料」
5）中小企業庁ホームページ＜https://www.meti.go.jp/pre

ss/2018/02/20190215002/20190215002.html＞（最終アクセス
2019年12月9日）

6）中小企業庁「事業継続力強化計画　策定の手引き（令和元年10月
2日版）

7）宮城県「みやぎＢＣＰ企業策定ガイドライン」（2014年3月）
8）日本政策金融公庫「経営情報（No.420 ）」（2019年9月24日）

金融機関、サプライチェーンの親事業者など、中小企業を取り
巻く関係者とのつながりが、事業継続力強化に取り組むきっ
かけとなることが多いため、事業継続力強化計画認定制度に 
取り組む際は、こうした第三者のサポートも得ながら取り組む
ことが重要である。

 

５．今後の展望
「いきなりＢＣＰに取り組むことが難しい中小企業者でも、取

り組みやすい防災・減災対策を一つでも二つでも考えていただ
き、まずは、一歩を踏み出してほしい」という想いから創設され
た事業継続力強化計画認定制度は、(1)策定手引きを参考にし
ながら、所定のフォーマットに記載するだけで完成する、(2)計
画申請時には対策の実績が問われていない、(3)金融支援や税
制優遇といった支援が受けられる、などの理由から、中小企業
にとっても非常に取り組みやすいものとなっている。実際、法施
行直後の2019年8月末時点での認定事業者数（非公表含む）が
19件だったのに対し、9月末時点で505件、10月末時点で2,244件
と、時を経るごとに大幅に増加している。商工団体や自治体と
いった機関も支援する体制が整えられていることからも、今後
も拡がりを見せ、大きな潮流を生み出すことが予想される。ま
た、申請初年度の2019年度は、認定事業者は単独型に集中して
いるが、サプライチェーンなど他社との連携が欠かせない企業
や、先述した事例のように、他社連携により災害を乗り越えた
企業もあり、連携型も注視が必要だろう。

南海トラフ地震や首都直下型地震といった地震災害、そして
頻発化する風水災など、わが国では「想定外の災害」がいつ起
きてもおかしくない。日本経済さえも脅かす自然災害を乗り越
えるためにも、災害対応力の向上は、日本経済を支えるすべて
の企業にとって最優先に取り組むべき経営課題の一つである
といえよう。事業継続力強化計画や連携事業継続力強化計画
を通じて、自然災害対策への取り組みが促進され、未曽有の災
害に遭遇しても生き残り、地域経済・日本経済を支えることので
きる「強い企業」が増えることを切に願う。

以上
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要旨
▪2019年の時点で、金融分野においても気候変動シナリオ分析の実施事例が増え始めた。シナリオ分析には、組織全体の

財務健全性の評価、個別のポートフォリオ／企業／資産のリスク評価などの様々な目的が考えられ、目的に応じて手法
やスコープを選択する必要がある。

▪金融版Science Based Targets（ＳＢＴ）策定の方法論が整備されつつあり、自らのポートフォリオと2℃シナリオとの整
合性を評価するニーズも増している。また、多数の金融機関向けシナリオプロバイダが出現しており、Value at Risk 

（VaR）などの財務指標を提供する例もある。
▪英国の金融規制当局は、金融機関に対してストレステストに気候変動を盛り込むよう求めている。
▪気候政策の実施が2020年代前半まで遅れ、その後に急激な政策導入が行われる「遅延シナリオ」もショックシナリオの一

つとして注目される。
▪金融機関による気候変動シナリオ分析においては、最初からすべてのリスクや投融資先を対象とせず、まずは重視するリ

スクや業種を絞って評価を行ってみることも考えられる。

1．最近の動向
2017年6月のＴＣＦＤ提言注1）の公表から2年半が経ち、2019

年11月現在で400以上の金融機関（格付情報機関、証券取引所
等を含む）が賛同を表明するに至っている1）。2019年6月にＴＣ
ＦＤが発行した進捗レポート2）によれば、国連責任投資原則（Ｐ
ＲＩ）注2）に署名している金融機関の約3分の1が、ＴＣＦＤの開
示推奨項目のうち少なくとも1項目以上の情報をすでに開示し
ている。

しかしながら推奨項目のうち、気候変動シナリオ分析注3）を含
む「戦略のレジリエンス」に関する情報は、PRIに署名している 
アセットオーナーの9%、アセットマネジャー（資産運用会社）の
4%しか開示していない2）。金融機関にとって、シナリオ分析は
評価モデルの開発、投融資先企業の情報の入手可能性などの 

金融分野における
気候変動シナリオ分析の動向

レジリエントでサステナブルな社会をめざして年間シリーズ

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第三部 サステナビリティグループ
上席研究員　　　　　　　　 　　寺

て ら さ き

崎 康
こ う す け

介

課題があり、ハードルは高い。
一方で2019年8月に約160兆円を運用する日本の年金積立金

管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）が、シナリオ分析の結果を公
表（後述）したように、先進的な分析事例が相次いで発表され
始めており、様々な投資家向け情報プロバイダが評価モデルを
提供するようになっている。

規制環境も変化の兆しを見せている。2019年4月には、英国
の健全性監督機構（ＰＲＡ）がシナリオ分析を含むＴＣＦＤ提言
に沿った規制を決定し、2021年には金融機関のストレステスト
に気候変動を盛り込むとも述べている（後述）3）。

このような背景のもと、これから金融機関によるシナリオ分
析が主流化する可能性は高い。そこで今回は金融機関のシ
ナリオ分析の考え方、先進事例、技術的課題について紹介す
る。事業会社にとっても、これらの情報は自社が金融機関から 
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どのように評価されうるか理解するために役立つものである。
なお、ＴＣＦＤ提言の解説や気候変動シナリオ分析全般の考え
方については、過去の本誌記事4）5）を参照願いたい。

2．機関投資家の気候変動シナリオ
分析プロセス

欧州の「気候変動に関する機関投資家グループ（ＩＩＧＣＣ）」
は図１のように、気候変動シナリオ分析のプロセスを整理して
いる6）。

投資家にとってシナリオ分析を行う目的として、組織全体の
財務への影響評価のほか、ポートフォリオ単位、業種単位、個別
の資産単位のリスク評価が考えられる。その目的に応じて、マク
ロ経済分析を用いて経済指標や国・業種別の影響をトップダウ
ン式で評価するのか、個別資産や投資先企業ごとにボトムアッ
プ式に評価するのかが異なる。

また自らの投融資ポートフォリオが、パリ協定で掲げられて
いる「2℃未満目標（世界の平均気温上昇を2℃よりも十分低く 

保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する）」にどの程度整合
しているのかを確認したいというニーズもある。これは2℃未満
目標に沿った投融資ポートフォリオの実現を掲げる機関投資
家が、増えているためである。

３．２℃未満シナリオとの整合性評価とＳＢＴ
「Science Based Targets イニシアチブ（ＳＢＴｉ）」は、

「2℃を大幅に下回る」または「1.5℃」目標に沿った温室効果
ガス（ＧＨＧ）排出削減目標の設定をコミットする企業のイニシ
アチブである。2019年11月現在、同イニシアチブには685社の企
業が参画しており、うち50社は金融機関である7）。金融機関向
けのＳＢＴ策定方法論（ＳＢＴｉ－ＦＩ）は開発中だが、すでにド
ラフト段階のものは公表8）されており、ロードテストも行われて
いる。それによれば投融資ポートフォリオ（株式、社債、企業貸
付）について、以下の手法のいずれかで目標を策定する必要が
ある。

【図１】機関投資家の気候変動シナリオ分析プロセス　　　　　（参考文献6）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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⑴ＳＤＡベース

産業別脱炭素化アプローチ（Sectoral Decarbonization 
Approach）といわれるものである。すでに電力、鉄鋼、アルミニ
ウム、セメント、紙パルプ、サービス・商業ビル、旅客・貨物輸送
の7業種については、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）注4）などの2℃
未満シナリオ（Ｂ2ＤＳ）などに基づいて、業種別のＧＨＧ排出原
単位の経年の削減目標が設定されている。金融機関もそれに
基づいて、ポートフォリオを構成する業種ごとに削減目標を設
定する。

⑵ＰＡＣＴＡベース

ＰＲＩと2℃投資イニシアチブ（2ｉｉ）が開発した「Paris 
Agreement Capital Transition Assessment (PACTA)」
ツール9）に基づいて目標設定を行う。ＳＤＡと異なり、ＧＨＧ排
出原単位ではなく低炭素製品（例えば電気自動車など）の生産
比率によって、業種別（電力、自動車、化石資源採掘、セメント、
鉄鋼、航空、海運）に目標を設定する。ＰＡＣＴＡツールはオンラ
インのフリーツールで、ポートフォリオデータを入力すると、構
成銘柄の今後5年間の生産計画を基に、自らのポートフォリオ
が何℃のシナリオに沿っているかがわかる（図２）。すでに1,000
以上の機関投資家が活用している。

いずれの方法でも重要な点は、各アセットクラス（株式、社
債、企業貸付）において、ポートフォリオを構成するＧＨＧ排出
が多い業種ごとに、ＧＨＧまたは生産比率の原単位目標を設
定する必要があることである。これにより単に低炭素セクター
のウェイトを増やすことで、ポートフォリオにおける高排出セ
クターの影響を薄めるという手段が封じられる。金融機関は
高排出セクター内の各企業の状況や将来計画をよく比較して 

投資判断をするとともに、低炭素製品のシェアやＧＨＧ排出原
単位の改善を促すエンゲージメントを地道に行うことが求めら
れる。

ＳＢＴｉのほかにもポートフォリオの脱炭素化を目指す動きが
ある。2019年9月には、2050年までにCO₂排出ゼロとするシナリ
オと整合したポートフォリオの実現を目指す「ネットゼロ・アセッ
トオーナー・アライアンス」が発足し、12の金融機関（運用資産
総額2.4兆米ドル）が参加を表明した10）。

４．ポートフォリオのリスク評価
ポートフォリオのリスク評価に適したシナリオ分析手法とし

ては、2℃未満シナリオとの整合性の度合いもある種の移行リ
スク指標となりえるものの、よりリスクや機会に特化した指標や
金銭的な財務影響を算出することが多い。現在、20以上の金融
機関向けシナリオプロバイダが存在するが、もっぱら次頁表１
の要素でそれぞれ特徴付けられる。

分析上の課題としては、以下が挙げられる11）。

⑴資産レベルデータの不足

工場などの資産レベルの精度で分析を行う場合、各資産の
価値、生産量、稼働年数、ＧＨＧ排出量などのデータが不足し
がちである。

⑵マクロ経済環境の考慮

ＧＤＰ、金利などのマクロ経済指標の変化まで織り込んでい
る評価モデルは極めて限られる。オランダ中央銀行（ＤＮＢ）
が、炭素価格が世界的に100米ドル／トンかつ再生可能エネル
ギー割合が2倍に急増した場合などの四つのシナリオについて、
ＧＤＰ、消費者物価指数、金利、株価への影響を試算した例が
ある12）。

⑶サプライチェーンの考慮

一部の評価モデルでは、サプライチェーンを通じた影響も考
慮しているが、マネタリーベースの定量的評価では事例が限定
される。

⑷適応力の考慮

省エネの余地、炭素価格をサプライチェーン下流に転嫁する
余地、防災対策などの企業の適応力やレジリエンスに対する情
報が少なく、現状では評価手法もほとんどない。

【図２】ＰＡＣＴＡツールのアウトプットイメージ（ガソリン車生産量の例）
（試行用ポートフォリオデータを用いてＰＡＣＴＡ9）によりＭＳ＆ＡＤインターリスク
総研が算出、作成）
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要素 種類

シナリオ
気温上昇 2℃未満、2℃、3℃、4℃など
評価モデル・シナリオ ＩＥＡ、ＩＲＥＮＡ、ＢＮＥＦ、ＩＰＣＣ、様々な全球気候モデル（ＧＣＭ）や統合評価モデル（ＩＡＭ）など

対象アセットクラス 株式、社債、国公債、不動産など
対象業種 全業種、エネルギー、電力、自動車、不動産、農業など
分析精度 国レベル、業種レベル、企業レベル、サイトレベル
時間軸 2023、2030、2040、2050、2100年など

アウトプット
定性 スコア、ヒートマップ（100点満点、4段階、3段階など）

定量 Value at Risk (VaR)、Earning at Risk (EaR)、予想最大損失額（PML）、信用格付、デフォルト率、業種別
粗付加価値（GVA）の変化など

対象リスク
移行リスク

政策 炭素価格（スコープ1、2のみ／サプライチェーン含む）、座礁資産、土地利用など
技術 原料価格・需要、製品価格・需要、EVやCCSの普及など
機会 気候関連特許の数や質、気候関連ビジネスのシェアなど

物理的リスク
急性 熱波、山火事、沿岸洪水、河川洪水、高潮、風災、台風、地滑りなど
慢性 平均気温上昇、海水面上昇、年間降水量など

考慮している影響の範囲 マクロ経済、操業、サプライチェーン、市場

【表1】金融機関向け気候変動シナリオ分析手法の主な要素

モデル シナリオ
移行

リスク
（%）

物理的
リスク
（%）

移行機会
（%）

合計の
気候VaR
（%）

気候モデル
平均を用い
たREMIND
モデル

1.5℃ -13.16

-2.14

10.74 -4.56

2℃ -8.16 6.94 -3.36

3℃ -2.89 3.21 -1.84

５．シナリオ分析の先進事例
⑴ＵＮＥＰ－ＦＩ ＴＣＦＤ試行ワーキンググループ

国連環境計画・金融イニシアティブ（ＵＮＥＰ－ＦＩ）注6）では、
銀行、投資家、保険の三つの分野でそれぞれＴＣＦＤ試行ワー
キンググループ（以下、ＷＧ）が発足している。2019年5月に投
資家ＷＧが公表したレポート11）では、投資情報プロバイダの
Carbon Deltaの支援により、世界の上場企業3万社で構成す
る市場ポートフォリオについて、移行、物理的リスク双方を分析
している。

移行リスクについては、シナリオごとに各資産に割り当てられ
るスコープ1（自社拠点から排出される）注5）ＧＨＧ排出削減目標
を算定し、それに炭素価格を乗じることで財務影響を算出して
いる。移行機会については、低炭素技術関連の特許の数、質、
保有期間などに基づいて算出される。

物理的リスクについては熱波、寒波、豪雨、豪雪、強風による
事業中断、熱帯低気圧によるプロパティ損害、沿岸洪水による
プロパティ損害と事業中断を対象としている。

表２にWGが今後15年間の気候VaR注7）を推計した結果を
示す。出典元のレポートでは業種別の分析結果も掲載されてお
り、参考になると思われる。この評価モデルは欧州の保険会社
であるアクサやアビバなども用いている。

⑵ブラックロック

世界最大手の資産運用会社ブラックロックは、米国地方債
と商業用不動産担保証券（ＣＭＢＳ）の物理的リスクを評価し
た13）。

地方債の評価では、1980年をベースラインとして、犯罪率の
変化、死亡率の変化、労働生産性、冷暖房需要、コモディティの
農業生産性、沿岸暴風雨を考慮して、2100年までの地域別ＧＤ
Ｐの損失割合を推計している。その結果、物理的リスクは多くの
自治体の経済および信用力に脅威をもたらすとしている。

ＣＭＢＳについては、約6万の商用不動産について、カテゴ
リー4以上のハリケーンの強風に暴露する確率を評価した。そ
の結果、気候対策を行わないシナリオにおいて、1980年比で既
に137%増大しており、2050年には275%増大する可能性がある
としている。

⑶ＨＳＢＣ

ＨＳＢＣは気候対策の政策が実施されないNo Policy 
Actionシナリオと2℃シナリオについて、世界の株式を対象とし
た代表的な株価指数であるＭＳＣＩ ＡＣＷＩインデックスを構
成する銘柄の移行リスク評価を行っている14）。2℃シナリオにつ
いては、政策変更が2020年から行われる2020 Actionシナリオ
と2030年から行われる2030 Actionシナリオの2種類を用意し
ている。

特筆すべき点は単純に直接的な炭素価格の影響を評価する
にとどまらず、炭素価格の下流へのコスト転嫁、座礁資産、製品
需要低下によるマージンへの影響といった多面的な要素を評
価モデルに組み込んで、時価総額への影響を算出していること
である。また炭素回収貯留（ＣＣＳ）、再生可能エネルギー、電
気自動車市場については、移行機会についても評価している。

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【表２】ＵＮＥＰ－ＦＩ　ＴＣＦＤ試行投資家ＷＧの結果（上場3万社対象）

（参考文献11）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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⑷ムーディーズ

ムーディーズはＩＥＡの各シナリオを基に、産油国の国債の
信用格付がどのように変化する可能性があるかを分析してい
る15）。

⑸ＧＰＩＦ

ＧＰＩＦは、ＴｒｕＣｏｓｔ（S&P Global）に委託して、自らの
ポートフォリオのシナリオ分析を実施した結果を公表してい
る16）。

2℃目標との整合性評価では、「ＧＨＧ移行経路評価」という
手法を採用している。これは前述のＳＤＡなどの手法に基づき、
2℃目標に沿った業種別ＧＨＧ排出原単位を算出し、2023年ま
での各社の予測排出量とのかい離を評価している。結果として、
ＧＰＩＦのポートフォリオは3℃以上の水準であると結論づけて
いる。また財務影響については、2℃を含む三つのシナリオにつ
いて、将来の炭素コストの支払金利前税引前利益（ＥＢＩＴ）に
対する割合（ＣＥａＲ）を算定している。それによれば2℃シナリ
オの場合、2030年のＣＥａＲは、国内株式で25.47%、国内債券
で81.08%に達すると試算している。

ＧＰＩＦの分析で特徴的な点は、すべてのリスクをマネタリー
ベースで統合評価しているわけではないが、様々なＫＰＩを組み
合わせて座礁資産、電源需要、炭素価格などのリスクを表現し
ていることである（表３）。当面の移行リスクの指標群として、非
常にバランスがとれたものになっている。

⑹三井住友銀行

三井住友銀行は2019年4月に、気候変動シナリオ分析を実施
したことを公表した17）。2℃、4℃の二つのシナリオで、2050年ま
でに水災発生に伴い想定される与信関係費用の増大額を試算
した。4℃シナリオで累計300~400億円と見込まれ、単年度平均
でみた場合に影響は限定的と結論付けている。

本分析において、気候変動により想定される洪水確率の変
動値については、「洪水頻度変化予測マップ」のデータが活用さ
れた18）。本マップはＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ、芝浦工
業大学の平林由紀子教授、東京大学生産技術研究所の山崎
大准教授が共同で行っている「気候変動による洪水リスクの大
規模評価（ＬａＲＣ－Ｆｌｏｏｄ®）」プロジェクトの一環として、
ウェブ上で公開されている19）（図３）。

【表３】ＧＰＩＦのシナリオ分析における主な評価項目

主な評価分野 主なKPI
カーボンフット
プリント

加重平均炭素強度
（スコープ1と2、スコープ3の1次サプライヤー）

座礁資産
化石燃料関連事業（抽出、発電）、石炭関連事業の
保有割合、売上シェア、潜在的GHG排出量、設備
投資額

2℃目標との
整合性評価

以下について現状と2℃シナリオを比較
•電力会社ポートフォリオの電源構成
•GHG移行経路評価

炭素価格リスク Carbon Earning at Risk（CEaR）
（参考文献16）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図３】気候変動による洪水頻度変化予測マップ20）

※20世紀末に100年に1度の確立で生じる規模の洪水が、21世紀末に何年に1度の頻度で生じる可能性があるかを示す
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６．ＰＲＡのストレステストガイドラインと
遅延シナリオ

⑴ＰＲＡ

冒頭で述べたとおり、英国のＰＲＡは金融機関のストレステス
トに気候変動を盛り込む方針である。それに先んじて、ＰＲＡは
2019年6月に、保険会社に対して2年ごとに実施する保険ストレ
ステストのガイダンス21）を公表した。同ガイダンスでは以下の気
候変動シナリオを提示し、影響を算出して報告することを求め
ている。

シナリオ(A)：
2022年時点でのリスク変化量（2100年に2℃の気温上昇）
急激な政策の転換などにより、温室効果ガス削減の動きに
よって2022年に株式価値が大きく変動するシナリオ。

シナリオ(B)：
2050年時点でのリスク変化量（2100年に2℃の気温上昇）
2℃未満目標に沿った、長期的な秩序ある移行シナリオ。
気候政策の遅延やそれに伴う急激な政策導入はない。

シナリオ(C)：
2100年時点でのリスク変化量（2100年に4℃の気温上昇）
温室効果ガス削減の動きがないシナリオ。

ガイダンスには各シナリオにおいて、業種ごとに株式価値へ
の影響度を仮定した一覧表が例示されている。

⑵ショックシナリオとしての「遅延シナリオ」

近年、ＰＲＡのシナリオ（Ａ）のように、今後数年は気候政策
の導入が遅れて、その遅れを取り戻すために2020年代半ばに
急激に厳しい気候政策が導入される「遅延シナリオ」が注目 

されている。
一般的によく引用されるＩＥＡの「持続可能な開発シナリオ

（ＳＤＳ）」や「Beyond 2℃シナリオ（Ｂ2ＤＳ）」は、直ちに各国
が2℃未満目標に沿った政策を導入し、徐々に強化するという
内容である。しかし国際的に政策の遅れが目立つ中で、これら
のシナリオは現実的とは言い難い。

また遅延シナリオの方が、世界経済に与える負の影響は大き
いと考えられている。例えばＯＥＣＤによれば、速やかに政策導
入を行うシナリオに比べて、2025年まで対策を先送りした場合
の10年後のＧＤＰ損失は、Ｇ20平均で2%となると分析されてい
る22）。そのため、ストレステストとしてシナリオ分析を行う場合、
より経済的な影響の大きい遅延シナリオも想定した方が良い
と考えられる。

ＰＲＩも2019年9月に新たに「予測政策シナリオ（ＦＰＳ）」を
公表した23）。これは2023年にパリ協定のグローバル・ストックテ
イク（世界全体の進捗評価）が行われ、その結果を受けて2025
年までにラチェットアップ（目標引き上げ）プロセスが実施され
ることから、その間に気候政策の大幅な強化が行われるとい
う想定に基づいている（図４）。ＦＰＳでは、世界の石油需要が
2026~2028年にピークアウトし、2040年までに乗用車の7割が
超低炭素車になり、2030年には森林面積が増加に転じるなど、 
ＩＥＡのＳＤＳよりも急激な変化が見込まれている。

またＰＲＩは2019年12月に、前述のＨＳＢＣと同種の手法で 
ＦＰＳに基づく株式市場への影響を試算し、レポートを公表し
た24）。同レポートは、MSCI ACWIインデックスを構成する銘柄
について、ＦＰＳでは企業価値が3.1%（1.6兆ドル）失われると結
論付けた注8）。8割以上の企業は、企業価値の変動が-10～10%
以内に収まるものの、化石燃料系の産業を中心に下落幅が大
きい傾向がある。一方で、自動車産業については上位10%の企
業は108%の価値上昇が見られるのに対して、下位10%の企業
は34%の価値下落となるなど、低炭素製品への戦略の差によっ
て、同業種間で明暗が分かれる結果となっている。

【図４】世界のＧＨＧ排出量の推移（シナリオ別）　　 　　　　　　　　　　（出典：参考文献23）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）　　
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注）
　　　　　　
1） ＴＣＦＤ提言

金融安定理事会が設置した気候関連財務情報開示タスクフォース 
（ＴＣＦＤ）が、2017年6月に投資家や企業が気候変動による事業リスクと機
会について評価、開示し、投資判断に組み込むための枠組みを提言する報
告書を公表した。ＴＣＦＤの提言に対して、2019年11月14日時点で893の企
業、法人、政府機関が賛同を表明している

2） 国連責任投資原則（ＰＲＩ）
2006年にアナン国連事務総長（当時）が提唱し、発足した機関投資家のイ
ニシアチブ。機関投資家の意思決定にＥＳＧの観点を組み込むことを目的
とし、2019年11月時点で2,700以上の機関投資家が署名している

3） シナリオ分析
可能性のある将来のうちから特定の結果を仮定して、それに至る経路（シ
ナリオ）を想定して、時間の経過とともに自社のビジネスにどのような影響
を与えるかを評価すること。詳細は参考文献４）５）を参照のこと

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

5） 不動産については、スコープ1（自社拠点からの排出）だけでなくスコープ
2（他社から提供された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出）も含む

6） UNEP-FI
国連環境計画（UNEP）と200以上の世界各地の銀行、保険、証券会社等に
よるパートナーシップ。1992年に設立され、金融機関、政策者、規制当局と
協調し、経済的発展とESG(環境・社会・ガバナンス）への配慮を統合した
金融システムへの転換を目指している

7） 気候VaR = 気候コストや利益の現在価値／企業の市場価値
8） 2050年までの財務影響を、2020年時点の現在価値に置き換えた場合

参考文献・資料等

1）Home>TCFD supporters>TCFD Supporters as of 
August 2018 ＜https://www.fsb-tcfd.org/＞（最終アクセス
2019年11月17日）

２）TCFD “2019 Status Report” 2019.6
３）Bank of England “Enhancing banks’ and insurers’ 

approaches to managing financial risks from climate 
change” 2019.4

4）「RM FOCUS第63号　企業における気候関連リスクのシナリオ
分析の必要性」MS&ADインターリスク総研、2017年10月

5）「RM FOCUS第67号　気候変動シナリオ分析の方法論をめぐる
動向」MS&ADインターリスク総研、2018年10月

6）IIGCC “Navigating climate scenario analysis” 2018.11
7）Home>COMPANIES TAKING ACTION ＜https://

sciencebasedtargets.org/＞（最終アクセス2019年11月17日）
8）Home> SC IENCE  BASED TARGETS>Sec to r 

Development>Financial Institution
＜https://sciencebasedtargets.org/＞（最終アクセス2019年
11月17日）

9）Home> Participate ＜https://www.transitionmonitor.
com/＞（最終アクセス2019年11月17日）

10）Net-zero Asset Owner Alliance “Investors make 
unprecedented commitment to net zero emissions” 
2019.9

11）UNEP-FI “Changing Course” 2019.5
12）DNB “An energy transition risk stress test for the 

financial system of the Netherlands” 2018.10
13）＜https://www.blackrock.com/ch/individual/en/insights/

physical-climate-risks＞（最終アクセス2019年11月18日）
14）HSBC Global Asset Management “Low-carbon 

transition scenarios: Exploring scenario analysis for 
equity valuations” 2018.10

15）Moody’s Investors Service “Carbon transit ion 
manageable for most; significant credit pressure in 
event of more ambitious transition” 2018.7

16）「GPIFポートフォリオの気候変動リスク分析」TruCost ESG 
Analysis、2019年8月

17）「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に対する
情報開示について」 三井住友銀行、2019年4月

18）吉川聡一郎　山田尚孝「SMBCが実施した先駆的な気候変動シナ
リオ分析」『金融財政事情』2019年7月

19）＜http://www.irric.co.jp/LaRC-Flood＞（最終アクセス2019年
11月19日）

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

21）PRA “General Insurance Stress Test 2019 Scenario 
Specification, Guidelines and Instructions” 2019.6

22）OECD 「気候への投資、成長への投資　統合報告書」2017年
23）Inevitable Policy Response “The Inevitable Policy 

Response: Forecast Policy Scenario” 2019.9
24）Inevitable Policy Response “Impacts of the Inevitable 

Policy Response on Equity Markets” 2019.12

７．シナリオ分析実施に向けて
金融機関向け気候変動シナリオ分析は、この2年間で急激に

技術的進歩を遂げている。まだ大半は金融機関が試験的に実
施している状況だが、先進的な金融機関においては実務にも取
り入れられ始めている。

必ずしも最初からすべてのリスクや投融資先を対象としな
くてもよい。不動産分野における物理的リスク評価や高炭素
業種の移行リスクなど、重視するリスクや業種を絞って評価を
行ってみることも考えられる。

以上
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の災害廃棄物が発生した事例を表1に示す。大量の災害廃棄物
を伴う災害が毎年発生しており、被災地も全国にわたっているこ
とが分かる。また、発生が懸念されている巨大災害では、首都直
下地震で約1.1億t、南海トラフ巨大地震で約3.1億tの災害廃棄
物が発生すると想定されている１）。この規模感を得るために、平
時のごみ量との比を示したのが図1である。ここでは、東日本大
震災以降で1,000ｔ以上の災害廃棄物が発生した70の被災自治
体について、被災自治体が処理した災害廃棄物の量と平時に同
自治体が処理している一般廃棄物の量の比、すなわち、平時の 

災害廃棄物処理

１	はじめに
不幸にも被災してしまった際、避難などにより生命の危険がな

くなった後に行うのが生活を再建するための片づけであり、それ
に伴い排出されるのが災害廃棄物である。すなわち、災害廃棄物
を適正に処理することは、復旧・復興に向けた第一歩であると位
置づけられる。

2011年3月に発生した東日本大震災以降の災害で、特に大量

要旨
▪災害時において民間企業から排出される廃棄物は、平時と同様に事業系一般廃棄物または産業廃棄物として自ら処理

を行うことを原則としている。
▪民間企業の災害廃棄物は、片づけごみのほか、原料・製品や製造設備の廃棄物もある。
▪民間企業は、「災害廃棄物を排出する立場」と、「災害廃棄物処理を支援する立場」の両面で災害廃棄物処理との関わり

を持つ。
▪民間企業が災害時の事業継続を検討する際には、廃棄物処理に関する視点も持つことが好ましい。

民間企業と
災害廃棄物処理の関わり

国立研究法人 国立環境研究所
資源循環・廃棄物研究センター
主任研究員　　  　 多

た じ ま

島 良
りょう

氏

発災年 災害名 災害廃棄物の量

2011年 東日本大震災
紀伊半島大水害（三重県）

約3,100万t
約2.2万t

2012年 つくば市竜巻災害
平成24年九州北部豪雨（熊本市・阿蘇市）

約1.2万t
約4.7万t

2013年 伊豆大島豪雨災害 約23万t
2014年 広島県土砂災害 約52万t
2015年 関東・東北豪雨（常総市） 約5.2万t

2016年 熊本地震（熊本県）
平成28年台風10号（岩手県）

約311万t
約10万t

2018年 平成30年7月豪雨（岡山県、広島県、愛媛県） 約180万t

【表1】近年発生した大規模な災害とそれに伴う災害廃棄物の量

（2019年2月末時点） 【図1】平時の年間ごみ量と災害廃棄物量の比のヒストグラム。平時と比べて膨
大な量の災害廃棄物が発生している事例が多数あることが分かる。

平時の年間ごみ量/災害廃棄物量
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災害廃棄物処理

何年分に相当する災害廃棄物が発生したかを示す値の頻度分布
を示している。ここから、半分弱のケースにおいて10年分に相当す
る量よりも多くの量が排出されてきたことが分かる。つまり、平時
のごみ処理体制では処理しきれないほどの災害廃棄物が、日本
全国のどこで発生してもおかしくない状況があるといえよう。本
稿執筆中の2019年10月にも、台風19号により宮城県、福島県、長
野県を中心に中部から東北にかけての広域にわたって大量の災
害廃棄物が発生している。

こうした状況に対し、国や自治体は様々な災害廃棄物対策を
進めてきた。その基本となっているのは、自治体が策定する災害
廃棄物処理計画であり、この中で処理の方針・体制・留意点の基
本が取りまとめられる。他方、民間企業においてどのような対策を
とるべきか、これまで整理されてこなかった。そこで、本稿では災
害廃棄物の性質や国や自治体による対策の概要を示し、民間企
業にとってのリスクや期待される役割について考察することで、民
間企業としての災害廃棄物対策を考えるきっかけとしたい。

２	市町村による災害廃棄物処理の概要
災害廃棄物処理に関する国（環境省）の基本的な考え方を整

理した災害廃棄物対策指針（以下、「指針」）では、「自然災害に直
接起因して発生する廃棄物の内、生活環境保全上の支障へ対処
するため、市区町村等がその処理を実施するもの」が災害廃棄物
と定義されている２）。廃棄物処理の基本法である「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」では、災害廃棄物それ自体は用語として
定義されていないが、産業廃棄物には相当しないことから一般廃
棄物であると理解されており、その処理にあたっては一般廃棄物
の処理に係る法令が適用される。

災害廃棄物処理には、多額の費用がかかり、被災市町村が 
単独で賄うことは難しい。例えば、平成28年熊本地震により被災

した熊本県益城町では、約34万tの災害廃棄物を処理するのに
196億円の事業費がかかったが、これは同町の一般会計歳出総
額の2年分に相当する額であった３）。そこで、国は「災害廃棄物処
理事業費補助金」や特別交付税措置等により、市町村が実施す
る処理事業を財政的に支援している。また、都道府県は管内の市
町村に対して技術的助言を提供し、処理業務を支援する。すなわ
ち、市町村が主導する処理事業に対して都道府県や国が技術的
に支援し、国が財政的にバックアップするというスキームとなって
いる。

災害廃棄物は、図2に示す流れで処理される。片づけに伴い被
災市民が出すもの、被災建物の解体に伴うもの、公共空間に（津
波等の場合において）散乱したものは、一次仮置場（次頁図3左）
に運搬される。一次仮置場とは、災害廃棄物の保管・集積・前処
理のために市町村が一時的に開設・運営管理する場所であり、あ
る程度の広さがあること（できるだけ0.3ha以上）、長期にわたり
使用できること（3カ月程度以上）、被災地から遠すぎないこと、周
辺に民家が少ないこと、土砂崩れや浸水による二次被害の恐れ
がないことなどの条件を満たすことが望まれる。典型的には、市
町村が保有する最終処分場（跡地）、グラウンド、広めの駐車場な
どが使われる。ここでは、災害廃棄物を分別しながら荷下ろしを
行うとともに、重機や人力による粗選別も行われる。例えば、木製
家具は木くず、アルミサッシは金属くずなどの形で分けながら集
積することで、各品目に応じた処理処分・再資源化施設に引き渡
すことができる。一次仮置場の時点で十分な選別ができない場
合（例えば、混合状態で集積されてミンチ化してしまった場合な
ど）は、仮設の破砕・選別施設を含む二次仮置場（次頁図3右）を
設けて高度な選別を行うことで、処理処分先・再生資源の利用先
への引き渡しが可能となる。

業務の流れとしては上述の通りシンプルだが、実際に処理
を進める際には様々な課題が生じる。典型的に生じる課題
として、①市中に災害廃棄物が放置される、②仮置場の適地
が見つからない、③一次仮置場においてごみが混合化する、 

【図2】災害廃棄物の処理の基本的な流れ。左から順に、被災現場、一次仮置場、二次仮置場、処理処分・再資源化施設へ選別が進められながら流れていく。
（出典：国立環境研究所）
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④処理先・再生資源の利用先が見つからないことがあげられる。
①の状況は、本来は被災者自身が仮置場まで運搬すべきところ
適当な空きスペースに置かれてしまったり、市が個別回収すると
広報しながらも収集の人員・車両が不足し追い付かなくなった
りすることで生じる。放置された災害廃棄物は、生活環境保全上
の支障となるため、早期に解消される必要がある。②は、特に住
宅地や山間部で平地の少ない地域で課題となる。仮置場が十分
でなければ、①の状況を誘発する。指針では、平時から仮置場候
補地を選定することが求められているが、多くの場合は公有地の
みが候補となっており、民間企業との連携は十分に取られていな
い。③は、一次仮置場の管理を徹底できないと生じてしまう。開
設直後は分別されていても、管理人員が不足している場合は、次
から次へと搬入されてくる災害廃棄物の分別状態を維持するこ
とが難しくなり、混合化してしまう。混合化が進むと、処理処分先
を見つけることが難しくなる、処理費が高額になる、保管のリスク
が高まる等の弊害が生じる。④は、市町村で普段処理されている
一般廃棄物と性状が異なることから、被災地域に処理処分先が
存在しないことや、被災市町村担当者が処理先に精通していない
ことなどが要因となる。処理処分先が見つからなければ、仮置場
において災害廃棄物がたまってしまい、③の状況を誘発する。こ
のように、円滑かつ適正に災害廃棄物の処理を進めるにあたり、
人員・車両・空き地・処理処分先といった多くのリソースが必要と
なる。

 

３ 災害廃棄物処理への民間企業の関わり:
排出者として

災害時において民間企業から排出される廃棄物について、指
針においては「災害後に事業活動を再開する際に発生する廃棄
物等（被災した事業所の撤去に伴う廃棄物や敷地内に流入した
土砂や流木等）については、原則として事業者責任で処理する」
と記載されている３）。つまり、災害によって使えなくなったもので

あっても、民間企業については平時と同様に事業系一般廃棄物
または産業廃棄物として自ら処理を行うことを原則としている。
行政が処理対象としていないにもかかわらず一次仮置場に「つい
でに」出すこと（通称「便乗ごみ」）は、処理業務に過度な負担をか
けることになるため、避ける必要がある。

とはいえ、いくつかの例外は存在する。まず、被災市町村内に
事務所を持つ中小・零細企業については、災害廃棄物の収集運
搬、処理処分を被災市町村が実施する場合には処理事業の対
象となる。これは、個人商店など住居と事業所が一体となった建
物が被災した場合、事業所から出される分の災害廃棄物だけを
市町村の仮置場で受け入れないとすることが難しくなるためで
ある。また、東日本大震災の際は、被災市町村内に事務所を有
する大企業においても被災が甚大で経営に与える影響が大き
く災害廃棄物処理に支障が生じることを考慮して、一定の要件 

（表2）を満たす場合に、その収集・運搬及び処分を被災市町村
が実施する場合には、処理事業の対象とした。このように、原則
としては企業自身が処理することになるが、企業や災害の規模に
よっては特例で市町村が処理する場合もあると整理される。市
町村の仮置場で受け入れる災害廃棄物の種類は、災害ごと、地
域ごとに異なるため、事業所が立地する市町村に確認すること
が重要である。

次の要件のいずれかを満たすものの、災害廃棄物の収集・運
搬及び処分を、処理事業の対象とする（解体工事は対象ではな
い）

1. 地震発生後2月間の売上額若しくは受注額が前年同期に比
して100分の20以上減少したもの

2. 被災事業者と被災市町村内に事業所を有する事業者との
取引依存度が100分の20以上のもの

3. 被災市町村内にある企業の事務所の従業員数の割合が 
2割以上のもの

【図3】仮置場の例。左は一次仮置場、右は二次仮置場である。二次仮置場は、本格的な選別施設を設置することが多い。  　　　　（出典：国立環境研究所）

【表2】東日本大震災における大企業の災害廃棄物に関する特例措置の内容
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民間企業が災害廃棄物と関わる局面を、排出者の観点から、
図4の通り整理した。事業所が被災し、片づけ作業が行われる中
で、事務所で使用していた備品・消耗品がごみになることに加え、
保管している原料・製品や製造設備が被災することで業種ごとに
特徴的な廃棄物が排出される。例えば、イベント用に受注して作
成していたTシャツが浸水して汚れてしまい、大量に廃棄した事
例があった。また、ライフラインの途絶により温度管理ができなく
なることで廃棄される製品もある（冷凍庫に保存してある水産加
工品など）。

排出される廃棄物の中でも、腐敗性の高い廃棄物や感染性の
廃棄物は公衆衛生上のリスクとなることから、特に早期の処理が
求められる。過去の災害では、収穫後に保管されていた米が浸水
し、発酵が進み異臭を放ったため、緊急処理が必要となった事例
もあった。その他の品目についても、市町村が行う災害廃棄物処
理と同様に、可能な限り分別しながら片づけ作業を行うことが重
要となる。

事業所の建物が大きな被害を受けた場合は、解体やリフォー
ムに伴う廃棄物も処理する必要がある。アスベスト建材が使用さ
れている場合は、従業員や周辺住民に健康被害が出ないよう、曝
露防止策を実施したうえで解体等を行い、適正に処理する必要

がある。吹付け材として利用されている場合は飛散する恐れが高
いため、特に慎重な対応が必要である。耐火被覆材、保温材、屋
根材、外装材、内装材などにも含まれる場合があるため、比較的
古い建物の場合は、念頭に置く必要がある。詳しくは、「災害時に
おける石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」４）を参照いただき
たい。

化学物質や油などの有害物質を利用・保管する事業所におい
ては、被災によって拡散し、周辺への健康被害や環境汚染を引き
起こさないようにすることが重要である。災害廃棄物処理の観点
からは、有害物の除去・回収に伴う災害廃棄物の処理が生じるこ
とがある。廃棄物資源循環学会九州支部の調査によれば、2019
年8月の大雨に伴い民間事業所から流出した油の回収に活用さ
れた油吸着マットは、町の仮置場ではなく、同事業所で受け入
れ、産業廃棄物として処理されていた。他にも、保管していた薬品
や油が流出することで、市町村が行う災害廃棄物処理を困難に
してしまうという側面もある。例えば、木くずは可能な限り選別し
て再生利用することが通常であるが、有害物質が付着した場合
は再生利用が困難になる。

 

ライフラインの途絶 事業所・工場が被災

事業活動を再開するた

めの災害廃棄物処理

・片づけに伴うもの

・解体に伴うもの

有害物質の漏洩・流出

有害物質の回収に伴う

災害廃棄物の処理

市町村が行う

災害廃棄物処理への支障

災害廃棄物処理

【写真1】事業系と思しき災害廃棄物の例。基本的には事業者の責任
で処理されるべきものである。     　　（出典：国立環境研究所）

【写真2】水産品が津波により流出した例。早期に処理できないと、公衆
衛生のリスクとなる。　　　　 　　（出典：国立環境研究所）

【図4】排出者の観点から見た民間企業の関わり
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４ 災害廃棄物処理への民間企業の関わり:
支援者として

2．で指摘したように、市町村が災害廃棄物を円滑かつ適正に
処理するには多くのリソースが必要になる。国や全国の自治体
による応援・支援や、市民によるボランティア活動も大きな力に 
なるが、民間企業からの支援も欠かせない。

近年の災害廃棄物処理事例において、災害廃棄物処理の 
各局面で活躍してきた主な業種を表3に整理した。中には、平時
において廃棄物処理と無縁な業種もある。まず、収集運搬におい
ては、平時に収集運搬している一般廃棄物の許可業者・委託業
者は、災害後にも出される生活ごみ・事業ごみを収集する必要が
ある。このため、災害廃棄物については、他自治体からの応援車
両や、産業廃棄物の収集運搬車両、建設業者のトラックも活用さ
れる。また、広域処理が必要になった場合には、鉄道輸送や海上
輸送も活用される。例えば、日本貨物鉄道株式会社では平時より
家庭系一般廃棄物をコンテナ輸送しているが、災害廃棄物につ
いても、仮置場から遠方の処理先に運搬する際にコンテナ輸送
を行った実績がある。

仮置場管理については、場内の整理や粗選別に重機が必要と
なるため、廃棄物処理業者や建設業者の役割が大きい。また、
仮置場へ廃棄物を搬入する車両を誘導する誘導員を警備会社
から、仮置場における環境モニタリングを実施する環境コンサル
タントが関わる。二次仮置場を設置する場合は、設計・施工・運
営管理においてゼネコンが活躍する。この際、自治体側の要望に
応じて、地元企業と共同事業体を組織して処理にあたることが
多い。処理処分や再生利用については、平時の一般廃棄物で活
用される自治体の焼却施設、粗大ごみ処理施設、埋立処分施設
に加え、災害時には産業廃棄物処理業者による処理も活用され
る。また、仮置場において選別されたものについては、各業種で 

原燃料として利用される。
その他、地元企業から人員や空き地の提供があった例も少な

くない。特に、仮置場においては荷下ろし補助、分別指導に多くの
人員が必要となるが（1箇所当たり10名程度以上）、被災自治体
の職員で賄いきることはできないため、地元企業が貢献する余地
が大いにある。

５	おわりに
本稿では、市町村による災害廃棄物処理事業を概観したうえ

で、民間企業が排出者、支援者として関わる局面について整理し
た。排出者としての民間企業は、円滑、適正、かつ経済的に処理
を完了するために、発災後の片づけにおいて品目ごとに分別しな
がら片づけを行うことが重要であるが、より上流の対策として、災
害廃棄物の量を減らすことも重要である。大雨による浸水や地震
による倒壊といった一次被害、浸水や津波による有害物質の拡
散という二次被害、ライフラインの途絶による間接的な影響の各
観点から、廃棄物が発生しうる局面を想定し、リスクの高いもの
を安全な場所へ移動させるなどの対策をとることが求められる。 
また、支援者としての観点からは、被災地に事業所を置く企業は、
社会貢献活動として地域における災害廃棄物処理事業に関わる
という考え方もあり、そのためには市町村と平時から協議を進め
ておくことが重要である。

これらのことを念頭に、企業において災害時の事業継続を検
討される際に、廃棄物処理の視点も持っていただければ幸いで
ある。

以上

（出典の記載のない図表については筆者作成）

災害廃棄物処理

【表3】民間企業が支援者として災害廃棄物処理に係る局面

災害廃棄物処理に
係る局面 関連する主な業種

収集運搬 廃棄物処理業者、建設業者、輸送会社（広域 
処理）

分別解体 解体業者、測量コンサルタント

仮置場管理 廃棄物処理業者、建設業者、環境コンサルタント
（環境モニタリング）、警備会社（交通誘導）

二次仮置場の施工
管理・運営業務

プラントメーカー、ゼネコン

処理処分・
再生利用

廃棄物処理業者、電力事業者（バイオマス発電）、
セメント会社、製紙会社（ボイラ）、他

計画策定 廃棄物コンサルタント

その他 コールセンター、地元企業（土地や作業員の 
提供）
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割合等、女性の活躍に関する状況を把握し（①~④の4つの「基礎
項目」は必ず状況把握すべき項目）、改善すべき課題を分析し、そ
の結果を踏まえ行動計画を策定することとされている。

女性活躍推進法が施行されて約3年が経過し、法律の実効性
を確保するための方策を検討する時期となった。女性活躍推進
法の改正については、附則において「施行後3年を経過した場合
の見直し」が規定されている。政府からも「女性の活躍加速のた
めの重点方針2018」、「未来投資戦略2018」のなかで、見直しにお
いて、「管理職への女性の登用、多様で柔軟な働き方の導入、仕
事と家庭生活との両立やキャリア形成への支援等について、数
値目標設定や情報開示の拡大、取組状況に応じた企業へのイン
センティブの充実等について検討する」と明記された。また、「経
済財政運営と改革の基本方針2018【骨太方針】」等においても、 
女性の活躍状況の「見える化」を徹底するよう、女性活躍推進法
の見直しを含めた制度改正の必要性が示された。

女性活躍推進法

１	女性活躍推進法の成立と制度の見直し
急速な人口減少局面を迎え、将来の労働力不足が懸念される

中、企業等における人材の多様性（ダイバーシティ）を確保するこ
とが不可欠であり、そのためには女性の活躍が重要である。そこ
で、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、
もって豊かで活力ある社会を実現することを目的に、女性活躍推
進法が整備された（2015年8月成立、2016年4月1日完全施行）。

女性活躍推進法においては、女性活躍のための一般事業主行
動計画（以下、「行動計画」）の策定、厚生労働省への届出、従業
員への周知・公表、さらに女性の職業選択に資する情報の定期
的な公表が企業に義務付けられている（常用雇用労働者301人
以上の企業は義務、300人以下の企業は努力義務）。

企業は、①採用者に占める女性の割合、②男女の継続勤務年
数の差異の縮小の割合、③労働時間、④管理職に占める女性の

要旨
▪2019年5月29日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下、「女性活躍推進法」）」の一部を改正する 

法律が成立し、同年6月5日に公布された。主な内容は①一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、②女性活躍に関
する情報公表の強化、③特例認定制度（プラチナえるぼし（仮称））の創設である。

▪一般事業主行動計画の策定に関しては「PDCA」サイクルを確立させることが重要である。101人以上の中小企業に行動
計画策定が義務化されるにあたり、行動計画が形だけにならないよう中小企業の多様な実情に応じた適切な行動計画
を策定する必要がある。施行前の現段階から公的な支援事業を活用しながら備えることも有効である。

▪今回の改正により、女性活躍推進が社会全体の取組として加速化され、えるぼし認定とプラチナえるぼし認定（仮称）の
相乗効果で取組へのインセンティブも強化される。女性活躍推進に取り組むことで、企業の活性化、労働生産性の向上
など、業績面での好影響も期待できる。企業の経営戦略として女性活躍の推進に向けた一層の取組を期待する。

女性活躍推進法の
改正と意義

一般財団法人 女性労働協会
第一事業部  第三事業部
部長　　　 小

こ ば や し

林 恭
や す こ

子氏
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２ 女性の活躍に関する現状と女性活躍推進の必要性
～改正の背景～

女性活躍推進法が施行されてから、国の経済成長戦略の中で
女性活躍推進の重要性が強調され、政策的な後押しの影響もあ
り、国全体に女性の活躍を支援する動きが広がり始めた。

行動計画の策定・届出が義務付けられている301人以上の企業
を中心に、行動計画の届出数は2万を超え、厚生労働省が運営す
る「女性の活躍推進企業データベース」では、約1万社が女性活
躍推進法に基づく情報公表を行っている（2019年6月末現在）。

また、我が国の女性労働力人口は2018年で3,014万人であり、
2012年から6年連続で増加している。総労働力人口に占める女
性の割合も44.1%と過去最高を記録した。その一方で、女性の年
齢階級別労働力率は、いわゆる「M字カーブ」を描いており、M字
の底は上昇しつつも、労働力率と潜在的労働力率の差はいまだ
大きい（図１）。年齢階級別に女性の就業形態を見ると、正規の
職員・従業員は「25~29歳」でピークを迎え、その後は年齢の経過
とともに減少している（図１）。また、管理職に占める女性割合は
全体的に年々上昇しているが、諸外国と比べると低い割合に留
まっている（図2）。さらに、男女間の賃金格差について、長期的に 

（出典：厚生労働省「平成29年賃金構造基本統計調査」より、厚労省雇均局作成）

（出典：日本：総務省統計局「平成29年労働力調査」、その他：（独）労働政策
研究・研修機構「データブック国際労働比較2018」）

【図１】女性の年齢階級別労働力率と潜在的労働力率（2017年）、女性の年齢階級別労働力率（2017年）

【図２】役割別管理職に占める女性割合の推移、管理的職業従事者に占める女性割合の国際比較

（出典：総務省「平成29年労働力調査」）（出典：総務省「平成29年労働力調査」、「平成29年労働力調査（詳細集計）」）
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３	女性活躍推進法の改正点
女性活躍推進法の施行後、行動計画策定の義務化の対象とな

る301人以上の企業における策定がほぼ完了した。次の段階とし
て、社会全体に女性活躍推進の取組の裾野を広げていくために
は、努力義務となっている300人以下の中小企業の取組の加速化
を図る必要がある。

併せて、女性活躍推進法の実効性を高めるために、より多くの
企業が「えるぼし」認定取得を目指すようにするとともに、「女性の
活躍推進企業データベース」による情報公表を行うよう働きかけ
るなど、「見える化」を推進する必要がある。

これらの課題への対応として、今回行われる改正内容は主に以
下の3点となる。

〈女性活躍推進法の主な改正内容〉
1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性
活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働
者が301人以上から101人以上の事業主に拡大（施行：公布
後3年以内の政令で定める日）。
2 女性活躍に関する情報公表の強化

常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表
項目について、以下の各区分から1項目以上公表する（施行：
公布後1年以内の政令で定める日）。
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

に関する実績
3 特例認定制度（プラチナえるぼし（仮称））の創設

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主へえるぼ
し認定よりも水準の高い「プラチナえるぼし（仮称）」認定を
創設（施行：公布後1年以内の政令で定める日）。

４	行動計画の策定義務の拡大
行動計画の策定にあたっては、「PDCA」サイクルを確立させな

がら取組を行っていくことが女性活躍推進法の大きな特徴である
（次頁図４）。女性活躍を社会全体に推進していくためには、より
多くの企業が行動計画の策定に取り組み、PDCAサイクルを回し
ていくよう、広く促していく必要がある。

女性活躍推進法

【図３】男女間賃金格差の推移と男女間賃金格差の要因（2017年（平成29年））

（出典：厚生労働省「平成29年賃金構造基本統計調査」）

みれば減少傾向にあるものの、依然として開きがあり、一番の要因
は役職の格差である（図３）。このように、女性活躍推進法が施行
され3年を迎えてなお、女性活躍に関する課題が残っている。
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行動計画の策定にあたっては、企業は、自社の女性の活躍に
関する状況把握を行い、課題を分析し、課題に基づいた目標を
設定し、目標を達成するための具体的な取組内容を設定する。
取組を実施してその達成状況、実施状況を点検・評価した後、 
新たな課題の分析を行い、さらなる取組を行っていく。このような
PDCAサイクルを確立させていくことが重要である。

行動計画に基づき、応募や採用、定着、育成、登用等における
新たな取組を実施することで、女性採用数が増える、あるいは結
婚・出産での退職者が減る、女性が新しい仕事にチャレンジする
ようになる、意欲ある女性社員が昇進を希望するようになる、そ
して、女性管理職が増える、といったような効果がすぐに表れるも
のではないが、企業は、PDCAを着実に回していけば、自社が活
性化していく手応えを感じることができるはずである。

５ 中小企業の実情と行動計画策定の
義務化

今回の改正によって、101人以上300人以下の中小企業に行動
計画策定の義務が生じることとなる。ただ、一律に義務化の対象
を拡大するだけではなく、中小企業の実情を踏まえた行動計画

が策定できるような方策が必要だと思われる。
現在も、国の支援事業として、行動計画作成のための全国各地

での説明会やセミナーの開催、電話やメールによる相談対応や
個別企業訪問等の支援が行われている注1）。筆者は2017年以来当
該事業に携わっているが、人的資源の豊富な大企業と比べ、人員
の少ない中小企業では、人事労務担当者が本来業務と兼務しな
がら女性活躍推進の取組も担当することが非常に多い。既に、残
業時間の上限規制、同一労働同一賃金、消費税増税等、次 と々制
度改定への対応を迫られ多忙な中、行動計画の策定が義務化さ
れ、PDCAを回すとなると更なる負担となるのは必至である。

人手不足が常態化・深刻化している中小企業にとって、女性の
活躍推進は重大な取組課題であると認識されており、実際に中
小企業の約8割は、既に何らかの女性活躍の取組を始めている。
しかし、取組を行っている中小企業の半数以上は何らかの課題
を感じている。課題の中で、「幹部となることを望む女性が少な
い」や、「パートタイマーを正社員にしたいが本人が受けてくれな
い」など、企業としてやるべきことはやっているが、女性の活躍が
進まないのは、女性社員の意識レベルの問題によるもの、という
考えも見受けられた（次頁図５）。また、義務化されても企業とし
て改めて行動計画を策定することに意義や必要性を見いだせな
い等の考えを持った中小企業も少なくないのかもしれない。

【図４】行動計画策定から取組の流れ　　　　　　　　 （出典：厚生労働省「行動計画パンフレット」）
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これまで、前述の中小企業への行動計画策定に関する支援
事業を行う中で、女性の活躍の必要性について否定する中小企
業の経営者や人事労務担当者はいないものの、どのように進め
ればいいかわからないという声をよく聞いた。実際、女性活躍の 
課題の解決には結びつかない取組を行っていたり、社員の理解
を得られないまま取組を進めていたりすることもあった。女性の
活躍の状況は個々の企業によって違い、中小企業においては特
に多様性を増す状況にある。それぞれの中小企業に応じた的確
な状況把握、課題分析を行い、PCDAサイクルに沿って着実に取
組を進めていくためには、公的な支援事業を活用することも有効
である。既に、前述した国の支援事業においては、専門家（女性活
躍推進アドバイザー）が全国に配置されており、状況把握、課題
分析から行動計画策定まで、一連の支援を個別対応で行っている

（電話、メール、個別訪問等すべて無料）。
また、義務化の施行時期については、中小企業の負担となら

ないよう配慮され、準備期間が十分とられている（2022年4月1日 
予定）。施行される前の準備期間のうちに、支援事業を活用しな
がら取組を始めれば、中小企業にとっても負担とならないはずで
ある。

６	女性活躍に関する情報公表の強化
情報公表に関しては、現行では、女性の職業選択に資するた

め、国が示した14項目のうち、自社が適切であると考える任意の
項目を1項目以上選んだ上で、自社のホームページや厚生労働省
が運営する「女性の活躍推進企業データベース」への掲載など、
求職者が容易に閲覧できる方法によって、適切に公表するよう定
められている。

女性活躍推進法

総務省は、女性活躍推進法の政策評価として、情報公表（見え
る化）が企業にもたらした行動の変化や効果などについて調査
を行い、情報公表の対象14項目のうち、状況把握の対象である
①女性採用比率、②1月当たりの平均残業時間、③平均継続勤務
年数の男女差、④女性管理職比率の4つの基礎項目について、情
報公表している企業としていない企業における各指標を法律施
行前後で比較した。結果としては、大企業、中小企業ともに、多く
の指標において、情報公表している企業の方が、情報公表してい
ない企業よりその数値の伸び率が大きい傾向がみられた（次頁 
図６）。この他の様々な分析結果からも、情報公表（見える化）に
ついては、義務付け内容が着実に実施され、義務付けによる政策
効果が表れたと結論付けられた。

今回の改正では、公表すべき項目が増え、複数項目を公表する
（次頁図7）。具体的には①職業生活に関する機会の提供に関す
る実績、②職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備
に関する実績、という2つの区分から原則としてそれぞれ1項目以
上の情報を公表する（301人以上の企業は義務。101人以上300人
以下はいずれかの区分から1項目以上で可）。さらに、選択する項
目のほか、新たに、それぞれの区分に関する社内制度の概要につ
いても公表できるようになる。これにより企業は、法定を上回る制
度等、個別具体的な情報を公表でき、より職業選択に有効な情
報を提供できることとなると同時に、優れた取組を行っている企
業としてもアピールできる。

【図５】女性の活躍推進に関わる取組状況、女性の活躍推進に関わる課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （出典：日本商工会議所）

女性の活躍推進に係る取組状況（2018年） 女性の活躍推進に係る課題（上位7項目、2018年）
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①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 ②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

◦採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）
◦男女別の採用における競争倍率（区）
◦労働者に占める女性労働者の割合（区）（派）
◦係長級にある者に占める女性労働者の割合
◦管理職に占める女性労働者の割合
◦役員に占める女性の割合
◦男女別の職種又は雇用形態の転換の実績（区）（派）
◦男女別の再雇用又は中途採用の実績

◦男女の平均継続勤務年数の差異（区）
◦10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者

の男女別の継続雇用割合
◦男女別の育児休業取得率（区）
◦労働者の１月当たりの平均残業時間
◦労働者の１月当たりの平均残業時間（区）（派）
◦有給休暇取得率
◦有給休暇取得率（区）

【図６】女性活躍推進法に基づく情報公表（見える化）とその効果（記述統計による把握）
（出典：総務省「女性活躍の推進に関する政策評価」の結果に基づく意見の通知 2019年）

【図７】各区分の情報公表項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（出典：厚生労働省令案）

○また、一般事業主は、上記の情報公表項目のほか、以下の項目を公表できることとする。
◦女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要

例:職種又は雇用形態の転換制度、正社員としての再雇用又は中途採用制度、女性労働者の活躍に資する教育訓練・研修制度、
セクシュアルハラ スメント等の一元的な相談体制　等

◦労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要
例:育児・介護休業法の各種制度に関する法定を上回る制度、フレックスタイム、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する 

制度、病気・不妊治療等のための休暇制度、年次有給休暇の時間単位取得制度　等

注１：網掛け部分は今回改正する部分。
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７ 特例認定制度
「プラチナえるぼし（仮称）」の創設

現行では、一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業の
うち、女性活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業
は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の「えるぼし」
認定を取得することができる。さらに、「えるぼし」は認定項目を
満たす項目数に応じて3段階に分かれている（図８）。えるぼし認
定を受けている企業数は年々増加傾向にあるものの、行動計画
を策定した企業のうち、えるぼし認定の取得割合が3%程度（870
社、2019年6月末現在）と低く、行動計画の策定が、なかなかえる
ぼし認定に結びつかない状況にある。

今回の改定では、女性活躍推進に関する取組状況が特に優良
な企業に対し、現行の「えるぼし」認定よりも水準の高い特例認
定制度「プラチナえるぼし（仮称）」（以下、「特例認定」）を創設す
ることとなった。特例認定を受けた一般事業主は、厚生労働大
臣の定める表示（以下、「特例認定マーク」）を商品や広告、企業
のホームページ、名刺、求人票などに使用することができ、女性
活躍推進の取組が特に優良な企業であることのアピールや、企
業イメージの向上などにつながることが期待できる。また、特例
認定を取得した企業には、行動計画策定義務が免除される。特
例認定マークについては、厚生労働省によるデザインの募集が
行われ、新たなマークが誕生する予定である（募集期間：2019年 

10月8日～11月5日）。
特例認定の要件に関しては、具体的内容が公表されない状況が

続いたが、特例認定マークの募集の際に、以下の要件が示された。

〈特例認定の取得の要件〉
①事業主が策定した一般事業主行動計画に基づく女性の

活躍に関する取組を実施し、当該行動計画に定められた
目標を達成したこと。

②男女雇用機会均等推進者および職業家庭両立推進者を
選任していること。

③女性の活躍に関する取組の実施の状況が特に優良なもの
であること。

④その他厚生労働省令で定める基準に適合するものである
こと。

※詳細な内容は検討中。

さらに、12月下旬に公布が予定されている厚生労働省令案の
概要注２）において、特例認定制度の基準の詳細が明らかになっ
た。現時点での省令案であり変更の可能性はあるが、①は、行
動計画の履行確保に関するものである。適切な行動計画を策
定し、適切に周知し、取組の結果、目標を達成したことまでが 

【図８】女性活躍に基づく認定制度「えるぼし」について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：厚生労働省）
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職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定を取得しま
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の対策について

７）総務省行政評価局（2019.7.2）女性活躍の推進に関する政策評価 
＜評価結果に基づく意見の通知＞

８）日本商工会議所(2018.2.1) 「働き方改革関連施策に関する調査」集
計結果

９）元野 優（2019.9）女性活躍推進法等改正法をめぐる論議 立法と調査 
No.415

10）労働政策審議会 （雇用環境・均等分科会（旧雇用均等分科会））審議
会議事録 （2018（第5回、第7回、第9回）、2019（第12回））

注）
　　　　　　
１）「中小企業のための女性活躍推進事業」において、中小企業を対象とした行動計

画策定のための支援を厚生労働省より受託し、事業を実施している
事業サイト：中小企業のための女性活躍推進サポートサイト＜http://www.
josei-suishin.mhlw.go.jp/＞（最終アクセス2019年12月16日）

２）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の
施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案について【概要】

求められる。②は企業における女性活躍推進体制の強化である。
③が、これまでのえるぼし認定の5つの認定基準の部分であり、 
継続就業、管理職比率についてはえるぼし認定よりさらに高い水
準が求められる。情報公表項目についても「8項目以上を厚生労
働省のウェブサイトで公表していること」が基準として加わる。

さらに、④として、新たに「雇用管理区分ごとの男女の賃金の差
異について把握したこと」が示され、賃金差異に関する項目への
取組が取得要件のひとつとなる。賃金差異は女性活躍推進の結
果の指標であるが、今回は状況の把握にとどめ、結果までは求め
ない。また、①の行動計画の目標達成については、制度として今ま
で何の確認もされてこなかった部分である。今回、基準に加わっ
たことで、行動計画の実効性が強化された。

これまでは認定を受けている企業の多くが最上位の3段階目の
認定を受けている状況であったが、その中でもより優れた取組を
行っている企業が特例認定を目指すこととなり、女性の活躍推進
の取組の基準が高まることが期待される。また、えるぼし認定制
度についても、取得の条件が緩和され、これまで取得を諦めてい
た企業でもえるぼし取得への挑戦の道が開かれ、企業にとって女
性活躍推進の取組へのインセンティブの充実が図られた。

８ 女性活躍推進法改正を受けての
企業の取組

法改正により、「社会全体への取組の加速化」、「えるぼし認定
取得へのインセンティブの充実」、「情報公表（見える化）の深化」
といった法施行後の課題への対応が図られ、我が国の女性活躍
推進施策は全体的に強化された。

女性活躍推進法に定める行動計画に基づきPDCAサイクルを
確立させ、取組を継続していけば、企業は、優秀な女性が確保で
き、女性の定着のためには、長時間労働をベースとした従来の働
き方を見直すことが不可欠となる。それにより男性も含めた「働
き方改革」に取り組むことになり、女性の意欲が向上し、女性の
管理職が増える。そして、企業の活性化とともに労働生産性が向
上し、長期的には企業の業績にも好影響をもたらすことになる。

大企業、中小企業、それぞれ女性活躍の状況は違うが、女性活
躍を経営戦略と位置づけ、今回の改正を企業の成長のための新
たなスタートの機会としていただければと思う。

以上

女性活躍推進法
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サイバーリスク

１ はじめに

サイバーリスクは、すべてのビジネスのリスク管理者にとって最
大の関心事になりつつある。企業は規模の大小を問わず、セキュ
リティ予防策や事故後の復旧対策など、サイバーリスクと損失の
軽減に投資している。サイバー保険は保険業界で最も急速に成
長している分野の一つであり、この成長の背景には巨額の損失を
発生させた近年の事故がある（次頁表１）。米国損保情報調査研
究所によれば、2016年の保険料総額は約5年前の10億USドルか
ら約32億5,000万USドルに増加している。

サイバー保険市場は今後も成長すると考えられているが、ど
のように成長するかは不確実である。自然災害に例えるとハリ
ケーンアンドリューに相当するような、保険業界に巨大な損失を
発生させるサイバー事故によって業界がより慎重になる可能性
があり、また、巨大損失事故に先立ち、先進的な保険事業者が 
安定したリスクベースのサイバー保険システムを形成する可能
性もある。

要旨
▪サイバー保険は保険業界で最も急速に成長している分野の一つであるが、安定的な成長の継続には課題がある。
▪サイバー保険のグレーゾーン（サイレントサイバー）はサイバー保険の大きな課題であり、保険約款、データの標準化に 

よる保険補償範囲の明確な管理が必要である。
▪サイバー保険の安定的な成長のためには、リスクの定量的評価に基づく、料率算定・リスク管理は必須であり、AIRで開発

しているサイバーリスクモデルを活用することが可能である。
▪サイバーリスクは継続的に変化しており、リスクモデルの仮定を変更した感度分析を行うなど柔軟な対応が重要である。

本稿では、現在のサイバー保険が直面している課題例を紹介
し、サイバーリスクを評価するために必要なデータ標準や最新の
知見・技術を導入したリスクモデルについて説明する。

サイバー保険のためのデータ
標準とリスクモデル

AIR Worldwide
バイス プレジデント＆マネージングディレクター

藤
ふ じ む ら

村 和
か ず や

也氏
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２ サイバー保険の課題

サイバーリスクに対する認識が高まっている一方で、サイバー
保険の普及率は米国で30％程度と推定されている。被保険者の
多くは、自身が直面しているサイバーリスクを十分に把握してお
らず、また、保険料が高くカバー範囲が限られているため、保険
の購入に対して慎重である。加えて、サイバー保険契約の標準
約款が存在していないため、被保険者が保険商品のカバー範囲
や料率を比較することが難しい状況にある。

このような状況下においても、サイバー保険の需要は供給を凌
いでおり、被保険者が、保存するレコード数を制限するなど、あま
り現実的でないIT要件を適用しなければ十分な保険カバーを得
られないケースも散見される。また、ほとんどのサイバー保険は、
侵害に起因する直接費用と第三者に対する責任をカバーするの
みで、事業中断や構外利益損失をカバーする保険商品はあまり
一般的ではない。

サイバー保険には多大な成長の余地があるが、リスクを合理的
に定量化する手法がなければ、保険者が収益性の高い成長を遂
げることは難しいのが現況である。今日のサイバー保険市場が直
面している課題の一部を挙げる。

⑴サイバー保険におけるグレーゾーン

まず、サイバー保険約款が標準化されていないことが課題の一
つとなる。事故発生時に、被保険者は賠償責任の補償を求める
が、それは保険者が保険商品の料率設定時には考慮していない
対象の可能性がある。もう一つの課題は、非サイバー保険のもと
で、サイバーに関連する損失を支払わなければならない“サイレン
ト・サイバー”である。被保険者は損害を被ったとき、E&O保険、

D&O保険、CGL保険などといった、サイバー保険以外の契約の
もとで保険金支払いを受けようとする可能性がある。

例えば、下記のサイバー関連事故事例は、保険約款における文
言、管轄する司法権の法的状況によっては、E&O保険、D&O保
険、CGL保険など従来の保険契約に基づいて請求される可能性
があるものである。

•被保険者企業の社員が、ソーシャルメディアを通して自分の
上司が指示してきたのだと信じ口座に入金した場合

•被保険者企業が、ハッキングされたクレジットカード支払処
理ベンダーへのアクセスができないことによる事業中断（被
保険者は直接のハッキングを受けていない）

•機密性が高い顧客データの喪失
•病院の非常勤職員が機密記録へのアクセスを不正に取得

し、機密情報を漏えいした
•機密情報を含むノートパソコンの紛失

サイバー保険契約約款の文言はいまだ裁判において広く審理
されておらず、また、管轄が異なれば補償範囲の議論も異なる可
能性がある。サイバー関連の損失と保険請求が急速に増大して
いるため、保険者と被保険者は、サイバー保険の補償範囲とその
管理について精査する必要がある。

⑵サイバー保険関連データの不足

保険者のサイバーリスク引き受けに影響する大きな要素とし
て、事故と損失に関する信頼できるデータの不足がある。サイ
バー事故は非常に強度の高いリスクとなりえるが、過去のサイ
バー侵害の記録は期間が比較的短く、信頼性の高いデータは
量的に不足しており、標準化がなされていない。また、多くのサ
イバー攻撃は検知されず、属性情報もなく、企業は、法的要求が 

年 対象(標的) 影響

2013 Target社 データ侵害により、4,000万人の顧客のデビットおよびクレジットカードアカウントが公開され、続いて7,000万
人の顧客に影響するさらなる侵害が発生

2014 Sony社 企業のコンピューター、メール、ボイスメールシステムが動かなくなり、機密ファイルと社会保障番号が漏えい

2014 Home Depot社 データ侵害による、5,000万人を超える顧客の電子メールまたはクレジットカード情報の漏えい

2015 Anthem社 医療データ侵害による、8,000万件のレコードの盗難

2016 Dyn社 ドメインネームシステムプロバイダーであるDyn社に対するDDoS攻撃により、世界で最も人気のある多く
のWebサイト（Twitter、Spotify、GitHub、Netflix、CNNなど）の数時間の停止

2017 Amazon Web Service社 AWS社の従業員によるタイプミスにより、AWS社のサービスの一部が数時間にわたり停止

2017 150以上の国にわたる
数十万台のコンピュータ

古いWindows OSの既知の脆弱性を衝いたWannaCryランサムウェア攻撃により、ファイルが暗号化さ
れ、解読キーに対するランサムを要求

【表１】過去5年における主要なサイバー事件
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ない限りは自身がサイバー攻撃を受けたことを公表しようとしな
い問題もある。サイバー犯罪はますます巧妙になりつつあり、拡
大を続けるIoTは潜在的な標的の幅を広げる。サイバーリスクの
性質は絶えず変化するため、過去の事故情報を利用して将来の
損失を予想することが困難な状況にある。リスク要因と実際の
損失を相関させる十分なクレームデータがないため、今日のサ
イバー契約引き受けにおける料率設定は、リスクを区別するため
の手段として多くが主観的な手法に依存しており、科学的なアプ
ローチに基づいていない。

データ不足は引き受け段階においても存在する。保険契約
締結においては、被保険者について十分な量の適切な情報を
収集することと、被保険者が提供したくないサイバー脆弱性に
関する情報を要求することとの間のバランスを取る必要があ
る。多くの場合は、被保険者の業種、売上といった情報だけを
収集するが、引き受け指針に適合するかを確認するために、数
週間にわたるIT担当社員との面談や、広い範囲にわたる質問状
への回答を要求する場合もある。サイバー保険においては、通
常の財物エクスポージャーと異なり、引き受け段階で収集され
るエクスポージャーのデータ標準が存在していないため、エク
スポージャーデータに含まれる情報の質と量が標準化されて
いない。

３ データ標準とリスクモデル

サイバーリスクを効果的に管理し、サイバー保険市場を持続的
に成長させるためには、エクスポージャーの客観的な評価手法、
サイバー脆弱性に基づくエクスポージャーの区別、集積リスクの
モニター、引き受けガイドラインの設定、損失の推定手法の確立、
透明性が高く効率的なリスク移転が必要となる。以下では、これ
らを実現するための、サイバーエクスポージャーデータ標準と、サ
イバーリスクモデルについて説明する。

⑴サイバーエクスポージャーデータ標準

より優れたリスク管理は、エクスポージャーについての共通標
準データによって実現する。これにより保険者においては、広く
認識されているデータ要素に基づくリスクの区別が可能となり、 
また、保険のバリューチェーンを通してのリスク移転が可能になる。

AIRでは、サイバー保険者、ブローカー、再保険者、およびセ
キュリティ分野の60社を超える企業と協議して、Verisk Cyber 
Exposure Data Standardを開発した。 オープンソースで、クロ
スマーケット主導であるこのサイバーデータ標準は、2016年1月
に公開された。

このデータ標準におけるデータ要素の広範なカテゴリの説
明を表２に示す。データ標準は、利用可能なあらゆるエクスポー
ジャー情報に対応するように設計されている。 保険者の中に
は、被保険者の業種と売上の情報のみを保有している会社もあ
れば、クラウドサービスプロバイダーや、会社が保有するデータ 

サイバーリスク

Organization
組織

被保険者のサイバーリスクの性質は、最初にその規模（収益の観点から）とその業種によって特徴付けられる。 事実、これら
は、AIRのサイバーリスクモデルによって分析を実行するために必須なただ二つの項目である。 追加補足情報としては、企業
の従業員数、サイバーセキュリティの品質、および復旧計画が含まれる

Data
データ

被保険者が保有するデータ資産の種類（知的財産、クレジットカード情報、健康記録など）と、それらがサイバー事故によって
紛失、盗難、または利用不能になった場合における潜在的な経済的損失を決定する

Storage
ストレージ

データは、サーバー、ノートパソコン、フラッシュドライブ、モバイルデバイスなどのデバイスに保存されるとリスクに晒される。
これらのデータストレージは、異なる脆弱性とセキュリティ機能を持つため、サイバーリスクを決定する要因となる。より多くの
データがクラウドに集中するにつれて、重大なリスクが集約する可能性があり、 クラウドプロバイダーの情報はデータ標準に
含まれている

Transfer
転送

組織間および組織内でのデータの転送は、ストレージサイトが暗号化などの高品質な手段で保護されている場合でも、情報
漏えいを引き起こす脆弱性に繋がる。電子メール、POSネットワーク、Webアプリケーションなどのデータ転送メカニズムはす
べてデータ標準に含まれる

Insurance Terms
保険条件

保険金支払いの条件によって、サイバーイベントによる経済的損失を保険損失に換算する方法が定義される。保険契約の様
式－スタンドアローンのサイバー賠償責任保険、特約サイバー賠償、一般的な賠償責任保険、過失損害賠償保険、物理的損
害のない事業中断の保険－で異なる保険条件を把握する情報である。保険条件を広くサポートすることによって、保険会社は
データ破壊、Dos攻撃、盗難や強奪、インシデント対応と修復、危機管理、フォレンジック調査、データ復元、事業中断などに関
連する損失をモデル化できる

【表２】Verisk Cyber Exposure Data Standardのデータ要素カテゴリ―
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レコードの数など、より詳細な情報を収集する会社もある。
Verisk Cyber Exposure Data Standardを使用し、任意の組
織（企業、非営利組織、政府を含む）を標準化されたデータで表
すことによって、あらゆる範囲のサイバーリスク引き受けを支援す
ることが可能である。

サイバー保険のカバー範囲に関してもVer isk  Cyber 
Exposure Data Standardが使用できる。標準約款がない
現状において、保険者は、Verisk Cyber Exposure Data 
Standardを使用する上で、適用対象について大まかな前提を
立てるのではなく、サイバー保険のカバー範囲について具体的に
指定することができる。また、サイバー保険、E&O保険、D&O保
険、CGL保険などを含むサイバー関連の損失は、Verisk Cyber 
Exposure Data Standardで提供されるポリシーカバーにマッ
ピングすることができる。

⑵サイバーリスク評価モデル

サイバーエクスポージャーデータ標準は、保険者がサイバー保
険引き受けにあたって収集すべきデータを標準化することで、統
一された評価基準でエクスポージャーを客観的に評価・区別す
ることを可能とするが、加えて、合理的な保険料率の設定、サイ
バー保険ポートフォリオのリスク管理のためにはリスクの定量的
な評価が必要である。AIRは確率サイバーリスクモデルを開発し
ており、保険者のサイバー事故による損失の可能性をそれらの
事故が発生する前に定量的に評価することを可能としている。

モデルの開発には膨大なデータが用いられており、データの
分析にはマシンラーニング技術を活用している。自然災害モデル
と同様、確率シミュレーションによって、個別保険契約、保険契
約ポートフォリオ全体を対象とした損失超過確率曲線を解析結
果として出力する。モデルは、透明性が高く柔軟なフレームワー
クで構築されており、ユーザーは、リスクの現況評価に加えて、損
失の要因を把握するための感度分析を行い、変化するサイバー
リスクに対応することが可能である。以下では、モデル開発で使
用したデータ、マシンラーニングの概要、モデルの概要について
説明する。

①サイバー事故データベース
サイバーリスクモデルの開発にはサイバー事故のデータが必

要である。AIRは、77,000件を超えるサイバー事故のデータベー
スを生成しており、そのデータベースには、デバイスの紛失、ハッ
キング、データへの不正アクセス、ソーシャル・エンジニアリング、
クラウドサービスの停止などの事故の情報が格納されている。損
失のデータは、政府・監督機関からのリリース、メディア、裁判所、 
データセキュリティレポートなどから得られている。しかしながら、

メディアは中小企業で発生した事故を報じないため、報告される
サイバー事故のほとんどは大企業で発生したもので、これらの情
報はサイバー事故の一部のみに関する情報である。AIRでは、不
足している情報を補完するため、サイバー保険のクレームデータ
を収集しており、この情報をモデルのキャリブレーションに用いる
ことによって、報告されないサイバー事故によるバイアスを防いで
いる。このキャリブレーションは、中小企業のリスクを評価するた
めには非常に重要である（図１）。

②インダストリーエクスポージャーデータ 
インダストリーエクスポージャーデータベースは、全世界の

1,200万社以上の企業の基本情報、サイバーリスクに関連するテ
クノロジー情報を格納している。このデータは、上述の事故デー
タベースと組み合わせて、サイバーリスクの要因、要因別の事故
頻度、影響度の分析に使用されておりモデル開発の重要な一部
である。また、本データベースはリスクモデルに入力するエクス
ポージャーデータの補完に使用することが可能である。解析対象
企業の名称を用いて、データベースから対象企業の詳細情報を
得ることや、また、対象企業の詳細情報がデータベース内に存在
しない場合には、データベースに基づいて、業種、地域別のアグリ
ゲートデータを用いた補完が可能であり、会社名のみ、また業種
と売上のみのような少ない情報のみであっても解析を可能として
いる。

【図１】公開情報（Publicly Reported）に基づく事故発生率と、保険クレームデー
タ（Claims Data）に基づく事故発生率（Breach Rate）の企業売上高

（Revenue）毎の比較
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③マシンラーニングの活用
サイバーリスクの要因には様々なものがあるが、どの要因が損

失の推定因子になりうるか、保険者がどの情報を収集すべきかに
ついて理解することが重要である。

AIRでは、企業におけるデータ侵害の発生可能性、またそのリ
スクの要因を評価するために、マシンラーニングを活用している。
マシンラーニングでは、事故データベースとインダストリーエクス
ポージャーデータベースを学習に用い、ほかのアプローチではと
らえることが難しいデータからのシグナルを同定している。企業
の業種と売り上げはデータ侵害の確率を評価するために十分な
情報であるが、さらにリスクを細分化するために、他の情報を用い
ることが可能である。マシンラーニングによって、企業のセキュリ
ティポリシー、マルウェア阻止のレベル、ファイル共有の状況に関
連する、データ漏えいの確率に影響の大きいテクノロジー情報を
同定している。これらの情報は確率モデルの入力データとして使
用されるが、保険者は、引き受け判断において、これらの情報を集
中的に取得する必要がある。

以上がモデル開発に使用されたデータの概要である。以下に、
現時点で提供しているデータ侵害リスクモデル、クラウドサービ
ス停止リスクモデルの概要を説明する。

④データ侵害リスクモデル
データ侵害は最も頻度の高いサイバー事故であるが、保険者

は、リスクの評価が難しいため、エクスポージャーを制限するこ
とによってリスクを管理している。AIRの確率サイバーリスクモ
デルを用いることによって、このリスクを評価し、引き受けを合理
的に行うことが可能になる。保険の料率は需要と供給で決定さ
れるが、保険者は、モデルによってリスクを細分化することによ
り、引受リスクの選択を改善し、集積リスクの増加を抑えながら
保険料を増加させるための方策を検討することが可能である。 
具体的には、事前に設定された保険条件の範囲の中で、様々な
保険条件を用いた解析を行うことにより、現在のアンダーライ
ティングガイドラインを精査し、追加のリスクを引き受けること
が可能になる。図２に実際の料率と本モデルで算定した年間期
待損失の比較を示す。全体としてはよい一致を示しているが、実
際の料率がモデルの結果から大きく乖離しているものもある。こ
れらの保険契約についてはモデルの結果を利用して適切な料率
を設定することが可能である。図３に、データ侵害保険を対象と
した解析結果の損失超過確率（EP）曲線の例を示す。財物リス
クを対象とした自然災害に起因する損失と同様、EP曲線を用い
ることによって、グラウンドアップ損害の分布、またグロス（保険）
損失の分布を把握することが可能になる。

⑤クラウドサービスの停止による集積リスクモデル 
クラウドサービスが広く用いられていることにより、クラウド

サービス提供者がリスク源となっており、サイバー事故によるク
ラウドサービスの停止が、世界経済に数千億円の損害を及ぼす
事業停止事故となる可能性がある。それぞれのクラウド事業者
は、独自のアーキテクチャを使用し、個別に管理されているため、
保険者は、単に各クラウド事業者に関連する上限額を追跡する
だけでなく、各クラウド事業者をリスク源として発生する損失の 
可能性をより正確に評価する必要がある。AIRサイバーモデル
では、確率モデルを用いて、100以上の異なるクラウド事業者
の停止事故を、それぞれの事業者に固有の停止確率を用いて 

サイバーリスク

【図2】データ侵害を対象とした保険の実際の料率とモデルによる年間期待損失
の比較

【図3】データ侵害保険を対象とした損失超過確率（EP）曲線
（Insuredは上限がUSD 100Mの保険条件を考慮したもの）
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シミュレートする（図４）。シミュレートされたそれぞれのイベント
は、どのクラウドサービスが停止したか、事故の原因、停止時間の
長さ、影響を受けたデータセンターの数といった情報を持ってい
る。これらの情報に基づいて、各保険契約、保険契約ポートフォリ
オに発生する損失を算定し、リスクビューを提供する。この結果
から、クラウド停止事故のポートフォリオへの影響を評価するとと
もに、どのクラウド事業者の影響が大きいかについても評価する
ことが可能となる。

個別契約の料率設定
ポートフォリオ集積リスク

Verisk データ標準に準拠して
収集した被保険者情報

インダストリーエクスポージャー
データベースを使用した情報の補完

リスクモデル入力データ

確率サイバーリスクモデル

データ侵害
リスクモデル

クラウド停止
リスクモデル

詳細情報に基づく
リスクの区分

⑶サイバーリスクモデルの透明性と柔軟性

サイバーリスクモデルにおいては、対象リスクが継続して変化
するために、その透明性と柔軟性が重要である。AIRの確率サ
イバーモデルは、シミュレートされたイベントの完全なカタログ、 
リスクを細分化するために使用したテクノロジー情報、業種別の
脆弱性の要因（クラウドサービスへの依存度）など損失算定に関
わるデータを公開することによって透明性を担保している。また、
モデルの柔軟性を高めるために、ユーザーによる情報の変更、業
種別の脆弱性係数、事故の発生確率の仮定の変更（イベントカタ
ログの変更）等を可能にしている。

４ おわりに

サイバー保険の効果的なリスク管理のためには、データの標準
化、リスク評価モデルが必要である。Verisk Cyber Exposure 
Data Standard を使用することによって、詳細データに基づく
合理的なリスクの細分化が可能になる。AIRの確率サイバーリス
クモデルを使用することにより、各契約の適正料率、ポートフォリ
オの集積リスクを評価し、リスクを効果的に管理することが可能
になる（図５）。

以上

【図4】クラウド事業者ごとに異なるサービス停止期間の分布

【図５】サイバーリスク管理ワークフロー

サイバーリスク

（出典の記載のない図表については筆者作成）
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労働安全衛生対策

要旨
▪外国人労働者にみられる一般的な傾向を踏まえたうえで、労働安全衛生対策について、特に雇い入れ初期に有効と 

なる、優先的に教育・指導すべきポイントを解説する。
▪自社に起こりうる具体的なシーンを使用した事故例や見える化素材は、危険感受性向上の布石という意味で有効となる。
▪外国人労働者本人には努力を要求し、教育・指導する側は配慮し、相互に良い方向へ近づけていくという向き合い方が

望ましい。

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

い し だ

田 勝
か つ ひ こ

彦

外国人労働者の
労働安全衛生対策
～優先的に教育・指導すべきポイントと向き合い方～

１ 価値観や生活習慣における
自国と日本とのギャップ

「言葉の壁」とは外国人労働者の雇用でしばしば問題とされる
要因である。もちろんそれは表面的に実感される重視すべき要
因であるが、突き詰めていくと、言葉の問題よりも根源的な要因
となっているのが「価値観や生活習慣の違い」とされている。様々
な文献では、その点が最大の問題、とほぼ共通した記述がみられ
る。言葉の壁に加え、根源的な要因を踏まえ、育成の目標という
要因を加えてみると、外国人労働者の育成全体をとらえるイメー
ジは図1のように整理される。

労働安全衛生教育の当面の目標は、熟練労働者レベルに引き
上げることにほかならない。雇用した外国人労働者をそのレベル
に引き上げる場合のギャップは大きく、要因1_価値観や生活習慣
の違い、要因2_言葉の壁、要因3_未熟練労働者、で構成される。
そのギャップを埋めていくプロセスが、外国人労働者の適正な教
育プロセスとなる。まずはこの全体像をイメージすることが大切
である（各要因間の幅はケースによって異なるが、先入観による
バイアスを回避するため等間隔とした。）。

本題に入る前に、外国人労働者の雇用状況について統計デー
タ等から確認しておきたい。

熟練労働者レベル

ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
て
い
く

要因3

未熟練労働者

要因2

言葉の壁

要因1

価値観や生活習慣の違い

対応キーワード

教育・指導する側
の配慮

本人
の努力

合意

２ 外国人労働者の雇用状況

⑴各種統計データによる現況

2018年10月の厚生労働省の統計によれば、外国人労働者数は
1,460,463人、前年同期比で、181,793人増加、過去最高数を更新
している。国籍別には中国、ベトナムで約半数を占めており、次い
でフィリピン、ブラジル、ネパールの順となっている（次頁図2）。

【図1】熟練労働者とのギャップ　 　 　 （MS&ADインターリスク総研作成）
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産業別の外国人労働者数は、製造業が30%と最多、次いで
サービス業（他に分類されないもの）16%、卸売業・小売業13%と
なっている（図3）。

新たな外国人労働者受入制度の浸透に伴い、国籍別・業種別
等の構成は、さらなる変化が見込まれるが、本稿では法改正等の
影響とは異なる観点である、「外国人労働者にみられる一般的な
傾向」を基に対応ポイントをまとめてみたい。

また、本稿趣旨とは離れるが、外国人労働者にとって日本は必
ずしも魅力的な就労場所とは限らない国となってきているという
ことも付記しておく。優秀な外国人労働者を確保するために現時
点から魅力的な就労場所としてのノウハウを蓄積しておく、また
は、外国人労働者が自国に帰って習得技術を活かし、将来の自社
の海外進出のパイプ役を育成する、といったスタンスで臨んでい
る企業がある。

３ 優先的に教育・指導すべきポイント

労働安全衛生対策について教育・指導すべきポイントはいくつ
か考えられるが、外国人労働者の一般的な傾向を踏まえたうえ
で、その中から六つを優先的に対処すべきものとして取り上げて
みた。これらは特に、雇い入れ初期に有効となる（表1）。

⑴価値観や生活習慣が異なっていても「安全」に関し
ては雇用企業のルールを守らせる
 
図4は「安全」の象徴的なイメージとして、ヘルメット着用を例

示したものである。以降も同様な例示で解説していく。
タイトルでは他の表現と合わせるため「守らせる」としている

が、実際には外国人労働者のプライドにも配慮し、「合意を得る」
というスタンスが適している。この合意が、安全衛生教育・指導に
おける最も肝心なポイントとなる。

中国
27%

その他
21%

ネパール
5%

ブラジル
9%

フィリピン
11%

ベトナム
22%

ニュージーランド
5%

製造業
30%

サービス業
（他に分類され

ないもの）
16%

卸売業・小売業
13%

宿泊業・
飲食サービス業

12%

教育・学習支援業
5%

建設業
4%

運輸業・郵便業
4%

情報通信業
4%

その他
12%

NO. ポイント

1 価値観や生活習慣が異なっていても「安全」に関しては雇用
企業のルールを守らせる

2 安全ルールは背景・理由とセットで理解させる

3 指示内容は具体的に説明する

4 安全に関する緊急・重要な言葉は優先して覚えさせる

5 組織の指揮・命令系統を説明して上司の指示を守らせる

6 安全に関する絵や標識の意味合いを優先して覚えさせる

●髪型が乱れるのでヘル
メットは着用しない
●髪型の自由は権利だ

雇用企業ルール
●作業中は必ずヘルメット
を着用する

例

【図2】国籍別の状況　　　　　　　　　　　　　　　  （出典：参考文献1））

【図3】産業別の状況　　　　　　　　　　　　　　　  （出典：参考文献1））

【表1】外国人労働者にみられる一般的な傾向を踏まえた対応ポイント

【図4】　　　　　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）
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労働安全衛生対策

⑵安全ルールは背景・理由とセットで理解させる
 
図5は「理由説明」の象徴的なイメージとして、指差呼称を取り

上げている。
一般的な外国人労働者の傾向として「合理的な考え」があって

初めて納得する、という傾向がみられる。ルールはきちんと理解
し、腹落ちすれば自然と身につくもの。ルールの教育・指導は「理
由説明とセット」というスタンスで向き合いたい。

外国人労働者本人 合理的な考え方で納得する（一般的な傾向）

教育・指導する側 教育・指導は「理由説明とセット」にする

⑶指示内容は具体的に説明する

図6は「具体的説明」の象徴的なイメージとして、事前準備（整
理整頓）を取り上げている。

言葉の壁とも連動するが、一般的な外国人労働者の傾向として
「わかったふり」をしてしまう、という傾向がみられる。「おこられ
たくない」「理解力が低いと思われたくない」「母国ではこのくらい
やっておけばよかった」といったような心理によるものである。

その傾向への対策としては、教育・指導する側では、「具体的に
指示することを心掛ける必要がある」ということになる。

外国人労働者本人 わかったふりをせず、確認する

教育・指導する側 あうんの呼吸を求めない

⑷安全に関する緊急・重要な言葉は優先して覚えさせる

図7は緊急事態でよくあるかけ声をイメージしている。
とっさの場面では、声をかける方も日常の日本語で叫んでしま

うことがある。不慣れな外国人労働者はそのかけ声の意味合い
を思い起こして、立ち尽くしている間に被災してしまうことになる。

教育・指導の実務では、身振り手振りを交えて、さらには、その
場面を想定して実際に動いてもらう訓練が望ましい、ということ
になる。反射的に動けるよう体に覚えこませるくらいのイメージで
ある。

実際には、自社で起こりうる場面とかけ声を優先して教育・指
導する必要がある。

外国人労働者本人 標識の文字と合わせて日本語の習得努力を継
続していく

教育・指導する側 緊急事態でのかけ声は意味合いを含め優先し
て覚えさせる

例

指差呼称

●統計データより、指差呼称を行うと、
何もしない場合に比べてミスが6分の
1に減る

例

●作業台の準備をしておいて
ください

●ゴミを捨て、材料を使いやす
いようにグループ分けして配
置しておいてください

具体的にはどのような状態にするのですか?

確認！

例

【図5】　　　　　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）

【図6】　　　　　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）

【図7】　　　　　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）
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⑸組織の指揮・命令系統を説明して上司の指示を守
らせる

図8は「社長の言うことはきくが、上司の言うことはきかない」と
いう状況をイメージしている。

個々の性格とは別に、母国の慣習として、あるいは組織におけ
るルールそのものを知らない外国人労働者も多い。

上司は社長から権限委譲を受けて指揮命令を行っているの
で、組織のルールとして上司の指示は守らなければならないしく
みになっている、ということをきちんと教育する必要がある。

外国人労働者本人 上司に限らず、先輩の指示も守る

教育・指導する側 当然知っているという先入観をなくし、きちんと
説明する

⑹安全に関する絵や標識の意味合いを優先して覚
えさせる

図9は「安全に関する一般的な標識」をイメージしている。
標識は言葉の壁を低くし、重点危険箇所を示す有効手段であ

るが、認識の錯誤を回避するためには、意味合いを含めて説明し
ておきたい。実際には、自社で使用している標識を優先して教育・
指導する必要がある。

また、外国人労働者本人には日本語の習得努力の継続を要求
し、その裏返しとして、教育・指導する側はわかりやすい標識への
工夫を継続する、といった形で双方がよい方向へ進むよう歩み寄
るスタンスが大切である。

外国人労働者本人 絵に頼らない日本語の習得努力を継続していく

教育・指導する側 当然わかるという先入観をなくし、意味合いを
含めて説明しておく

次に、外国人労働者の労働災害状況について統計データ等か
ら確認しておく。

４ 外国人労働者の労働災害状況

⑴外国人労働者の死傷災害発生状況

表2のとおり、死傷者数は外国人労働者も技能実習生も年々
増加の一途をたどっている。労働者（または技能実習生）の実数
が増加していることに伴う傾向ともいえるが、同じ比率で推移し
ているとすれば、外国人労働者に対する労働安全衛生対策が実
を結んでいないとも解釈される。

（単位：人） 2016年 2017年 2018年 2019年

死傷者数 2,005 2,211 2,494 2,847

外国人労働者数 907,896 1,083,769 1,278,670 1,460,463

技能実習生死傷者数 498 496 639 784

技能実習生人数 168,296 211,108 257,788 308,489

⑵技能実習生の業種別・型別労働災害発生状況

労働災害発生状況は、公益財団法人国際研修協力機構
（JITCO）の技能実習生に関してのデータが充実しているため、
そちらから引用する。

●社長の権限が委譲されて指
揮命令系統が組成されてい
るので、上司の指示には従う

●社長の指示だけは守る
が上司の言うことはき
かない

例

例

●人が入ってはいけない ●あぶない ●段差注意

●開閉注意●落下物に注意●転倒注意

●はさまれ注意 ●巻き込まれ注意 ●やけど注意

【図8】　　　　　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）

【図9】　　　　　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）

【表2】外国人労働者の死傷災害発生状況

（出典：参考文献1））
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図10のとおり、金属製品・建設業・食料品製造において、多く発
生している。中でも、建設業は相対的に休業4日以上の災害が多
い点に特徴がある。

　

図11のとおり、3大事故類型は、「はさまれ・巻き込まれ」「飛来・
落下」「切れ・こすれ」となっている。
「はさまれ・巻き込まれ」に多い原因では、「材料や異物等を取

り除く際に機械を止めずにとっさに手を出した」「安全装置や防
護設備（覆い・囲い等）を無効にして作業した」等がみられる。
「飛来・落下」に多い原因では、「溶接や研磨作業による溶接の

火花やグラインダーの削りかすが目に入る」「自国では保護メガネ
や防塵マスク等の保護具を装着したことがない」等がみられる。
「切れ・こすれ」に多い原因には「食料品製造業における包丁や

皮むき器等の調理具による、手・指の災害」が頻発している。

５ イラストや写真を多用した教育・指導

外国人労働者に対して、雇い入れ初期にイラストや写真を用
いることに期待される最大の効果は、「危険感受性」の素地づく
りである。「そういうことがあるんだ」と画像でイメージさせるこ
とが大切である。また、それらのツールは言葉の壁を限りなく小
さくすることになる。より大きな効果を期待するためには、自社
における具体的な場面で教育・指導・掲示用ツールを自作する
ことが望ましい。

⑴事故例_教育・指導用資料サンプル

図12は、「技能実習生の業務災害の事故の型別発生状況」に
おける最も多い型から、抽出したサンプルである。一つ一つの事
例ごとに、「外国人労働者本人に要求すること」と、その裏返し
となる「教育・指導する側で配慮すること」を両方抽出して整理
しておくことが望ましい。ツール作成の優先順位は前述の図11

「技能実習生の業務災害の事故の型別発生状況」資料が参考
となるが、「自社に起こりうる」事例を優先していく。

金属製品

建設業

食料品製造

　　鉄鋼・鋳造

輸送用機械

農業

一般機械器具

衣類・繊維

プラスチック

木材木製品

漁業

電気・精密機械

印刷・製本

窯業・土石製品

他の製造業

紙製品製造

旅館・クリーニング

その他
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■ 休業4日以上
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）

プレス機に
挟まれ
手首切断

●機械内部には手を出さない
●安全装置は無効化しない

●防護設備を設置する
（ガード、センサー）
●非常停止ボタンを設置する
●設置理由や使用方法を説明
する
作業中断による影響の懸念を払
しょくさせたうえで、機械内部に
手を入れる際は、機械を完全停
止させることを教育・指導しま
しょう。

外国人労働者向け教育・指導

教育・指導する側での対策

0

0

0 50 100 250 300 350 400
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転倒・崩壊

火災
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【図12】　　　　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）

【図10】技能実習生の業務災害の業種別発生状況　 　   （出典：参考文献3））

【図11】技能実習生の業務災害の事故の型別発生状況   （出典：参考文献3））
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⑵見える化事例_教育・指導・掲示用資料サンプル

図13は製造業でよくある標識から抽出したサンプルである。
見える化ツールでは、その標識が何を意味しているか、どうい

う理由・背景で掲示してあるか、を教育・指導していく。ここでも、
「自社に起こりうる」事例を優先して作成・掲示していきたい。

６ 外国人労働者との向き合い方

まずはじめに前述の六つのポイントを押さえたい。言葉の壁と
は別の要素として乗り越える必要がある。

外国人労働者にみられる一般的な傾向に対処すれば、 あとは
国内の未熟練労働者とほぼ同じ対処方法となる。

外国人労働者本人に向けた要求に対し、その裏返しが教育・
指導する側の心構えや対処ということになる。外国人労働者本
人には努力を要求し、教育・指導する側は配慮し、相互に良い方
向へ近づけていくという向き合い方を常に意識したいところで
ある。

以上

危険な場面 保護メガネ着用注意喚起

回転方向の矢印を表示 手袋使用禁止

ヘルメット、腕章着用 床面ライン、
ハンドリフト置場の明示

●危ない動作はしない ●目の保護

●巻き込まれ防止 ●巻き込まれ防止

●頭部保護、役割明示 ●接触事故防止

【図13】　　　　　　　　　　　　　　　（MS&ADインターリスク総研作成）

労働安全衛生対策
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要旨
▪認知症の根本治療薬や治療法は確立されていないが、内外の研究成果から、認知症の発症には生活習慣やその結果

としての生活習慣病が深く影響していることがわかってきた。危険因子を回避、修正し、防御因子を促進することで、
発症遅延や進行抑制は一定可能であることが世界の共通認識として形成されつつある。　

▪運動習慣、健康的な食生活（バランスの取れた食事・栄養摂取）、禁煙、睡眠改善などの生活習慣の見直しや、高血圧・
高血糖の管理、慢性炎症の緩和などの生活習慣病予防が認知機能の低下抑制につながる可能性が高まっている。

▪知的活動や社会交流による認知機能向上も期待される。神経ネットワークを活発化することで培われる認知的予備力
が、加齢や病変でダメージを受けた神経細胞をカバーし、認知機能を維持するうえで重要な役割を果たす。

▪欧米諸国では認知症発症率の低下傾向が報告されており、生活スタイルの改善が認知症予防に資することが示唆さ
れている。認知症を生活習慣の総決算という視点でとらえ、生涯を通したアプローチを継続するとともに、来るべき将
来の認知症リスク予防をも踏まえた社会環境の整備、健康なまちづくりがさらに重要性を増す。

認知症予防の可能性と展望

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

わ た な べ

邊 修
し ゅ う じ

二

認知症対策の新潮流②

基礎研究レポート

認知症予防への期待1

⑴認知症予防の（基本的）考え方

前号（RMFOCUS Vol．71、2019 autumn）でも解説したと
おり、認知症とは「いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまった
り、働きが悪くなったためにさまざまな障害が起こり、生活する
うえで支障が出ている状態」を指し1）、70種類以上あるとされる
原因疾患の総称である。

認知症の中で最も頻度が高い代表的疾患がアルツハイ
マー病（以下、「AD」）で、最初の症例報告が行われたのは、今
から114年前のことである。以来、第一発表者である精神科
医の名を冠したこの疾患は、様々な研究が積み重ねられてき
たが、いまだ根本的な治療薬や治療法が確立されていない。 

その病理学的所見は、アミロイドβと呼ばれるたんぱく質の異
常沈着による老人斑の形成とそれに続くタウ蛋白の凝集・リン
酸化を特徴とし、これらが神経細胞を死滅させると考えられて
きた。しかし、そもそもなぜ、アミロイドβがたまるのか、アミロイ
ドβの蓄積が“原因”でADが惹起されるのか、ＡＤになった“結
果”、アミロイドβがたまっているのかについて統一的な見解は
ない。加齢による代謝機能の衰えや血流の低下を誘因とする説
のほか、最近では、これらのタンパク質の凝集は、炎症や栄養素
不足、有害物質（毒素）への暴露によって起こる正常な防御反
応であるとの説注1）も注目を集めている。

一方で世界中の疫学注2）研究から、認知症は様々な生活習
慣や慢性疾患、環境要因や遺伝的要因など様々なリスク因子
が複雑に絡まって発症することがわかってきた。特に生活習慣
の影響や慢性疾患との関連が大きいことは内外の研究成果に
より広く共有されている。このことは、危険因子や防御因子の
特定も進み、世界の共通認識としてほぼ固まってきた。加齢や 
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遺伝子注3）の影響などいくつかの要因を除き、危険因子の多く
は修正可能とされている。少なくとも危険因子を極力回避し、
防御因子を増やすことで、認知症になる確率をできるだけ減ら
し、あるいは発症のタイミングを遅らせることができるという点
で専門家の見解はほぼ一致していると思われる。
「認知症施策推進大綱」（2019年6月）でうたわれたように、認

知症予防を「認知症にならない」という趣旨ではなく、「認知症
の発症を遅らせる」または「認知症になっても進行を緩やかに
する」という意味でとらえるなら、認知症予防は一定可能である
とするのが世界の趨勢といえる。

⑵内外の知見・方向性

世界保健機構（WHO）の「認知症と認知機能低下のリスクを
減らすための指針（以下、「ガイドライン」）」（2019年5月）では、
12の認知症予防対策が示された。大きくは、生活習慣の改善、
心身の管理（生活習慣病の予防）、知的・社会的活動に集約さ
れる（図１）。

第9回日本認知症予防学会学術集会（2019年10月）では、各
種シンポジウム、講演、ランチョンセミナーなど計100コマ以上
に及ぶ最新研究の報告・発表が行われ、認知症予防に関する
様々なテーマ（運動、食事、生活習慣病改善、睡眠等）が論じら
れた。ここで示されたアプローチの数々は上述のWHOの認知
症予防対策の方向性と合致し、さらに日本の事情を反映した
具体的な提言が含まれている。

本稿ではこれらの知見を参考に、生活習慣の改善、心身の管
理（生活習慣病の予防）、知的活動の影響（認知的予備力の向
上）を軸にして、ADを中心とした認知症の代表的な予防対策を
見ていきたい。

生活習慣の改善２

⑴運動習慣

運動は、従前より認知症予防の取り組みの柱として知られて
おり、前述のWHO「ガイドライン」においても、高血圧や糖尿病
の管理、禁煙とともに強く推奨される対策の一つに挙げられて
いる。運動がAD等認知症の予防に好影響を与える背景は多様
である。例えば、

•脳血流量増加、神経細胞を支える脳由来神経栄養因子注4）

の発現・増加と海馬の増大
•認知症危険因子（心血管リスク、慢性炎症、ストレス・睡眠

障害等）の低減
•アミロイドβの蓄積減少（インスリン抵抗性の減少、アミロ

イドβの分解酵素の増加によるアミロイドβクリアランス
向上等）

などが挙げられる。
また、運動で生じる骨への衝撃が骨細胞における炎症・老化

促進タンパク質の活性を抑制し、骨量を維持することも報告さ
れており注5）、転倒、骨折による寝たきりが認知症発症につなが
る流れを遮断する間接的効果も見逃せない。

一方で、有酸素運動のみでは高齢者の認知機能向上は有意
でないとの分析もある。国立長寿医療研究センターでは、筋力
トレーニングと記憶や計算課題を課した状況下での運動（コグ
ニサイズ）などの複合的な運動プログラムが全般的な認知機能
の低下抑制に資するとしている。なお、運動の認知症予防効果
はすべての人が対象になるわけではない。主に認知機能が良好
な人や軽度認知障害（MCI）の人の運動習慣が認知症の発症
を遅らせる可能性が高く、認知症と診断された人への効果につ
いては不明との指摘もある。

⑵健康的な食生活（栄養摂取（食習慣改善）＝栄養
管理、食事と認知症との関係）
　
食事と認知症は密接な関係がある。脳のエネルギー源として

不可欠なブドウ糖はもちろんのこと、必須脂肪酸・アミノ酸や、
脳の代謝や神経伝達に欠かせないビタミンB群や葉酸、カルシ
ウム、亜鉛等の微量元素もすべて食事から取り込まれる。こうし
て我々の食べたものは、栄養摂取を介して脳の構造やその機能
に深く関与し、長い時間をかけて認知症の発症に影響していく
ととらえられる。

前述の認知症予防学会学術集会でも食事、栄養摂取をテー
マとした研究発表が多くみられた。日本を代表する疫学研究 【図１】WHOが推奨する12の認知症予防対策

（出典：参考資料2）を基にMＳ&ADインターリスク総研作成）



基礎研究レポート　

認知症予防の可能性と展望

RMFOCUS Vol.72 〈2020 Winter〉　44

から、様々な食材を用いた栄養バランスの良い日本型食事が認
知症予防に効果がある可能性が高いとする報告が相次いでい
る（図２）。　

海外で認知症予防効果が注目されている地中海食も、単一
の食品だけをメインにするものでなく、季節折々の様々な食材
を組み合わせ、栄養バランスの良い多様性に富む食事であり、
日本型食事と共通点が多い。多様性が高い食事をとるために
は、様々な食材を求め、献立を考えるほか、買い物や炊事に脳と
体を使うことが必要で、これが認知症予防に資するという見方
もある。また、鶏肉やオメガ3脂肪酸（EPA、DHA等）、ポリフェ
ノール、カロテノイド等、抗酸化・抗炎症作用を持つ食材が認知
機能維持に有効とされている。こうしてバランスよく食事を摂る
と、認知機能低下リスクが4割減少するという研究結果も報告
されている注6）。

⑶禁煙・節酒（過度な飲酒の抑制）

タバコ煙にはニコチン、タール、一酸化炭素の三大有害物質
をはじめ、数百種類の有害物質が含まれ、脳への悪影響が懸念
されている。喫煙は認知症の危険因子として広く知られるよう
になり、WHOはじめ内外の多くの研究機関が禁煙を認知症予
防の重要な対策の一つとして推奨している。最近、禁煙は認知
症のリスク減少に有益であるものの、禁煙期間にも依存すると
の研究結果が報告された4）。禁煙後9年以上経過した場合に、
認知症発症との関連が消失することが示唆され、中年早期に
禁煙することの重要性が再認識される。

重度飲酒も、ADを含めた全認知症の有力な発症原因になっ
ている。過去5年間以上のアルコール乱用または大量飲酒の 

経験のある高齢男性では、そのような経験のない場合に比べて
認知症の発症リスクが4.6倍高いとの報告がある5）。一方で少量
ないし中等量の適量飲酒は血流を促し、全く飲酒しない場合よ
りも認知症を発症しにくいとの説もある。

⑷睡眠改善（睡眠の質の向上）

脳は睡眠中も休むことなく、昼間脳にたまった様々な老廃物
の“大掃除”を行っており、アミロイドβも髄液中への排出が促
進される。慢性的な睡眠不足状態によって、この老廃物清掃シ
ステムの機能が低下すると、アミロイドβの沈着、老人斑の形
成が進み、これがさらに睡眠障害を誘発する悪循環に陥る可
能性がある。また、睡眠時間を十分に確保しているつもりでも、
呼吸が周期的に停止する睡眠時無呼吸が絡めば、老廃物の除
去に必要な睡眠の質が確保できなくなる。

また、睡眠不足は、肥満、高血圧、糖尿病、心血管疾患、精神
疾患などの疾病リスクを増大させる。これらの生活習慣病は認
知症の危険因子にほかならない。

こうしたことから、脳の清掃システムや浄化作用を維持し、認
知症に影響する疾病リスクを抑制するためには、十分な睡眠時
間の確保と睡眠の質の改善が不可欠となる。

⑸ストレス軽減

過度なストレスやうつ状態も認知機能に影響を与える。実
際、うつを発症したことがある人はADの発症リスクが高いと
報告されている。また、様々なホルモンのはたらきを介して認知
機能の低下が起こると考えられている。例えばストレスに反応
して分泌されるコルチゾールというホルモンは、数値が高いと 

※コホート研究とは、ある特定の疾患の起こる可能性がある要因・特性を考え、対象集団（コホート）を決め、その
要因・特性を持った群と持たない群に分け、疾患の罹患や改善・悪化の有無等を一定期間観察し、その要因・
特性と疾患の関連性を明らかにする研究方法

【図２】認知症の予防効果が見込まれる食事パターン（国内の代表的疫学研究から）
（出典：参考資料3）等を基にMＳ&ADインターリスク総研作成）
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神経細胞にダメージを与え、脳の容積を縮小させる傾向にあ
る。一般的にストレスと認知症の関係はあまり知られていない
が、ストレス解消は認知症予防にとっても大事であることは銘
記しておくべきだろう。

心身の管理（生活習慣病予防）３

⑴高血圧の管理

脳血管の構造的、機能的な異常をもたらす高血圧は、血管性
認知症（認知症の中ではADに続き2番目に発生頻度が高い）に
直接関連する危険因子となることは比較的理解しやすいが、近
年ではADのリスクも増加させることが明らかになっている。高
血圧による動脈硬化に起因する慢性的な血流低下がADの症
状を進行させる可能性がある。

その関与は中年期には明らかであるが、高齢期においては明
確でなく、むしろ低血圧との関連も示唆されている。一方で、血
圧レベルそのものではなく、血圧変動が認知機能に関連してい
るとの報告もある6）。

以上のことを踏まえると、血圧管理が認知症のリスクを下げ
る有効な武器になることがわかる。実際、英国では血圧や動脈
硬化の要因をコントロールすることで、副次的に認知症の発症
率が下がったとの報告注7）がある。

⑵血糖管理（糖尿病対策）

内外の多くの疫学研究から、2型糖尿病も血管性認知症だ
けでなく、ADの発症リスクを有意に高めることが報告されてい
る。糖尿病群では正常群（糖尿病でない群）と比べADの発症リ
スクが2.1倍と有意に高く、血管性認知症の発症リスクも1.8倍
高い傾向を示した7)。中年期（41～64歳時）に糖尿病と診断され
た群は、非糖尿病群や老年期に糖尿病と診断された群に比べ
て海馬容積が有意に低いことも指摘されている。ADは脳の糖
尿病あるいは3型糖尿病として警鐘を鳴らす動きもある。

糖尿病が認知症発症につながる機序は複雑で、そのメカニ
ズムのすべてが解明されているわけではない。主に脳動脈硬
化の進展や脳梗塞などの血管要因、食後高血糖や血糖値ス
パイク（血糖値の急激な変化、上下動）による酸化ストレスや
慢性炎症・終末糖化産物注8）による脳の神経細胞ダメージ、イ
ンスリン代謝障害によるアミロイドβの増加注9）など、様々な要
因が複雑に絡み合って認知症発症に影響を与えると推測され
ている（図３）。

現在、我が国では糖尿病を強く疑われる人は推計およそ
1,000万人で、予備軍（可能性を否定できない人）を合わせる
と総計約2,000万人に至ると推測される。糖尿病は、腎症や網
膜症などの合併症を引き起こし、多くの動脈硬化性疾患を誘
発、健康寿命を縮める。欧米諸国で認知症の発症率の低下傾
向が報告されている（後述）一方で、日本ではその傾向が見ら
れない（エビデンスが示されていない）のは、糖尿病の増加が
背景にあるとの見方もある。特に高齢者においては認知症と
の併発が増加しており、早い時期からの血糖管理の重要性が
高まっている。

【図３】糖尿病と認知症の関係　　　　　　　（出典：参考書籍8）等各種資料を基にMS&ADインターリスク総研作成）



基礎研究レポート　

認知症予防の可能性と展望

RMFOCUS Vol.72 〈2020 Winter〉　46

⑶慢性炎症の抑制

もともと炎症は、異物の侵入に対する免疫システムの一つで、
感染の脅威から身を守る正常な防御システムでもある。しかし、
その脅威が長引き、炎症が慢性化すると、正常な組織まで傷つ
け、様々な生活習慣病（糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞、肝炎、がん、
肥満等）の引き金となる。いわば慢性炎症は「万病のもと」であ
り、当然、認知症、特にADにおいても、脳内の慢性炎症が発症
プロセスに関与することが疑われていた。近年、新たなエビデン
スも加わって、慢性炎症がアミロイドβ産生のトリガー（きっか
け）になり、さらにアミロイドβ凝集から炎症が発生する悪循環
に陥る可能性が指摘されている。脳内の炎症が強くなると、免
疫細胞が活性化して神経細胞を攻撃し、神経伝達に異常をき
たす。

炎症の原因は、ウイルス、バクテリア、菌類から、前出の糖尿
病由来酸化ストレスや終末糖化産物まで多種多様で、最近そ
の影響が注目されている歯周病や腸内細菌もその一つとされ
る。歯周病は、歯周病菌に感染することによって起こる炎症性
の疾患で、歯周病菌の毒性が血管を介して脳の神経細胞に悪
影響を与えると推察され、実際に認知症患者の脳内から歯周
病の病原菌（の毒性）が発見されている。糖尿病との関連も深
く、歯周病は糖尿病の新たな合併症ともいわれ出した（両者は
炎症というキーワードで結びつく）。

腸内細菌の影響も考え併せると、早い時期からの口腔ケア
（歯の健康維持）はいうまでもなく、前述のとおり、抗炎症・抗
酸化作用に優れた食品の摂取のほか、新たな炎症を助長する
可能性の高い加工食品や添加物の過剰摂取回避、デトックス

（解毒）など、食生活・栄養環境の見直しが、AD予防に極めて
重要な意味を帯びてくる。

⑷聴力・視力の管理・改善

ランセット国際委員会は、国際アルツハイマー病会議におい
て、「難聴」を高血圧、肥満、糖尿病などとともに九つの危険因
子の一つに挙げた8）。特に修正可能とされる要因の中で、難聴
は認知症の最も大きな危険因子であるとする（先天性難聴や
一側性難聴は除く）。難聴によって脳に伝えられる情報量が制
限されると、脳の萎縮や神経細胞の劣化が進み、認知機能の低
下に影響すると考えられる。コミュニケーション能力の低下は
社会的孤立を生むおそれがあり、これが認知症をさらに加速さ
せる。外部とのコミュニケーション低下の影響という文脈では、
視力低下も注意が必要である。白内障手術を受けている人の
方が、軽度認知症になりにくいという報告9）も見られる。耳と目
は脳に直接つながる感覚器官であり、その機能低下の防止や
補完は認知症予防に寄与する可能性が十分にある。

認知的予備力の向上４

認知的予備力とは、一部の神経細胞がダメージを受けても、
残った神経細胞が新たなネットワークをつなぎ、喪失した認知
機能を補う力（補完力、代替力）のことである。認知的予備力の
重要性を示すヒントとなるものに、米国で行われた「修道女の
研究（ナン・スタディ）」注10）がある。ここで明らかになったことは、
脳に典型的なAD病変があっても、必ずしも認知症を発症する
わけではない、ということである。研究対象となった修道女の知
的で規則正しい生活（高学歴で、読書や日記をつける習慣があ
り、禁煙・禁酒を保ち、地域の中で歩くことが多い）が、ADの病
変を打ち消すほどの認知的予備力を高め、認知機能を維持さ
せた可能性が考えられている。

認知的予備力の向上に影響するものとして知的活動や社会
参加（社会的交流）が挙げられる。前者については、同じ知的活
動でも、日ごろやり慣れたことに取り組んでも脳は刺激を受け
ず、新しいことにチャレンジして、集中して学習することが認知
的予備力に有効にはたらくという研究結果もある。認知機能を
支えている神経ネットワークは、頻繁な知的活動によって強靭
になり、病的な神経ネットワークへのダメージに備えることがで
きるようになると想定される。こうした考え方（認知的予備力仮
説）によって、例えば教育年数の長短がADの発症に影響する
可能性を説明することができる。

一方で身近な社会参加（社会交流）によっても、神経ネット
ワークが活用され、認知的予備力が高まることが示唆されてい
る。社会との多様なつながりがある人は認知症発症リスクがお
よそ半減したとの報告10）はその一例である。65歳以上13,984名
を対象にした約10年間の追跡データを解析した結果、「配偶者
がいる」「同居家族と支援のやりとりがある」「友人との交流が
ある」「地域のグループ活動に参加している」「何らかの就労を
している」の五つのつながりがある人は、一つもないか一つだけ
の人と比べて認知症発症リスクが46%低いことがわかった（次
頁図４）。 特に適切な言葉のキャッチボールが好影響を与える
との見方もある。  

ただし、社会参加は何でもすればよい、というものではなく、
気の進まないものはかえってストレスがたまり、予備的認知機
能向上にはマイナスになる。何より自分が楽しめるものに参加
することがポイントになろう。
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今後の展望５

⑴欧米諸国における傾向　海外の認知症発症率
の低下傾向

欧米諸国（高所得の西側諸国）では、過去25年間にわたり、
認知症の有病率・発症率が低下傾向にあることを示す研究発
表が続いている。その背景として、ある報告では教育レベルの向
上や心血管疾患リスクの低下などが挙げられ、それらの研究成
果はADやその他の認知症リスクを低減する要因を解明するう
えで有効であるとしている11）。前述の認知症予防学会学術集会
でも、複数の演者から欧米諸国の趨勢について言及されたこと
は注目に値しよう。

ただし、世界的な高齢化の進展によって、認知症の人自体の
総数は増え続けること、特に肥満や糖尿病の増加に歯止めが
かからなければ、発症率の低下傾向が今後続く確証はないとい
う指摘も押さえておく必要がある。

先進諸国でポジティブな傾向が示されている中、日本では
ADをはじめとした認知症発症率低下のエビデンスは出ていな
い。高齢者の体力の若返り注11）や生活習慣病の管理の普及など
から、過去と比べ同年代における発症率は下がっている可能性
も示唆されている。欧米諸国の趨勢は、ライフスタイルの変化
が認知症、特にADの発症率・有病率を実際に下げる可能性を
内包しており、認知症の予防や発症遅延に資するリスク低減戦
略を策定していくうえでの参考材料となりえる。

⑵ライフコースアプローチの展開と社会環境整備

これまで見てきたとおり、認知症は様々な要因が複雑に絡ん
だ複合疾患であり、いわば、生活習慣の“総決算”ととらえられ
る。特にADの原因やリスク因子は人によって様々であり、予防
や治療も一人ひとりに合わせた方法（個別予防や個別治療）
が重要である。これを生涯を通して継続するライフコースアプ
ローチの視点と連動する必要がある。

こうした考えは、まさに健康寿命延伸の取り組みとほぼ重な
る。現在、健康寿命延伸に向けた行動変容の取り組みが官民あ
げて進み、着実な成果を挙げている。一方で、健康無関心層や、
取り組みの重要性を理解しても諸事情によってそれを実行でき
ない層も多いことは否定できない。今、大きな課題となりつつあ
る健康格差の問題が認知症発症にまで影響を及ぼさないよう
な環境整備が今後さらに重要性を増す。個人の健康増進に向
けた自助努力は必要だが、これだけに依拠せず、誰もが意識せ
ずに健康的な生活を送れるソリューションや環境づくりが求め
られる。ナッジ理論注12）やゲーミフィケーション、ICTを利活用し
て、無理なく認知症リスクを軽減するソリューションの開発や、
運動や社会交流を促進するような場づくりや街並みを多く備え
たまちづくりの具現化に産官学の総力を結集する必要がある。

もちろん認知症になっても、その人らしい暮らしを地域で
サポートする仕組みづくりも大事である。“予防と共生”をパッ
ケージ化したソリューションやまちづくりのスキームは、我が国
のみならず、今後、認知症対策が喫緊の課題となっていく近隣
諸国で強く求められるようになる。日本が認知症対策の先達、
あるいは課題解決先進国として、高齢社会を乗り切る知恵や 
ノウハウを世界に広げていくことの意義は極めて大きい。

以上

【図４】つながりの多様性得点と認知症発症リスク　　  （出典：国立長寿医療研究センター　報道発表10））

「配偶者あり」「同居家族との支援のやりとりあり」「友人との交流あり」「地域のグループ活動への参加あり」
「就労あり」の5項目を集計し、「0-1点」と比べた「2点」「3点」「4点」「5点」の認知症発症リスクを推定
注）年齢、性別、教育歴、等価所得、糖尿、脳卒中、抑うつ、主観的認知障害、手段的自立、歩行時間、

趣味の影響を調整
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1)神経変性疾患の世界的権威で、米国のデール・プレデセン医学博士はAD
の真の原因は炎症、栄養不足、毒素への暴露にあるとし、個人の病態や遺
伝子等を考慮した個別予防・治療方法（リコード法 ReCODE Protocol：
Reversal of Cognitive Decline Protocol）を提唱している

2)個人でなく、集団を対象とし、疾病の発生原因や予防などを研究する学問。
もともとは伝染病（疫病）を研究対象として始まったが、公害病や事故等の人
災、生活習慣病などへ対象を拡大し、健康に関する様々な事象の頻度や分
布を観察している

3)アルツハイマー病のハイリスク遺伝子として、ApoE4と呼ばれる遺伝子が特
定されており、炎症の促進、アミロイドβの排泄（はいせつ）能力低下によって
ADの早期発症に関連するとされる

4)脳由来神経栄養因子（BDNF：Brain Derived Neurotrophic Factor）
はタンパク質の一種で、神経細胞の成長、維持、修復を促し、さらに学習や
記憶、摂食、糖代謝などにおいても重要な働きをする。AD患者の脳では
BDNFが減少していると報告されている

5)国立障害者リハビリテーションセンター研究所運動機能系障害研究部分子
病態研究室と東京都健康長寿医療センター、シンガポール国立大学などと
の共同研究グループが2019年9月発表した研究成果

6)国立長寿医療研究センター発表「バランスよく食べると認知機能低下リスク
4割減」　2016年10月新聞各紙でも紹介された

7)2013年7月、医学雑誌「The Lancet」電子版に掲載されたケンブリッジ大
学公衆衛生研究所の調査結果等による。イギリスでは「心臓に良いことは頭

（脳）にも良い」を合言葉に、生活習慣病の改善運動を国民レベルで展開し
た結果、認知症の発症率が抑えられたと報告されている

8)終末糖化産物は体内のタンパク質がブドウ糖と結合して変性したもので
「AGEs（Advanced Glycation End Productions）」と略され、身体の
様々な老化に関与するといわれている

9)糖尿病進行によるインスリン抵抗性（インスリンが効きが悪くなること）やイ
ンスリン分解酵素の機能低下等が相まってアミロイドβが増えると推察され
る。インスリン分解酵素は、アミロイドβを分解する機能も併せ持っており、
高インスリン状態が長く続くとインスリン分解酵素が主にインスリン分解に
費消され、アミロイドβの分解が手薄になってアミロイドがたまりやすくなる
とされる

10)米国ノートルダム教育修道女会に所属する修道女のうち、死後の剖検に同
意した678名を対象にした加齢とADの関連性についての研究プロジェクト。
ケンタッキー大学等により1986年から開始された。101歳で亡くなったある
修道女は、84歳まで現役の数学教師で引退後も福祉活動に取り組んでい
た。死亡する直前まで認知機能は正常であったが、死後剖検で典型的なAD
病変がみられた。類似のケースが複数見られ、実際の病変と認知機能レベル
との間には必ずしも整合性が取れていないことがわかった。

11)スポーツ庁が実施している「体力・運動能力調査」結果を20年前と比較する
と、高齢者（対象：65～79歳）の体力は、男性で5歳以上、女性で10歳程度の若
返りが見られる。 

12)ナッジ（nudge）とは、「ヒジで軽く突く」という意味で、ヒジで突くような小さ
いアプローチで気付かないうちに人の行動変容を後押しする仕組み。その
コンセプトはノーベル経済学賞を受賞したシカゴ大学のリチャード・セイラー
教授らが提唱した。行動経済学に基づく戦略の一つと位置付けられる。
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火災・爆発

●首里城で火災　正殿など7棟が全半焼（沖縄）
那覇市の首里城で10月31日未明に火災が発生した。火元は正殿内と

みられ、隣接する北殿、南殿などに延焼して計7棟約4,800㎡が全半焼、
約11時間後に鎮火した。

同市消防局は11月7日、正殿内の配線や延長コードの計数十箇所に
焼け溶けた痕跡が確認されたと発表、いずれも正殿の北東部分に設置
された分電盤につながっており、このうち数箇所はショートしたとみら
れる。同局は電気系統のトラブルが有力な出火原因とみて、詳しく鑑定
をすすめている。

首里城を管理する財団によると、焼失した建物の被害額は約73億円
に上る。また首里城の建物群には1,500点以上の絵画や漆器などが収
蔵されており、うち少なくとも耐火性の収蔵庫に保管されていなかった
400点超が焼失した可能性があるという。

首里城は文化財保護法上の文化財に指定されておらず、同法に基づ
くスプリンクラーの設置義務はない。消防法上、設置義務がある大型施
設などにも該当しないという。首里城跡は石垣や石段、石門など当時の
城郭を構成する遺構が2000年（平成12年）に世界遺産として登録され
ているが、今回焼失した正殿などの建物は先の大戦で焼失して平成に
入って復元されたものであり、世界遺産の対象ではない。

●化学工場火災　損害賠償関連の特損 約480億円（北米） 
日系大手化学メーカーは、米国子会社の工場火災事故によりケガを

した作業員ら約160人が損害賠償を求めた訴訟で、140人超に相当する
和解金関連の費用として約480億円の特別損失を計上した（11月27日ま
でに公表）。

火災は2018年5月に米国・テキサス州にある食品包装向け樹脂などを
製造する工場で発生、被害を受けた従業員や外部委託の作業員らが損
害賠償を求める訴訟を提起していた。

風水雪災・豪雨・竜巻

●台風15号が関東地方に上陸　記録的暴風による被害（国内） 
9月8日から9日にかけて台風15号が首都圏を直撃、記録的暴風により

多くの被害をもたらした。台風は9日午前5時ころに千葉市付近に上陸
後、昼前にかけて茨城県を通過し太平洋に抜けた。

上陸時の中心気圧は960ｈPa(ヘクトパスカル)、関東に上陸した台風
としては過去最強クラスだった。東京湾を北東に進んだため東側で強
い風が吹き、千葉市で57.5ｍの最大瞬間風速を記録した。

首都圏で千葉県を中心に大規模な停電が発生し、台風が通過した9月
9日朝時点で停電戸数は93万4,000戸に上った。君津市では送電線をつ
なぐ鉄塔2基が倒壊し、電柱の倒壊や倒木などで家庭に電気を送る配電
線の損傷が想定以上に多発、復旧作業は難航した。被害が集中した千
葉県内でほぼ全面的に復旧したのは18日後の9月27日であった。

首都圏の鉄道網の一部では9月8日夜から計画運休が実施され、台風
上陸の9日は在来線全線で始発から運休、地下鉄や私鉄各社も始発か
ら運転を見合わせた。

強風や浸水により工場など生産設備にも大きな被害をもたらしたほ
か、従業員の出勤遅延やサプライヤーからの部品供給の遅れなどによ
り工場の稼働が一時停止に追い込まれるなど影響は広がった。

●台風19号により東日本の広域で記録的豪雨被害（国内）
10月12日から13日にかけて、台風19号による猛烈な風と大雨により、

各地で河川の決壊や土砂災害による甚大な被害が発生した。上陸から
1カ月で死者数は91人に上り、11月8日時点で約2,800人が避難所で生活
を続けている。

台風が通過、接近した地域では上陸の半日ほど前から記録的な大
雨が観測された。気象庁がまとめた10月10日から13日までの期間降
水量によると、同期間の24時間降水量の最大値は神奈川県箱根町で
942.5mmを観測したほか、全国計69箇所で過去最高値を記録した。

国土交通省によると、堤防の決壊は71河川、140箇所で発生。川の水が
あふれる氾濫も多くの河川で起きた。20都県で発生した土砂災害は884
件に上り、一つの台風被害としては過去最多を更新。

豪雨による被害は広範囲で企業活動に影響した。長野市内の鉄道会
社車両基地では車両10編成が水没・廃車となり損失額は148億円に上っ
た。生産活動の影響も深刻で、大手自動車メーカーでは部品メーカーの
被災で四輪車の生産工場を数日間操業停止した。

●ベネチアで記録的な高潮　被害額1,200億円（イタリア）
イタリア北部のベネチアで、記録的な高潮による被害が発生した。11

月12日、降り続いた雨の影響で過去50年で最も高い187cmの高潮を記
録し、イタリア政府は同14日に非常事態宣言を出した。17日には再び
150cmの高潮を記録し、統計を取り始めた1872年以降最悪の1週間に
なったとメディアは伝えている。

ベネチアを象徴するサンマルコ大聖堂や観光名所のサンマルコ広場
など市内の85％が浸水、ベネチア市長は被害額が10億ユーロ（およそ
1,200億円）にのぼることを明らかにした。17日にはサンマルコ広場が閉
鎖され、地元観光業にも影響が出ている。

自動車・鉄道・船舶・航空機事故

●踏切で電車がトラックと衝突　運転手死亡、重軽傷77人（神奈川）
9月5日午前11時ころ踏切に進入し立ち往生した大型トラック(13t）に

電車が衝突し脱線、トラックの運転手（67歳）が死亡、乗員乗客77人が重
軽傷を負った。衝突によりトラックが炎上、列車は前3両が脱線し、先頭
車両は45度横に傾いた状態となり、架線を支える柱も倒壊した。脱線し
た列車内から乗客が避難し、救急車や消防車、パトカーが次々と駆けつ
けた。

車両の撤去や補修作業は徹夜で進められたが翌6日も始発から川崎・ 
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横浜駅間の上下線で運休が続き、通勤・通学ラッシュ時に大混雑が生
じた。

事故で死亡したトラック運転手は果物を横浜市から千葉県に輸送す
る途中で道を間違えたとみられる。線路沿いの狭い側道（道幅約3.7m）
に進んだあと、全長約12ｍのトラックが左折右折どちらにも難しい状況
で強引に右折して踏切内で立ち往生したとみられている。警察は、死亡
したトラック運転手の運転ミスが事故につながった可能性があるとみ
て、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで捜査している。

鉄道会社は、立ち往生などの緊急事態を早く察知できるよう、事故現
場の踏切からさらに距離を離した場所に信号機を増設。他の踏切でも
同様の増設を検討する。また信号機の点灯を運転士が確認した場合の
非常ブレーキの運用基準を見直して厳格化した。

工事中・作業中の事故

●ビル屋上から鉄パイプが落下、通行人1人死亡（和歌山）
11月19日、オフィス街にある12階建てビルの屋上付近から長さ1.5ｍ、

重さ5kgほどの鉄パイプが落下し、近くを歩いていた男性（26歳）の頭部
を直撃、男性は搬送先の病院で脳挫傷により死亡した。屋上付近では看
板補修工事を行っており、看板を設置するために組んでいた足場の解
体作業中に鉄パイプが落下したもの。

同工事現場では11月15日にも同様の作業中に鉄パイプ1本が落下す
る事故が発生し工事が中断していたが、ケガ人はなく、安全が確認でき
たとして18日に工事を再開していた。

警察は20日、ビルの看板補修工事を請け負っていた2業者を業務上過
失致死容疑で捜索、勤務日報や工事の契約書類などを押収した。また
県は21日、県内の建設業関係団体などに、安全管理を徹底するよう文書
で通知した。

製品安全

●紅茶飲料を170万本自主回収、下痢の恐れ（国内）
大手飲料会社は11月5日、ペットボトル入りのミルクティーの一部商品

に微生物が残留した恐れがあるとして、製品約170万本を自主回収する
と発表した。微生物の一種であるセレウス菌の混入が見つかったため
で、発表時点で健康被害の報告はないが、飲むと下痢などの症状が出
る可能性があるという。
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施設・設備安全、業務遂行上の事故

●公立小学校 津波訴訟で行政側の敗訴確定（宮城）
東日本大震災の津波で児童・教職員84人が犠牲になった公立小学校
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情報関連
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高齢者の自動車運転および運転免許証の返納に関するアンケート調査を実施

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
ならびにMS&ADインターリスク総研株式会社は、高齢者ドライ
バーを対象に、自動車運転および運転免許証の返納に関するアン
ケート調査※を実施しました。
本調査は、2017年3月に公表した「高齢者運転事故と防止対策」
の第2回目の調査として、主に高齢者ドライバーの自動車運転や運
転免許証の自主返納における実態と意識の変化を明らかにする
ために実施したものです。アンケートの詳細な結果は、MS&ADイ
ンターリスク総研のオフィシャルWebサイトにて公開しています。

※今回は、2019年8月16日～21日に実施した予備調査において、運転
免許証を自主返納した、またはあえて更新しなかった、各年代の男
女計1,000人を抽出し、2019年8月23日～26日の間にインターネット
による調査を実施しました。
（なお、本調査では、あえて運転免許を更新しないことで運転の継続を
自主的にやめたという行為も、免許返納のあり方の一つとして考えて
います。）

〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉

小林 恭子（こばやし やすこ）
一般財団法人 女性労働協会
第一事業部  第三事業部　部長　

【職歴】
働く女性の妊娠・出産に関する調査・研究事業のほか、ファミリー・サ
ポート・センターの運営支援等、働く女性の両立支援・子育て支援に
幅広く携わる。2017年より中小企業の事業主等を対象に女性活躍
推進法に基づく一般事業主行動計画の策定支援を行う「女性活
躍推進センター」の運営に従事。

多島 良（たじま りょう）
国立研究法人 国立環境研究所
資源循環・廃棄物研究センター　主任研究員 　

【略歴】
東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。博士
（工学）。東京工業大学特別研究員、国立環境研究所特別研究員
などを経て、2018年4月より現職。
専門は、廃棄物処理計画・マネジメント、公共政策学。災害廃棄物
処理業務のマネジメントや人材育成に関する調査研究とともに、自
治体の災害廃棄物処理計画策定、災害廃棄物処理研修の設計
実施に係る支援も行う。災害廃棄物対策指針の改定に係るワーキ
ンググループの座長を務めるなど、災害廃棄物対策に係る国の政策
形成も支援している。

藤村 和也（ふじむら かずや）
AIR Worldwide　バイス プレジデント＆マネージングディレクター 　

【略歴】
1993年京都大学大学院工学研究科修士課程修了後、鹿島建設
入社、構造設計解析業務に従事。2005年カリフォルニア大学バー
クレー校にて博士(工学)、統計学修士取得。災害モデリング会社で
研究開発に従事した後、2007年AIR Worldwideに入社、現在に至
る。AIRでは、地震や台風などの自然災害リスクモデルの研究開発、
自然災害リスクの定量化コンサルティングに携わっている。

■自動車運転に対する自信は高齢になるほど高くなるものの、
2017年の調査結果に比べて全般的に低くなっている（図１）。
■運転免許証の返納を検討したことがある回答者の割合は、高齢
になるほど高くなる。特に女性は、その傾向が顕著である。返納
を検討する主なきっかけは、「高齢者による重大事故のニュース
を耳にした」ことである（図２）。
■運転免許証の返納を検討したが返納しなかった主な理由は、
「他の移動手段もあるが不便なため」である（図３）。
■半数近くの回答者が「高齢者向けの安全運転支援機能付き自
動車を前提とした免許証」があれば、それを取得して自動車運
転を続けたいと回答している（図４）。

■運転免許証の返納には「自主的に返納（自主返納）」するケース
と、「あえて免許の更新をしない（非更新）」ケースの二つがある。
あえて更新をしない人も約3割存在している（次頁図５）。
■運転免許証を保有しなくなった理由は、主に「運転をする必要
がなくなった」および「運転をしていなかった（ペーパードライ
バー）」ことが挙げられる。一方、高齢になるにつれて、「運転技
術の低下を実感した」、「高齢者による重大事故のニュースを耳
にした」および「家族の勧めがあった」といった理由が増加して
いる（次頁図６）。
■運転免許証を保有しなくなったことについて「不便を感じてい
ない」と回答した者は、半数を超えている（次頁図７）。

■運転免許証を保有しなくなった主なメリットは「事故を起こす心
配がなくなった」ことと、「車の維持費などの移動にかかる費用
が安くなった」である。また、4人に1人が「運動量が増えて健康
になった」と回答している。運転免許証を保有しなくなることは
心理的、経済的効果に加えて、健康面でのメリットもある（図８）。

以上

【図１】年代別自動車運転に対する自信（2017年と2019年の比較）

【図２】運転免許証返納を検討したきっかけ

【図３】運転免許証を返納しなかった理由

【図４】安全運転支援機能付き自動車限定免許証の取得意向

【図５】自主返納と非更新の回答者の割合　　　　　　　　　

【図６】運転免許証を保有しなくなった理由

【図７】運転免許証を保有しなくなったことのメリット

【図８】運転免許証を保有しなくなって不便になったこと

１．高齢者の「自動車運転」に関する
　 実態と意識について

２．高齢者の「運転免許証の返納」に関する
　 実態と意識について
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【図５】自主返納と非更新の回答者の割合　　　　　　　　　

【図６】運転免許証を保有しなくなった理由

【図７】運転免許証を保有しなくなったことのメリット

【図８】運転免許証を保有しなくなって不便になったこと

１．高齢者の「自動車運転」に関する
　 実態と意識について

２．高齢者の「運転免許証の返納」に関する
　 実態と意識について

調査結果
概　　要

調査結果
概　　要

【2019】自信がある

【2019】自信がない

【2017】自信がある

【2017】自信がない
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中小企業強靱化法施行
～新たに創設された「事業継続力強化計画認定制度」について～

レジリエントでサステナブルな社会をめざして

金融分野における気候変動シナリオ分析の動向

年間シリーズ

■民間企業と災害廃棄物処理の関わり
■女性活躍推進法の改正と意義
■サイバー保険のためのデータ標準とリスクモデル
■外国人労働者の労働安全衛生対策
～優先的に教育・指導すべきポイントと向き合い方～

R M F O C U S   R M F O C U S   

編集後記
あけましておめでとうございます。令和2年もよろしくお願いいたします。
令和最初の年となった昨年も、日本は大きな災害に見舞われました。
中でも気象庁の定める「台風の名称を定める基準」に42年振りに該当
し、「令和元年台風第19号」と命名された激甚な台風による被害は、金
額、面積とも2018年の西日本豪雨を上回る浸水被害となりました。あら
ためて被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
今回のRM FOCUS 72号には水災関連のレポートの掲載はありませ

んが、2019年に発生した九州地方豪雨、台風15号、台風19号については
MS&ADインターリスクレポートとして、合計5本の号外をリリースいたしまし
た。当社のオフィシャルホームページに全文を掲載しておりますので、ご参
照いただければ幸いです。
令和2年は皆さまにとって穏やかで実り多い年となることを祈念いたし

ます。
（FS）

基礎研究レポート基礎研究レポート

※バックナンバー
　はこちら

認知症予防の可能性と展望
～認知症対策の新潮流②～
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