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編集後記
新型コロナウイルスによる感染症（COVID-19）が、世界中に拡がって

います。これが人々の健康上の問題のみならず、スポーツをはじめとした
興業、観光業、外食産業などのマーケット縮小で、経済にも大きな影響を
与え始めています。2020年東京大会の開催も気になるところです。
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、新型コロナウイルスに関するテーマ

でレポートを随時発行しております。レポートはオフィシャルホームページに
都度掲載しますので、下記【照会先】にあるＵＲＬ、またはＱＲコードよりアク
セスし、「トピックス」をご覧いただければと思います。皆さまが対策を検討
する一助となれば幸いです。
 
編集者一同、一刻も早い感染症の終息を願ってやみません。

“生涯健康脳”による認知症予防の可能性
～認知症対策の新潮流③～

※バックナンバー
　はこちら
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諮問機関として深く関与した国の有識者会議「中小企業強靱化研究会」の渡辺研司座長（名古屋工業大学大学院教授）と、及川勝委員
（全国中小企業団体中央会事務局長）をお招きし、「事業継続力強化計画認定制度」、特に連携型にフォーカスした企業の災害対応力
向上についてお話をうかがい、そのポイントについて解説する。

10
2019年12月にマドリードで第25回気候変動枠組条約締約国会議（COP25）が開催された。パリ協定の実施方法を巡る国家間交渉が難航
する一方、会議場では民間企業や金融機関がパリ協定目標達成に向けた提言活動や議論を非常に活発に展開した。本稿では、この政府間
交渉以外の機能に焦点を当て、日本企業への示唆となるものを取り上げ紹介する。
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～ビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）策定の影響～

サイバーセキュリティお助け隊
実証事業（愛知県）について

16
企業に求められる人権取り組みについて欧州などでは既に法制化が進んでおり、日本でも取り組みに関する情報開示の義務化を主張する
声も出ている。本稿では、日本のビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）策定に向けたこれまでの議論の経過とNAP原案などから、
今後想定される企業への影響について解説する。

中小企業におけるサイバーセキュリティ意識向上を図るとともに、中小企業の実態に合ったサイバーセキュリティ対策を検証、実現させていくこと
を目的とし、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）の旗振りでサイバーセキュリティお助け隊実証事業が開始された。MS&AD
インターリスク総研は、本事業を愛知県で実施することを受託し、愛知県に本社のある、中小企業者・小規模企業者を対象として参加企業約200
社に対してセキュリティ体制構築支援や演習等を実施した。本稿ではサイバーセキュリティお助け隊実証事業（愛知県）の内容について紹介する。

製造業における労災事故は減少傾向が見られず高止まりしている。この背景として、お客さまのニーズ多様化、生産現場の環境変化が考
えられるが、この職場環境変化の一つに委託業務の拡大があり、労災事故が減らない一つの要因と考えられる。元方事業者と関係請負
人が混在する職場では、作業者間の連携が不可欠であり、2006年（平成１8年）4月より製造業における統括管理の仕組みが法制化された
が、現場では必ずしも連携が十分に図られているとはいえない。本稿では製造業における統括管理のポイントについて解説する。

「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」が成立、2019年6月5日に公布された。改正法の施行により
2020年6月1日から大企業は職場におけるパワーハラスメント対策が義務となる。厚生労働省は、改正法に基づき、パワーハラスメントに関し
て事業主が雇用管理上講ずべき措置等についての指針およびセクシュアルハラスメントおよび妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
に関して雇用管理上講ずべき措置についての改正指針を策定した。本稿では当該指針のポイントについて解説する。

訪日外国人は年々増加しており、2018年に3,000万人を超え、政府は2030年目標数を6,000万人に設定している。訪日回数の増加により、
地方を訪れる割合が高くなっている。日本国内での自然災害は多発しており、訪日外国人の災害時の行動心理等を理解したうえで災害
時対応の取り組みを進めることが重要である。本稿では、自然災害発生時の訪日外国人対応の官民での取り組みについて考察する。

脳の体積と認知機能には密接な関係があり、脳の萎縮を抑制することが認知症対策には重要である。脳の萎縮を促進する可能性がある
危険因子としては、喫煙・飲酒、肥満や糖尿病、高血圧などがある。認知症リスク軽減策としては、有酸素運動、知的好奇心、会話などが有
力とされているが、特に知的好奇心は感情と記憶を深く結び付け、認知症に強い健康な脳を維持する効果が期待できる。本稿では、脳の
健康から考える認知症対策について解説する。
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1　RMFOCUS Vol.73 〈2020 Spring〉

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。

▪同法により創設された「事業継続力強化計画認定制度」（RM FOCUS 72号参照）は、その取り組みやすさとインセンティ
ブが功を奏して、法施行以降大きな拡がりを見せている（2020年1月末時点で認定件数4,495件）。しかし、そのほとんどが

「事業継続力強化計画（いわゆる、単独型）」であり、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（いわ
ゆる、連携型）」は低調に推移している。

▪同法成立に関して、諮問機関として深く関与した国の有識者会議「中小企業強靱化研究会」の渡辺研司座長（名古屋工
業大学大学院教授）と、及川勝委員（全国中小企業団体中央会事務局長）をお招きし、「事業継続力強化計画認定制度」、
特に連携型にフォーカスした企業の災害対応力向上についてお話をうかがった。

（適時解説 : MS&ADインターリスク総研株式会社　リスクマネジメント第四部　事業継続マネジメント第二グループ 
マネジャー・上席コンサルタント　飛嶋 順子）

テーマ１》 中小企業における災害対策の
現状

企業や組合の災害対策の現状1．1

（進行／矢野）
これまで国や地方自治体、中央会などは、企業や組合に対し

て、事業継続計画（以下、ＢＣＰ）の普及をはじめとする様々な
災害対策の啓発活動を進めてきました。その一方で、中小企業
のＢＣＰ策定率は全体で16.9％と、依然として低い状況が続い
ています（次頁図１）。

わが国における中小企業の災害対策の現状について、どのよ
うにお考えでしょうか。なお、お話をうかがうにあたって、中小

中小企業強靱化法施行−2
〜座談会：「連携事業継続力強化計画」を活用した企業の災害対応力向上〜

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

【進行／執筆】
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
主任コンサルタント　 　　　　　　　　　 矢

や の

野 喬
た か し

士

企業強靱化法成立前から関連事業に携わってきた弊社の飛嶋 
から、読者向けに適時補足のご説明をさせていただきます。

（及川委員）
中央会は、中小企業連携組織（事業協同組合、企業組合、 

商工組合、商店街振興組合等）の設立、運営をサポートする組
織で、全国組織である全国中小企業団体中央会（以下、全国中
央会）と、各都道府県の中央会が活動を実施しています。

全国中央会および各都道府県中央会では、特に東日本大震
災以降、セミナーなどを通じて集中的にＢＣＰあるいは事前対
策を推進してきましたが、やはり実感として16％程度と、実績が
積み上がっていないと思います。

取り組みが進まない理由としては、「100年に1度や1,000年に
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1度の事態に対して備える必要があるのか」という考えが経営
者の頭の中にあるからだと思います。特に今、企業は働き方改
革や生産性向上、最低賃金引上げといった様々な経営課題に
直面しておりますので、災害対策はどうしても後回しになってし
まっています。

災害対策は「100年に1度の事態のための備え」ではなく、「経
営力を強化するツール」としてとらえていただきたい、と言うの
が私の想いです。平時に災害対策に取り組むことが経営にプラ
スになるという実感を、全国中央会が成功事例をもって経営者
に納得できるようにしていきたいと考えます。一方で、日本では 
地震、津波、豪雨、それに北海道胆振東部地震の際のブラック
アウトなど、様々なタイプの災害が起きておりますので、多くの
中小企業の方々が「あれもこれも備えなければならないのか」と
戸惑っている、という現状もあります。

（解説／飛嶋）
事業継続マネジメント（以下、ＢＣＭ）、レジリエンス、防災・ 

減災関連のコンサルティングの現場に携わる立場から申し上げ 
ますと、災害対策については、非常に積極的に取り組む企業と、

全く取り組んでいない企業とに二極化しているのが現状です。
大多数の中小企業は後者に該当するでしょう。後者は、災害対
策に関心がないか、災害対策の優先順位が非常に低い企業で
す。後者に中小企業が多いのは、大企業と比較して、人材やコ
ストなどの経営資源不足という問題があると考えます。いずれ
にしても、本来であれば、「自社の災害対応力向上」そのものに
価値を見出し、リスクマネジメントの一環として、企業が自ら災
害対策に取り組むことが理想ですが、現場での経験から、現在
ではなく未来に顕在化する可能性のあるネガティブリスクへの 
自発的な取り組みを促すことは、非常に難しいと感じています。
及川委員のご指摘のとおり、当面の経営課題に経営資源を割
かざるを得ないケースが多く、それがＢＣＰの策定率の低迷に
も表れているのでしょう。

また、コンサルティングの現場で痛感するのは、ＢＣＭのＢＣ
（事業継続）フェーズに関する取り組みは、中小企業にとって
は非常に難しく、ハードルが高いという点です。古来、自然災害
が多いため、防災・減災になじみが深い日本では、災害発生後の

「事業継続」ではなく、発生前の「事前防災」であれば理解され
やすいという事情があります。

テーマ2》「事業継続力強化計画認定制度」
について

制度創設の背景2．1

（矢野）
このような現状を踏まえて、2019年7月に創設された「事業継

続力強化計画認定制度」（以下、認定制度）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 
認定する制度であり、これまで敬遠、後回しにされてきた「災害

【図１】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」）

中小企業強靱化研究会委員　及川 勝 氏
（全国中小企業団体中央会　事務局長）
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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、
画期的な制度です（図２）。

この認定制度創設の背景について教えてください。

（渡辺座長）
中小企業庁などで、企業のＢＣＰ策定をはじめとする各種災

害対策への取り組みを始めて早10年以上が経過しております
が、相変わらず企業のＢＣＰ策定率は低いのが現状です。わが
国では東日本大震災や熊本地震などの大規模災害を幾度とな
く経験し、そしてその未曽有の危機を乗り越えてきております。
しかし、日本の経済復興の実情を見ると、大企業や中堅企業が
事業を継続することで、結果的に全体最適の達成、つまり日本
全体として復興がなされておりますが、その裏で中小企業は相
当の被害を受けています。または、大企業・中堅企業の代替生
産戦略などで仕事がなくなるといった事態も発生しています。
つまり、日本の経済を支えている中小企業の脆弱性が露呈して
いる、というのがわが国の現状です。

これを受けて、中小企業の強靱化に向けて、今までの取り組
みよりももっとハードルを下げて、今すぐにでも取り組めるよう
に、との想いから作られたのが認定制度です。

認定制度では、対象とするリスクを広く「自然災害」としまし
た。これは、「災害対策＝地震対策」という企業の凝り固まった
考えを解きほぐすことを企図しています。日本は地震のイメージ
が強いですが、やはり風水害の方が発生頻度は高く、また日本
における風水害対策は、大企業であっても遅れているのが現状
ですので、少しでも「オールナチュラルハザード」の対応に近づ
けるべく、対象を「自然災害」と広く取りました。

「事業継続力強化計画」について2．2

（矢野）
「事業継続力強化計画」と従来のＢＣＰとの違いについて教え

てください。

（渡辺座長）
今般の認定制度では、あえて「ＢＣＰ」という言葉を使いませ

んでした。「ＢＣＰ」という言葉がもう使い古されているというこ
とと、やはり方法論ありきになってしまう、「計画を作りさえすれ
ば良い」という考えになってしまうからです。

ＢＣＰを作ってさえいれば良いというわけではありません。 
より本質的な事業継続力、いわゆる企業の基盤となる体力をつ
けるような形で言い換えた方が良いだろうということで、「事業
継続力強化計画」という言葉に決めました。

その意味で、今般の認定制度にしっかりと取り組んだ中小
企業は、立派なＢＣＰを持っているが地震しか考えていない 

【図２】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12月11日版）」）

中小企業強靱化研究会座長　渡辺 研司 教授
（名古屋工業大学大学院工学研究科）
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大企業・中堅企業よりも、よりレジリエンス力が高いと思いま
す。大企業・中堅企業は、地震編のＢＣＰを作って、それを基に
対策を講じているため、それ以外の想定外の災害が来ると事業
継続ができない、つまり地震以外のリスクに対して脆弱になっ
てしまっています。

（及川委員）
私たちも、会員企業に対してＢＣＰの話をすると「またですか」

と、どうしてもネガティブなイメージを持たれてしまいます。10
年間ほどＢＣＰを推進してきましたが、ＢＣＰの必要性は分かっ
ているけれども行動に移してくれない状況でした。

今般の認定制度についても、やはり自分たちの地域の産業を
持続的に発展させていくためには、計画作りをまずはしていこう、
ということで即一致しましたが、「まずやれるところから取り組も
う」ということをテーマとして挙げておりましたので、ネガティブ
なイメージを持たれている「ＢＣＰ」という単語も、むしろ私ども
の方から「使わない方が良い」という意見を申し上げました。

（飛嶋）
「事業継続力強化計画」と「事業継続計画（ＢＣＰ）」、名称が

非常に似ているので、一部では混乱を呼んでいるようです。どち
らもプランですが、対応するフェーズが違うというのが、大きな
違いでしょう（図３）。「事業継続力強化計画」は事前防災や事
前対策のためのプラン、ＢＣＰはＢＣＭの管理策の一つで、事業
継続を焦点としたプランです。

 「事業継続力強化計画認定制度」を活用するメリット2．3

（矢野）
中小企業強靱化法施行から半年で認定件数が4,000件を超

えるなど、認定制度は大きな拡がりを見せております。企業は、
認定制度のどのような点をメリットとして活用しているのでしょ
うか。

（及川委員）
中小企業の立場からすると、法律に基づくインセンティブが

付いたことが非常に大きいと考えます（次頁表１）。やはり、イン
センティブを効かせていくことが、中小企業の経営にとっては
重要であると考えます。

（渡辺座長）
こうしたインセンティブに加えて、今まで難しくて取り組むこ

とができなかったＢＣＰをはじめとする災害対策が、ハードルが
下がり方法論も簡単になったということも、一つ大きなメリット
です。さらに、地域ごとに中小企業の取り組みを支援する指導
者が輩出されているので、自社だけで取り組まなければならな
いということがなくなった、ということも大きなメリットです注1）。

展開のスピード自体はかなり速いと思います。今般の認定
制度はかなり画期的で、本来であれば企業社会は自然淘汰が
基本ですが、災害時に企業が自然淘汰されないよう、法律まで
作って企業に手を差し伸べたのは恐らく日本だけでしょう。

【図３】　事業継続力強化計画の位置付け
（宮城県「みやぎＢＣＰ企業策定ガイドライン」を基にMS&ADインターリスク総研作成）

「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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その意味で、今般の認定制度は法律として設立した制度です
ので、企業の温度感が下がったとしても、もしくは国の機関の担
当者が変わったとしても続くと考えます。法律として認定制度を
作ったということは、それほど大きな意味を持っています。

（及川委員）
一方で、連携型については認定件数が少ない現状がありま

す。しかしながら、これだけ単独型が認定されているということ
は、次のステージとして「連携をする」という、その素地が広がっ
ているのではないかと考えております。他社との連携は、約束
事を決めたり計画を策定したりと取り組みまでのハードルが高
く、しっかりと準備をする必要がありますので、今の単独型の申
請数が増えているという現状は、逆に将来連携型のパイを増や
すことにもつながるのではないかと考えております。

そうした中、私たちとしては、組合事業の一つである教育事
業や情報提供事業の中で今般の認定制度をしっかりと広報す
ることで、まずは計画策定に取り組んでいただき、その中で、費
用対効果の側面から代替生産や経営資源の共同利用といった

「連携の必要性」を感じてもらいたいと思います。

（飛嶋）
今般の認定制度で認定事業者数が短期間で伸びた要因

は、ご指摘のあった各種インセンティブと取り組みやすさもさ
ることながら、国が、認定制度をはじめとした中小企業強靱化
法関連事業の普及・促進の担い手として「中小企業を取り巻
く関係者（例：地方自治体、関連団体、金融機関、コンサルティ
ング会社など）」を指名したことにあります。これを踏まえ、現
時点では、認定を希望する企業側の引き合いというより、「中
小企業を取り巻く関係者」からのご照会が大変多い状況です。
つまり、制度自体が新しくできたので、それを普及・促進する
側の機関からのセミナーや情報提供といった依頼が非常に 

多いのです。
また、国は、今般の認定制度に関して、リスクファイナンスの

有効な手段の一つとして、損害保険や共済への加入を強く推し
ているため、保険会社や保険代理店からの照会も非常に多い
です。特に、「まずは自社で計画認定を受けてみて、その後お客
さまへの展開を考える」という保険代理店は多いようで、保険
代理店の認定事業者が、事前の想定よりも多い印象を受けて
おります。

テーマ3》 災害対応における企業、地域
の連携−連携型の活用

連携型創設の背景とその必要性3．1

（矢野）
サプライチェーン等の拡大と複雑化が進んでいる現代におい

ては、どこかの企業被災によって、非被災地の企業であっても
製造・サービス停止に追い込まれることはよくあり、それが広く
連鎖して社会全体に甚大な損失をもたらす可能性もあります。
また、中小企業は地域と密接なつながりを持っているため、地
域活性に必要不可欠な存在であり、地域貢献も一つの大きな
使命として与えられています。その一方で、自社の経営資源に限
りがある中小企業では、自社単独で災害対応力を向上させるに
は限界があります。そうした意味で、他社との「連携」は、特に中
小企業においては非常に重要かつ有効な手段ですが、中々進ん
でいないのが現状でしょう。

そのような中、今般の認定制度では、事業者が単独で申請
する単独型とは別に、複数の事業者で申請する連携型が創設 
されました。連携型ができた背景や、連携の必要性について教
えてください。

【表１】事業継続力強化計画認定制度の支援措置（抜粋）

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（2020年度以降については未定）

（中小企業庁「事業継続力強化計画　策定の手引き（令和元年12月11日版）」を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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（渡辺座長）
今般の認定制度の大きな目玉は、実はこの連携型です。単独

で取り組める企業は、既に内閣府『事業継続ガイドライン』や 
中小企業庁『中小企業ＢＣＰ策定運用指針』を活用するなど 
して積極的に災害対策に取り組んでいます。それ以外の企業
は、災害対策に関心がないか、経営資源が足りないかで取り組
めていないというのが現状ですので、単独の企業の限界を連携
型で補完し合いながら取り組んでいただくというのが連携型の
目的です。

地域の自然災害リスクは、その地域であれば誰しもの身に降
りかかるものであり、地域が一体となって対応しなければなら
ないと考えます。「災害対応はみんなでやった方が良い」と企業
には思っていただきたい。そうした意図があるので、企業個別
での応募、いわゆる単独型の作成ももちろん歓迎ですが、本来
は連携型を推進していただきたいと考えます。単独型の認定企
業一覧の中には、住所が隣近所という場合も多いので、単独型
の申請をきっかけに、連携型も増えていくことが望ましいです。 
認定が取れた企業はロゴマークが付きますので、それをきっか
けに周りの企業とつながりを持つことができる、いわゆる「連
携」を促進することができると考えます。

自然災害は「面」、いわゆる地域全般に被害をもたらすので、
同業種であれ異業種であれ、企業同士がみんなで災害対応に
取り組む、地域で守っていくということをやっていただきたいと
考えます。日本は東京、名古屋、大阪の三大都市に経済が集中
しており、この三大都市がやられたら即アウトの世界になってし
まっています。そうではなく、地域がしっかりと踏ん張って、自分
たちの地域のレジリエンス力を上げていくということをしていか
なければならないと考えます。

（及川委員）
もともと中小企業は、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源

が乏しいため、企業として持続的に発展させるとなると、自社の
足らざるものを補っていくことが必要です。この補い方は様々
ありますが、市場がスピーディーに動いている現代においては、

「連携」が一番理想的な手法だと考えます。私たちは、経営力
を強化するために「連携」を進めてきましたが、事業継続力を強
化するうえでも、「連携」は非常に有用だと考えます。

特に、わが国には「組合」という組織がありますので、これを活
用しない手はないです。代替生産といった際どい調整を行わな
ければならない場合は、それこそ平時から相互扶助で成り立っ
ている「組合」を活かさない手はないので、中央会としても早く
から「連携」を推進してきました。

中小企業は地域に根ざして生きておりますので、地域の資源
で持続的に事業を行うことが基本となります。中小企業と地域
は切っても切り離せない関係のため、地域のコミュニティを活
用する、広がりのある事業継続力が必要と考えます。

連携型に取り組む企業へのアドバイス3．2

（矢野）
認定制度設立にご尽力された渡辺座長、及川委員のご両名

が「災害時の連携」を重要視されている点は大変印象的です。 
サプライチェーンが複雑に絡み合うわが国の産業構造と、地域
と密接につながるが経営資源に限りがある中小企業を考える
とき、他社や地域との「連携」が災害対応の一つのキーワードと
なるという点は、コンサルティングの現場でも日々思うことでも
あります（次頁図４）。

そこで、今般の認定制度、特に連携型に取り組む企業にアド
バイスをお願いします。

（渡辺座長）
卸団地など、普段からの付き合いがある組織体などは、相互

バックアップ体制が平時からある組織が多いので、それらを 
災害時に活用する、ということができると思います。

新潟県燕市の磨き屋シンジケート注2）は良い例で、もともとは
企業が個々に事業を進めていたところを、大型受注を取るため
に共同受注システム構築や「品質の標準化」に取り組んでいた
ため、新潟県中越沖地震などでもこれらの連携が効果的に働
き、企業が全滅せずに事業を継続することができました。

（及川委員）
人口減少などに伴う市場の縮小や、大規模災害の被災に

伴い、企業再編や事業集約化、合併などが地域で起きており
ます。こうした産業構造の変化に合わせて地域の産業を再構
築する際に、連携の需要が生まれてくると考えます。例えば気
仙沼市では、復興に際し4社が合併して造船団地を作り上げ 
ました注3）。災害を糧にして、連携という新しい動きが生まれて
いるということもぜひ知っていただきたいと思います。

連携に際しては、「共同でやること」や「共有すること」と、 
「個社が特化してやること」を明確に分けることが重要です。 

（座談会の様子１）
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例えば、菓子メーカーの組合員で構成される日本チョコレー
ト工業協同組合では、原料のカカオマスを共同で輸入し、共同
生産加工で原料チョコレートを製造して、それを組合員に安定
供給しており、各社が個性ある最終製品を作り上げています。 
また、岐阜県可児市の可児工業団地では、個社の災害対策と
は別に、共同受電や共同排水などインフラ関連を団地内で共
有し、さらには工業団地としてのＢＣＰも構築しています注4）。 
こうした考え方は、災害のためだけではなく、中小企業が経営
を強化し、持続的に発展していくための一つの方策になると考
えます（図5）。

テーマ４》 今後の取り組みに向けて
−読者へのメッセージ

（矢野）
企業の災害対策は、息の長い取り組みになるかと思います。

ぜひ、これまでのご知見とご経験を踏まえ、読者の方々に向けて
メッセージをお願いします。

（渡辺座長）
今般の認定制度は、企業の災害対策としては、国としての 

最後の波になるかと思いますので、まだ災害対策をやってい
ない企業はこれを機に最後の波に乗ってください。厳しい言い
方ですが、今後は、災害対策に取り組んでいない企業は淘汰 

【図５】工業団地等の事業継続実効性強化に向けた枠組み
（出典：内閣官房国土強靱化推進室「可児工業団地における「官民連携」取組紹介」）

【図４】災害時における連携の必要性と連携事業継続力強化計画の位置付け
（中部経済産業局「地域連携ＢＣＰ策定ポイント集（工業団地編）」を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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されていく時代になりますので、企業としても自立して災害対
策に取り組まなければなりません。ただし、「認定をもらう」や 

「支援措置を受ける」ことを目的にすると本末転倒になりますの
で、「災害対応力／事業継続力の向上」を目的として取り組んで
いただきたいです。

加えて、中小企業を取り巻く関係者として、今回の制度を立
ち上げた政府には、企業を持続的に支援する、最後のセーフ
ティーネットとして実施している施策などを改めて整理してい
ただきたいと思います。また、企業と政府の中間にいる各種団
体や地方自治体の方々も、企業の災害対策支援に積極的に取
り組んでほしいと考えます。

そして、企業の方々は、個別のＢＣＰや災害対策に限界を 
感じて取り組みが止まってしまっているのであれば、隣近所や
同業他社の中に同じ悩みを抱えている企業もいるはずですの
で、そうした企業に声をかけてみたらいかがかなと思います。単
独では生き残れないとしても、複数で取り組めば生き残る可能
性は高くなりますので、これをきっかけに話を進めていただきた
いと考えます。

（及川委員）
全国中央会としては、中央会の指導員の育成が大切と考えま

す。単独型の事業継続力強化計画を作れる方は結構いますが、
連携型を作れる人はまだ少ないと思います。そのため、連携型
について指導員を指導・教育して、一緒になって考える専門家
を増やしていただきながら、本会としても努力して指導員の力を
付けていきたいと考えます。そうした中、全国中央会では令和元
年度（2019年度）の事業として、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研
株式会社のご協力とご支援（飛嶋、矢野が委員として参加）によ
り、中央会指導員向けの連携型に関するマニュアルを策定して
います。今後、本マニュアルをフル活用して中小企業の方々の事
業継続力強化を支援していく予定です。

また、連携型の事業継続力強化計画の成功事例を今後は 
お示ししていきたいと考えています。それをご覧いただいて、

「連携の楽しさ」や「人と組んでやることの意義・やりがい」、 
そして「連携は災害時だけでなく、平時の経営力強化にもつな
がる」ということをぜひ感じて、連携を実行していただきたいと
思います。

（飛嶋）
ＢＣＰでも、最初は企業それぞれ、単独の取り組みから始まり

ました。個社の取り組みでは限界があることがわかってはじめ
て、連携の重要性と必要性が理解されたのです。従って、認定制
度の認定数増大が単独型から始まったのは頷けます。わが国の
企業防災やＢＣＭ／ＢＣＰの取り組みには、地域や事業者間連
携を用いたものが多くありますから、制度2年目の2020年度から
は連携型の事例も増えてくると思います。その際、全国中央会

策定の連携型に関するマニュアル（上記参照）が広く公表され、
活用されると非常に良いと思います。
「災害対策に取り組まない企業は淘汰されていく」という 

お話がありましたが、これから災害対策に取り組む企業は、認
定制度をきっかけに、まずは、計画作りという、はじめの一歩
を踏み出していただきたいです。認定制度の初年度は、ものづ
くり補助金の加点といったインセンティブのインパクトが非常
に大きかった印象です。どうか、インセンティブに引っ張られす
ぎず、本来の事業継続力強化という目的を見失わないでほし
いと思います。そうでないなら、制度の形骸化を呼ぶことにな
るでしょう。

（矢野）
認定制度は、その取り組みやすさやインセンティブの魅力か

ら、多くの中小企業が「災害対策」について考えるきっかけを
与えてくれた画期的な制度です。反面、この制度をもってしても
災害対策に関心を示さない企業は、渡辺座長のご指摘のとおり

「淘汰されてしまう」可能性があるでしょう。その意味で、今回
の制度は、座長のお言葉を借りれば、「企業の災害対策におけ
る最後の波」であると思います。

一方、ヒト・モノ・カネ・情報に制約がある中小企業において
は、実効性のある災害対策を講じることができない現状も強
く感じます。それを打開する策として、連携型の推進が、一つの 
解決策となると考えます。

企業が単独で災害に備え、立ち向かい、乗り越えるには必ず
限界があります。認定制度や「連携」の考え方、そして「企業を取
り巻く関係者」をフル活用しながら、自社の災害対応力向上に
努め、そしてその取り組みを長く続けることで、「災害に強い企
業」を作り上げていただきたいと考えます。

本日はありがとうございました。

以上
　

（座談会の様子２）
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日版）
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6）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
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7）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」
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2020年3月6日）
9）木戸浦健歓（みらい造船社）「気仙沼「みらい造船」中小造船4社が

踏み出した未来への一歩」『月刊事業構想』2015年11月号＜https://
www.projectdesign.jp/201511/stepforvitalizinglocal/002539.
php＞（最終アクセス2020年3月6日）

注）

1）中小企業強靱化法により、商工会・商工会議所と市町村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」も
新たに創設されており、商工会・商工会議所と市町村が共同で事業者の事業
継続力強化に係る支援事業（普及啓発、指導助言、復旧支援など）に取り組む
ことを規定している（「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）」の改正）

２）新潟県燕市「磨き屋シンジケート」
燕商工会議所が中心となり構築した、30社程度による研磨業の共同受注
システム。スケールメリットを活かした大ロットの受注を図るとともに、顧客
のあらゆる要望（技術・ロット・コスト）に応えるサービスの提供に取り組んで
いる

3）気仙沼市「みらい造船」の事例
東日本大震災で気仙沼市の造船業は壊滅的な被害を受けた。多くの企業が、
事業を継続させるために「造船所の移動」が必要であったが、その資金力が
なかったため、「企業が集まって新たな土地に設備を集約して設備投資のトー
タルコストを下げる」、さらには「技術を集結することで品質を上げる」ことを 
目的として、2015年5月に4社が合併し、3社が出資する新会社「みらい造船」が
設立された

4）可児工業団地の事例
可児工業団地は、自動車産業、航空機、工作機械産業などのサプライチェー
ンを構成する中小企業が多く入居する、岐阜県最大級の工業団地
当工業団地管理センターでは、共同受電事業、工業排水監視事業、生活汚
水処理事業を運営。さらに、工業団地ＢＣＰ（非常時体制、災害発生時の個社・ 
工業団地・自治体・地方支部局の各行動計画）を策定
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要旨
▪パリ協定の実施方法を巡る国家間交渉が難航する一方、会議場では民間企業や金融機関がパリ協定目標達成に向け

た提言活動や議論を非常に活発に展開した。
▪機関投資家が各国政府に対しより野心的なGHG削減国家目標を求めている。一方ESG先進国では金融機関に対する

パリ協定合致圧力を高めており、金融機関が保有する資産のカーボンフットプリントを計算するツールを広めようとして
いる。

▪気候変動の緩和と適応両面から、森林や海洋等自然の力を利用した「自然ベース解決策」への注目が一気に高まってい
る。森林回復や自然保全から生じるクレジットで排出量をオフセットする動きも強まっている。

▪2050年GHGネットゼロを目標に掲げたEUは、気候変動対策をビジネスチャンスととらえ、世界を牽引する意気込み
である。

はじめに
皆さんの多くは昨年（2019年）12月にマドリードで開かれた

第25回気候変動枠組条約締約国会議（COP25）が大きな前進
を得ることなく終わったことをご記憶のことだろう。確かに2015
年に合意されたパリ協定の実施細則の中で、唯一未解決となっ
ていた炭素市場を巡るルール（第6条問題と呼ばれる）は今回
も決着できず、排出クレジット注1）で削減目標の達成を図ろうと
する企業にとって不透明な状態が続くことになった。しかし、だ
からと言って世界の企業セクターはただ指をくわえて見ている
わけではない。日本ではあまり報道されることがないのだが、締
約国会議（以下、「COP」）には条約交渉そのものとは別に、世
界の取り組みを推進させる大きな機能がある。本稿では、この
政府間交渉以外の機能に焦点を当て、日本企業への示唆とな
るものを取り上げたい。

気候変動枠組条約締約国会議の
企業にとっての意味
〜COP25から見えてきたもの〜

企業やNGOからの発信
条約会議ではその条約に締約している国がまず発言するた

め、それ以外の国際機関や非政府組織（NGO）にはなかなか
発言の機会が巡ってこず、発言時間も限られる。同時にそれら
国家以外の団体（非国家主体）には様々な知見があり、政策
決定者にとっても有益な情報が多数ある。そこで条約会議で
は公式サイドイベントとして様々な団体がシンポジウムやセミ
ナーを開催できるようにしている（次頁図1）。また、会議場内
にパビリオンと呼ばれる国や民間団体（次頁表1）のブースが
設置され、そこでも様々なセミナーやイベントが行われている

（次頁図2）。
条約会議への参加登録はシンクタンクを除き個々の民間

企業はできないが、こうしたサイドイベントやパビリオンの 
スピーカーとして、あるいは業界団体として欧米からは企業
や金融機関の担当者・役員が条約会議に多数参加している。 

一般社団法人 SusCon
代表理事　　粟

あ わ の

野 美
み か こ

佳子 氏

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
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また、会期中特定の日が「〇〇の日」とされる仕組みがあり、
今回は12月6日が「ビジネスと産業デー」とされ、国際商工会
議所を中心に産業界の取り組みを議論するイベントが複数
開催された。この日以外にも企業の削減目標を認定するSBT
イニシアティブ注2）の進捗報告発表や、機関投資家によるESG
投融資の議論、責任投資原則（PRI）注3）による新たなシナリオ

「Inevitable Policy Response」の詳細発表等、様々なイベ
ントが開かれ、民間セクターにおける取り組みのあり方や実際
の進捗状況を把握し議論できる場が形成されていたのである。

政策強化を求める機関投資家
こうしたイベントの中で注目すべき一点目は、機関投資家が

政府に対する要望の声を強めている点である。各国大臣が出席
するCOP第2週目の初日には、日本の大手運用機関含め世界の
機関投資家631機関が署名している「インベスターアジェンダ」

が、政府への要望書（次頁表２）を提出し、削減目標の引き上げ
のみならず、カーボンプライシング注4）の導入やTCFD注5）勧告
の公的実施を求めている。TCFD勧告では脱炭素社会への移
行に伴うリスクの一つに政策・法規制リスクが挙げられている
が、TCFD開示の読み手である機関投資家自身がこのリスクの
具現化を求めるという構図なのだ。企業目線で見れば、マッチ
ポンプと感じるかもしれないが、自社の移行リスクを掘り下げ
る際の有益な参考材料として受け止めるべきだろう。インベス
ターアジェンダの要望を政策・規制リスクとして設定し、自社の
ビジネスモデルのレジリエンスを語ることが、機関投資家の求
める情報の一つなのである。

では、投資家から要望を受けている政府側はどうか。意欲を
見せたのはESG先進国のオランダである。オランダでは中央銀
行が民間金融機関の移行リスク影響度をいち早く検証し、国の
削減目標の一環として金融セクターに対しスコープ3注6）削減目
標策定やポートフォリオのカーボンフットプリント開示をコミッ
トさせるなど、金融における低炭素・脱炭素化を政策で誘導 

【図1】会議場内のサイドイベントゾーン

【図2】出展者中最も大きかったEUパビリオン　イベントルームを二つ備えている

【表１】COP25パビリオン出展者

国・地域

イギリス・イタリア・インド・インドネシア・EU・カタール・韓国・
コロンビア・コンゴ共和国・スペイン・セネガル・セルビア・タ
イ・中国・チュニジア・チリ・ドイツ・トルコ・日本・フランス・バン
グラデシュ・ベネルクスと欧州投資銀行（EIB）共同出展・北
欧4カ国共同出展・南アフリカ・ルワンダ

国際機関

SDG（国連）/条約事務局/緑の気候基金（GCF）・地球環境
ファシリティ（GEF）共同出展/米州開発銀行/国際開発銀
行共同出展/IPCC-世界気象機関（WMO）共同出展/国際
開発金融クラブ（IDFC）/太平洋地域環境計画/フランス語
圏国際機関/EuroClima+

民間団体
WWF兼US Climate Action Center・アマゾン環境調査
研究所（IPAM）・国際排出量取引協会（IETA）・国際雪氷圏
気候イニシアティブ（ICCI)
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している。今回そのオランダから財務省の財務官がベネルク
スパビリオンでのイベントに登壇し、「パリ協定に合致したオ
ペレーションを金融機関が行っているか監視する」と、明確な
規制メッセージを打ち出したのだ。さらには、資金運用は国際
的に展開されることから、ポートフォリオのカーボンフットプリ
ント計算は国外資産にも適用されるべきとして、オランダで2
年前に立ち上がった専用ツールPCAF（Platform Carbon 
Accounting Financials）注7）を世界に広げていく計画も示さ
れた。政策リスクがあるのは金融機関も例外では無く、それが
ひいては企業への圧力へと転化する。お金には国境が無いと言
われるように、日本企業にとってもこうした欧州で進む金融界
の変容に無縁ではいられない（表3）。

自然ベース解決策への期待
今回のCOPで注目すべき二点目は、自然ベース解決策

（nature-based solutions 略号NBS）への脚光である。自
然ベース解決策とは、生態系の保全や持続的管理、あるいは復
元活動が様々な社会課題の解決策になるというもので、気候
変動に限定した話ではない。ただ、2019年9月に開催された国
連気候サミット注8）で中国政府とニュージーランド政府が「気候
のためのNBS連合（NBS for Climate Coalition）」を立ち上
げ、既に世界各地でみられた具体的取り組みをまとめて紹介
したことで注9）、有効かつ低コストの現実的気候変動対策とし
て着目されるようになった。この自然の解決力に注目したのは 
政府だけではない。同じ気候サミットでWBCSD（持続可能
な開発のための経済人会議）注10）は手引書「Natural Climate 
Solutions : the business perspective」注11）を発表、世界経済

【表２】インベスターアジェンダの政府への要望

【表３】筆者が出席した金融関係主催・登壇イベント

イベント名 主催 主な登壇者

気候変動に対するビジネスと投資家の対応
加速 S&Pグローバル Trucost／PRI／シェル／S&Pグローバルプラッツ／

S&Pグローバルレーティング／S&P DJSI

投資家の気候アクション計画：資金フローの 
パリ協定への合致 Ceres CalSTRS／CalPERS／長老派教会

インベスターアジェンダ：2020に向け気候野心
をステップアップする投資家、企業、政府

気候変動に関する機関投資家グループ
（IIGCC）／Ceres／デンマーク政府
／気候変動投資家グループ（IGCC）

デンマーク気候変動大使／PKA年金基金／CCLA／英
環境庁年金基金／CalPERS／BNPパリバアセットマネジ
メント／アビバインベスターズ／CalSTRS

投資判断における気候リスクプライシング 気候レジリエント投資連合（CCRI） ウィリス・タワー・ワトソン／PKA年金基金／スタンダード
チャータード銀行／英環境庁／ジャマイカ政府

政策から行動へ：ビジネスと投資家はいかに気
候中立に到達しうるか 欧州委員会／ケンブリッジ大学 欧州投資銀行／PKA年金基金／IIGCC／欧州委員会

国連ネットゼロアセットオーナーアライアンス
紹介：資金フローの1.5℃気候目標への合致 PRI／WWF／UNEP FI PRI／UNEP FI／アリアンツ／アクサ／ケス・デ・デポ／

2℃投資イニシアティブ

透明性向上と資金フローのパリ協定への合致 スイス政府／オランダ政府 トリオドス銀行／欧州投資銀行／オランダ開発金融公庫

グリーン金融市場の発展：オランダのアプ
ローチ オランダ政府

オランダ財務省／トリオドス銀行／ベルギー金融セク
ター連合（Febelfin）／オランダ・ファンド＆アセットマネジ
メント協会／ラボバンク／IIGCC

●パリ協定の達成
◦国別約束草案の改訂と強化
◦長期排出削減戦略の策定と公表
◦全ての気候関連政策枠組みをパリ協定に合致
◦低炭素経済への公正な移行

●低炭素移行に対する民間セクターの投資加速
◦パリ協定に合致した気候シナリオの政策枠組みへの組み込み
◦意味ある炭素価格付け
◦化石燃料補助金の段階的廃止
◦石炭火力発電所の段階的廃止

●気候関連財務情報開示の改善
◦TCFD勧告への支援表明
◦TCFD勧告の実施コミットメント
◦金融安定化理事会のガイドラインへのTCFD勧告組み込み

要請
◦国際規格へのTCFD勧告組み込み要請
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フォーラム注12）も「Natural Climate Solutions Alliance」注13）を
立ち上げており、企業セクターも急速にこの分野に力を入れよ
うとしている。

こうした関心の高まりを受け、公式サイドイベントでは
NBSをタイトルに掲げたものが前年の2件から13件に急増し
たが（表４）、それ以上に象徴的なのが国際排出量取引協会

（IETA）によるNCS（Natural Climate Solutions）注14）市
場の発足である。発起メンバーにシェルやBP、シェブロン等
石油メジャーとアメリカの植林団体が並び、アドバイザーに
コンサベーションインターナショナル（CI）やネイチャーコン
サーバンシー（TNC）等アメリカの大手自然保護NGOを迎え
たこの新イニシアティブは、森林や湿地の保全、気候フレンド
リー農業で創出される炭素クレジットのための国際市場形成
を目指している。その発足記念イベントには石油会社もパネリ
ストとして並び、森林由来クレジット等NCSを任意市場のみ
ならず義務市場でも使えるものにしていきたいとその狙いを
語っている。

この自然に由来する排出削減を企業の排出オフセットに
使用することには無論根強い反対がある。そもそも単純なオ
フセットでは大気中のGHGは減らず、焼失や違法伐採により
森林が創出したクレジットは帳消しになるリスクも高い。筆
者は森林由来クレジットとして条約で正規に認められている
REDD＋注15）の方法論開発に携わったが、その経験からして
もNCSにはまだかなりの課題があると感じる。事実、この発足 
イベントではNGOの抗議活動も行われた。それら問題点や 

リスクがありながらもNCSへの期待が高まっているのはな
ぜか。一つには、条約の対象ではない国際線旅客機に2020
年以降の排出量増加分オフセットを義務付けるスキーム

（CORSIA）が決まり、オフセット需要が高まっていることが
あるが、それ以上に大きいのはGHG排出ネットゼロを公約と
して掲げる企業が増えてきたことにある。純粋にゼロではなく

「ネットゼロ」としているのは、自社での削減努力をいくら徹底
しても決して排出をゼロにはできないからであり、残った排出量

（unabated emission）はオフセットに頼らざるをえない。こ
うした宣言を出している企業はサステナビリティ課題全般につ
いて先進的取り組みを進めていることが多く、気候変動以外の
社会環境課題にも貢献するNBSやNCSのオフセット以外のメ
リットも価値がある。つまり自然ベース解決策は「サステナビリ
ティ＆ネットゼロ競争」を勝ち抜く有力なツールなのだ。

国際炭素市場を巡る第6条が今回のCOPで決着しなかっ
たことは、この民間の取り組みにとっても不安材料であり、
IETAはじめオフセット事業に関わろうとしている民間セク
ターも落胆している。だが、民間任意市場における取引動向
を長年モニターしている団体の最新報告では、NCSに分類さ
れる取引が飛躍的に伸びており（次頁表５）、この勢いは止ま
らないであろう。6条の成立によらず民間は自身のコミットメン
トを達成すべく、自然の力を利用した削減対策へと進んでい
るのである。

Nature-Based Solutions: Integrating Coastal Ecosystems in 2020 NDCs

Nature-based solutions and Global Climate Action - strengthening synergies beyond 2020

Climate Goals: the contribution of SMEs and Nature Based solutions.

Peatlands as a NBS, accelerating action and impact through MEA collaboration and synergy

Nature-based adaptation to climate change in cities

Nature Based Solutions for Negative Emissions, Global Tree Potential and Landscape Restoration

Natural Climate Solutions for Chile and the role of forests.

Ocean Frontiers: Addressing Global Climate Challenges through Nature-based Solutions

Contributions of Nature-Based Solutions to achieving Ghana's NDC

Global Collaborations of Nature Based Solution Demonstration and Knowledge Exchange for the future

Averting the climate and biodiversity crises: natural solutions pivotal in delivering NDC ambitions

Nature-Based Solutions on the ground (SDG15): UN support to people and landscapes

Nature-based Solutions-Mangrove Conservation and Zero Deforestation Agricultural Production as Cases

【表４】Nature-Basedをタイトルに掲げた公式サイドイベント
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競争力としてのネットゼロ
最後にCOP期間中にグリーン・ディールを発表し、2050年

ネットゼロ目標も採択したEUについて触れたい。気候変動政
策重視を予てから明言していたフォン・デア・ライエン氏は、新
欧州委員長に就任するや否や欧州グリーン・ディールを発表し
たが、この発表の翌日のEUパビリオンはあたかも「EU決起集
会」の様相を帯びていた（図3）。

欧州委員会執行副委員長でグリーン・ディール政策の総責
任者であるフランス・ティーマーマンス氏が現れ、会場を埋め尽
くした参加者を前に、「グリーン・ディールはあらゆる努力を全
員に呼びかけるロードマップであり、EUの成長戦略である」と
熱弁を奮ったのである。「社会の9割は気候危機の緊急性を分
かっており、民間セクターのパラダイムシフトも大企業を中心
に進んでいる。だが、明日の事しか考える余裕が無い中小企業
もこのロードマップを共に歩めるよう、何をすべきか提示しなけ
ればいけない」と、社会全体を変える産業政策であることも強
調した。しかしそこにみられたのは環境のために経済を犠牲に
するといった悲壮感では全く無い。グリーン・ディール発表後に
EUパビリオンで開かれた他のイベントでも聞かれたことだが、
EUに新たな経済競争力がもたらされるとの期待に満ちた発言
が多く、高揚感さえ感じたのである。

この高揚感があるのは行政や産業界だけではない。EUの
持続可能な金融プログラムの柱として打ち出したEUタクソノ
ミー注16）は世界に波紋を広げ、投資大国アメリカでさえこの動
きに反応している。その状況に欧州の運用機関はアメリカの
金融界が初めてEUに揺さぶられていると語り、欧州が世界の
主導権を取り返しつつあるという自負をにじませたのである。
EUにとって気候変動政策は、千載一遇のチャンスと言っても
過言ではないだろう。

本稿が皆さんの手に届くころにはグリーン・ディールの詳細
を記した産業戦略がEUから発表されているはずである。EU 
タクソノミーを発表した時と同様に、現実性に対する批判や 
懐疑的な声も上がっているかもしれない。しかし、EUは「今」を

（出典：Ecosystem Marketplace「Financing emissions reductions of future：State of the voluntary carbon markets 
2019」）

【表５】プロジェクトカテゴリー別任意カーボンオフセット取引状況

【図3】ティーマーマンス副委員長登壇イベント会場。開始30分前にもかかわら
ず、会場は立錐の余地もないぐらい人が押しかけ、中に入れない人も
多数いた
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語っているのではなく、2050年の社会を描こうとしているので
ある。言い換えれば、グリーン・ディールもタクソノミーもこれ
から訪れる低炭素・脱炭素社会のニーズに対応したビジネス
は何かを示す羅針盤なのである。日本企業も2050年に向けた
移行には否応なしに巻き込まれていく以上、ビジネスモデルを
どう変容させていくかは全員に課されている宿題である。この
宿題の答えのヒントをEUの産業政策からぜひつかみ取ってい
ただきたい。

以上

（出典の記載のない図表については筆者作成）

注）

1)温室効果ガスの排出権のこと。温室効果ガスの削減目標達成のための補完
的しくみ。他国や他社の温室効果ガス排出枠を購入し、自国、自社の排出枠
を超えた分を補完する

2)企業に対して、Science Based Targetという科学的な知見に整合した温
室効果ガス削減目標の設定を推奨するイニシアティブ。現在までにSBTをコ
ミットした企業は約800社となる

3)機関投資家らによるイニシアティブ。署名した機関投資家は、投資の意思決
定にESGを考慮することなどが求められる。現在2,500以上の機関投資家が
署名している

4)炭素税や排出権取引などに代表される、CO₂排出量削減のためのしくみ
5)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のこと。

2017年6月、TCFDは企業や機関投資家に対して気候変動関連のリスク・ 
機会を評価、開示することなどを提言する報告書を公表した

6)サプライチェーンの温室効果ガス排出量を報告する際に使用される基準。 
スコープ3は、スコープ1（直接排出量）、スコープ2（エネルギー起源排出量）
以外の間接排出量

7)＜https://carbonaccountingfinancials.com/＞（最終アクセス2020年2
月27日）

8)国連が開催する、気候に関する野心的な行動を実現するための世界のリー
ダーのための会議

9)Compendium of Contributions Natural Based Solutions 
＜https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29988/
Compendium_NBS.pdf＞（最終アクセス2020年2月27日）

10)持続可能な社会を目指すグローバル企業のCEOらによる組織（200社、合計
収益8.5兆米ドル以上）

11)＜https://www.wbcsd.org/Programs/Climate-and-Energy/
Climate/Natural-Climate-Solutions/Resources/Natural-climate-
solutions-the-business-perspective＞（最終アクセス2020年2月27日）

12)世界で顕在化する課題をグローバルで改善するために、政治、企業などの
リーダーが参加する国際組織

13)＜https://www.weforum.org/natural-climate-solutions-alliance＞
（最終アクセス2020年2月27日）

14)NCSは排出オフセットや排出クレジット形成につながる気候変動の緩和活動
を主眼としており、NBSの一部である。Ecosystem Marketplace 「State 
of the voluntary carbon markets 2019」参照

15)Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation 
AND the role of conservation, sustainable management of 
forests and enhancement of forest carbon stocks in developing 
countries（途上国における森林減少・森林劣化に由来する排出の抑制、並
びに森林保全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄積の増強）  

16)サステナブルな事業活動を分類、定義したもの。EUのサステナブルファイナ
ンスを推進する主軸の一つであり、2019年6月に公表された「EUグリーンボ
ンド基準案」の4原則にも“EUタクソノミーへの適合”が明記されている
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ビジネスと人権に関するNAP

要旨
▪本稿では、ビジネスと人権に関する日本の国別行動計画（NAP）策定に向けたこれまでの議論の経過とNAP原案などか
ら、今後想定される企業への影響について解説する。

▪NAP原案ではこれまでの企業の人権取り組みを根本的に変革するような新たな仕組みは提示されていない。
▪企業の情報開示の義務化については言及されていない。しかし、既に欧州などで法制化が進んでおり、日本でも義務化
を主張する声もあるため、開示を前提とした準備を日本企業も進めるべきであろう。

▪また、人権デュー・ディリジェンス義務化の見通しはないが、情報開示の義務化に備えるとともに、投資家の評価を求める
のであれば、国際的な規範・ルールに即した体制、特に人権影響評価を進める体制構築を行うべきである。

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

て ら だ

田 祐
ゆ う

企業に求められる
人権取り組み
～ビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）策定の影響～

１ 国別行動計画（NAP）は
企業の人権取り組みに影響を与えるか

2011年に国連「ビジネスと人権に関する指導原則」注1）が策定
された。これにより、企業は自社のみでなく、サプライヤーなどの
取引先における人権リスクの管理も企業の責任とするのが常識
となった。以降、グローバルな事業展開を行う企業は、バリュー
チェーン全体における人権取り組みを進めている。

日本政府は2016年11月にビジネスと人権に関する国別行動
計画（National Action Plan、以下、「NAP」）を策定すること
を宣言した。2018年から策定プロセスをスタートし、2019年に
は作業部会・諮問委員会を組織して具体的なドラフト作成を
行っている。本稿作成時点（2020年2月）では、第一ドラフトが作
成されており、2020年6月をめどに最終版が公表される予定で
ある。

このように日本でもNAP策定への動きは着実に動き出して
おり、サプライチェーンに対する企業の人権取り組みについて、
ますます厳しい目が向けられることは必至である。特に人権 

リスク対応が遅れている企業にとっては今後大きなリスクとなる
だろう。

本稿ではNAP策定の国際的な動向を踏まえつつ、NAP策定に
おけるこれまでの議論を振り返り、今後想定される企業への影響
について考える。その際、作業部会が重要なテーマとしている中
で、特に企業の取り組みに直接的に関係する、①企業情報の開
示、②人権デュー・ディリジェンス注2）（以下、「人権DD」）、③公共
調達について注目する。

２ NAP策定の国際動向

NAPは国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を各国がどの
ように運用・実施していくかに関する政策文書である。国連は各
国のNAP策定を期待しており、2013年のイギリスを皮切りに、米
国、ドイツ、フランスなどが既にNAPを策定している。また、2019
年10月にタイがアジアで初となるNAPを公表した。既にNAPを
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ベースラインスタディ（現状把握調査）

作業部会を経てドラフト策定、諮問委員会の審議

パブリックコメント

NAPの策定

2018年3～12月

2019年4月～

2020年2月

2020年6月（予定）

国名 NAPの特徴 NAPを踏まえた法制化

イギリス
＊2013年策定、

2016年改訂

◦指導原則に沿って、既存の法的枠組みと政府のコミットメントを提示
◦企業のレポーティング、ベンチマーキング、透明性に関する自主的な

努力をさらに進展させる施策として、透明性向上に資するガイダン
スや海外におけるビジネスリスクに関するサービスを提供

◦多様なステークホルダーと連携して、人権リスクに関する情報提供
や救済に対応する在外公館の機能を強化

現代奴隷法（2015年制定）
英国に拠点を置く一定規模以上の企業に対し、自社の事業
活動およびサプライチェーンにおける奴隷労働と人身取引
の根絶のための取り組みに関する情報開示を義務化

フランス
＊2017年策定

◦国際機関、EUの枠組みを重視して、指導原則の3本柱（国家の人権
保護、企業の人権尊重、救済）に沿った各項目につき、現在の措置と
将来の計画を提示

◦策定プロセスにおけるステークホルダーの合意を重視し、合意がな
いものは付属資料として取り扱い

企業注意義務法（2017年制定）
フランスで一定以上の従業員を雇用する大企業に対し、自
社ならびに自社の支配下にある企業および下請け企業、サ
プライヤーの行動により生じる人権や環境への負のインパク
トを特定するとともに、予防することを義務化。対象企業は、
その実施計画を策定し、毎年報告することが求められる

ドイツ
＊2016年策定

◦指導原則に即して、現状評価等を踏まえ、現在の措置と将来の計画
を提示

◦ドイツに拠点を置く従業員500人以上の全企業（約6,000社）に対して
人権DDの自主的な実施と報告を期待。2020年までに対象企業の
半数が実施・報告していなかった場合、人権DDの法的義務化を検
討することを予告

◦企業が人権DDを実施する能力を高めるため、政府の相談窓口や
ポータルサイトなどを整備。さらに、サプライチェーンにおけるハイリ
スク分野や地域を特定・研究し、業界団体等と連携して、分野別の
指針や好事例を提示予定

人権DDの法的義務化について検討中

策定した国は23ヵ国あり、22ヵ国が現在策定中（2020年2月15日
現在）1）となっている。うち、イギリス（現代奴隷法）、フランス（企
業注意義務法）では、人権DDに関する情報開示などを義務化し
ているほか、ドイツも今後の企業の人権DDの実施率によって義
務化を検討するとしている（表１）。

３ 日本におけるNAP策定の経緯

⑴これまでの経緯と今後のスケジュール

日本も2016年にNAPの策定を行うことを公表し、2018年には
SDGsアクションプランなど主要な国家戦略にNAP策定を盛り
込むとともに、策定までのプロセスをスタートした（主な動きおよ
びNAP策定までのプロセスは図1および次頁表２を参照）。

（日本経済団体連合会「人権を尊重する経営の推進と我が国の行動計画（NAP）に対する意見」2）を参考にMS&ADインターリスク総研作成）

【図１】日本のNAP策定プロセス　　　　　　　　（外務省ウェブサイト3）を参考にMS&ADインターリスク総研作成）

【表１】主要国のNAPの特徴と法制化への動き
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ビジネスと人権に関するNAP

主管の外務省により、2018年3月から8月にかけて、ベースライン
スタディ（現状把握調査）を実施し、企業活動における人権保護
に関する法制度や施策等の現状を整理するとともに、ステークホ
ルダーとの意見交換会を実施し、結果が2018年12月外務省によ
り公表された。

2019年4月には作業部会と諮問委員会が設置された。「作業部
会」は多様なステークホルダーを構成員としNAPに向けた意見
交換を行い、「諮問委員会」は有識者で構成され関係省庁連絡会
議（局長級）の要請に応じて、作業部会で協議された事項等の審
議を行っている。最終的な意思決定は関係省庁連絡会議が行う。

政府は2020年2月4日の第2回諮問委員会でNAP原案を審議
し、2月17日～3月17日のパブリックコメントを経て2020年6月をめ
どに公表する予定としている。

•グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
•日本経済団体連合会
•日本弁護士連合会
•日本労働組合総連合会
•中小企業家同友会全国協議会
•第一生命保険
•国際労働機関駐日事務所
•ビジネスと人権NAP市民社会プラットフォーム

2011年 世界 第17回国連人権理事会にて「ビジネスと人権に関する指導原則」を採択

2014年 世界 第26回国連人権理事会決議において、政府による指導原則の履行手段の一つとして、国別行動計画の策定を各国に奨励

2015年 世界 G7エルマウ・サミットにおける首脳宣言に、指導原則を強く支持し、また国別行動計画を策定する努力を歓迎する旨の文言を記載

2016年 日本 日本が、ビジネスと人権に関する国別行動計画を作成する旨を、ビジネスと人権フォーラムにおける政府のステートメントおよび持続
可能な開発目標（SDGs）実施指針付表において公表

2017年 世界 G20ハンブルグ首脳宣言に、日本を含むG20各国が、「ビジネスと人権に関する国別行動計画」等政策的な枠組みを構築することを記載

2018年 日本

◦6月に行われたSDGs推進本部の第5回会合で決定された「拡大版SDGsアクションプラン2018」および12月に行われた第6回会合
で決定された「SDGsアクションプラン2019」に、国別行動計画の策定を記載

◦6月に閣議決定された「未来投資戦略2018「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革」に、企業行動の原則としての人権の尊重に
関わる国別行動計画の策定を明記

◦3月から政府主導にてベースラインスタディを実施し、12月に結果を報告書として公表

2019年 日本

◦4月、作業部会と諮問委員会を設置
＊作業部会5回（4月、7月、10月、11月、12月）と諮問会議1回（6月）を開催

◦7月、作業部会・諮問委員会の意見を踏まえ、優先分野五つと重点的に検討する必要がある14の事項を特定した「ビジネスと人権に
関する我が国の行動計画（NAP）の策定に向けて」を公表

◦11月11日、経済団体連合会が「人権を尊重する経営の推進と我が国行動計画（NAP）に対する意見」を公表
◦11月21日、作業部会構成員がNAPに反映されることを希望する内容を「要請書」として公表

2020年 日本
◦2月4日、諮問委員会にて作業部会が作成した第一ドラフトを審議
◦2月17日〜3月17日、パブリックコメント
◦6月、パブリックコメントを経て、NAP公表（予定）

 （外務省ウェブサイト4）を参考にMS&ADインターリスク総研作成）

（出典：外務省「ビジネスと人権に関するベースラインスタディ報告書（概要版）」5））

テーマ ステークホルダー
◦公共調達
◦法の下の平等（障がい者、LGBT、

女性）
◦労働（児童、外国人労働者（外国

人技能実習生を含む））
◦救済へのアクセス
◦我が国における国際約束（投資

協定等）
◦サプライチェーン
◦中小企業

◦グローバル・コンパクト・ネット
ワーク・ジャパン注3）

◦日本経済団体連合会
◦日本弁護士連合会
◦日本労働組合総連合会
◦ビジネスと人権NAP市民社会 

プラットフォーム注4）

【表３】ベースラインスタディの意見交換会

【表２】日本の国別行動計画の策定プロセスに至る主な動き（「世界」・「日本」の動向）

【表４】作業部会メンバー

（外務省ウェブサイト6）を参考にMS&ADインターリスク総研作成）

⑵ベースラインスタディの実施

ベースラインスタディは、①関係府省庁間における机上調査
と、②ステークホルダーとの意見交換を通じて行われた。特に、②
では経済団体、労働組合、市民団体の代表などと、10回の意見交
換会を通じて七つのテーマが議論された（表３）。

⑶優先分野の決定

ベースラインスタディの結果を踏まえ、作業部会（構成員は表４
のとおり）の意見交換、諮問委員会の審議を経て公表されたのが
次頁表５の課題および優先分野である。
「理解促進・意識向上」がア～ウ、エで企業の人権尊重を 
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促進する仕組みの整備とうたっており、主な論点は以下の三つ
としている。

①国内外のサプライチェーンにおける取り組み
②指導原則に基づく人権DDの促進
③中小企業における「ビジネスと人権」への取り組みに対する

政府による支援

⑷作業部会による「要請書」の提示

2019年11月の第4回作業部会にて「要請書」が提示された。これ
は、ステークホルダー構成員の意見を整理し外務省に提示した
ものであり、要請書中の「共通要請事項」は各ステークホルダー
の意見の一致する最低ラインを示している。詳細はテーマごとに
後ほど述べる。

⑸「ビジネスと人権」に関する行動計画
原案（2020-2025）の策定

2020年2月4日の諮問会議を経て、「ビジネスと人権」に関する
行動計画原案（以下、「NAP原案」）8）が公表され、パブリックコ
メント（2020年2月17日～3月17日）が始まっている。以下では、
要請書の中で重要なテーマとされた事項の中で、特に企業の 
取り組みに直接的に関係する、①企業情報の開示、②人権DD、
③公共調達についてその議論の内容と企業への影響について
考える。

４ 「企業情報の開示」に関する議論と
企業への影響

⑴NAP原案の記載

情報開示については、「人権を尊重する企業の責任を促すため
の政府による取り組み」の中の「指導原則に基づく人権DDの促
進」に関する「具体的な措置」として、次の点が示されている。

・業界団体等を通じた、企業に対する行動計画の周知、人権DD
に関する啓発

・OECD多国籍企業行動指針注5）の周知の継続
・海外進出日本企業に対する、行動計画の周知、人権DDに関す

る啓発
・価値協創ガイダンス注6）の普及
・女性活躍推進法の着実な実施（自社の女性の活躍に関する

情報の公表を行うことが義務付けされている。）
・環境報告ガイドライン注7）に即した情報開示の促進
・海外における国際機関の活動への支援

「環境報告ガイドラインに即した情報開示の促進」については
人権DD情報開示の新たなガイドライン作成を示唆しているが、
その内容については必ずしも明確な記述がない。また英国現代
奴隷法のような情報開示の義務化には一切言及がない。

⑵要請書における議論

作業部会で一致した事項として、次のような情報開示の施策を
挙げている。
・情報開示に関するガイダンス策定（価値協創ガイダンスとの結

びつきも明確化する）
・相談窓口の設置
・ポータルサイトの設置
・指針や好事例の提供

要請書の議論では「ガイダンス策定」とあるが、NAP原案では
新たなガイダンス策定を示唆しているものの、どのような内容の
ものか必ずしも明確には確認できない。

また、「情報開示の義務化については、その妥当性や是非も含
めて継続的検討事項とし、当該検討にあたっては企業規模を考
慮する。」としている。これについては特に作業部会メンバーであ
る日本経済団体連合会（以下、「経団連」）の意見による影響が
大きい。一方、市民社会プラットフォームや日本弁護士連合会 

（以下、「日弁連」）は義務化を要求している。

「ビジネスと人権」の分野における主な課題 我が国の行動計画における全体的な優先分野

ア　政府、政府関連機関および地方公共団体の「ビジネスと人権」に関す
る意識・理解

イ　企業の「ビジネスと人権」に関する意識・理解
ウ　社会全体の人権に関する意識・理解
エ　国内外のサプライチェーンにおける人権課題への対応
オ　救済メカニズムの活用
＊特にリスクの高い特定分野・事項がある場合には、これら以外に取り上

げることを排除しない

ア　政府、政府関連機関および地方公共団体の「ビジネスと人権」に対す
る理解促進と意識向上

イ　企業の「ビジネスと人権」に対する理解促進と意識向上
ウ　社会全体の人権に関する理解促進と意識向上
エ　国内外のサプライチェーンにおける企業の人権尊重を促進する仕組

みの整備
オ　救済メカニズムの整備および改善
＊特に、グローバルな経済活動に伴う課題等に焦点を当てることを想定

（関係府省庁連絡会議「ビジネスと人権に関する我が国の行動計画（NAP）の策定に向けて」7）を参考にMS&ADインターリスク総研作成）

【表５】「ビジネスと人権」の課題および優先分野



RMFOCUS Vol.73 〈2020 Spring〉　20

経団連は、2019年11月11日、「人権を尊重する経営の推進と我
が国行動計画（NAP）に対する意見」（以下、「NAPに対する意
見」）を公表しており、その中で開示に慎重な理由を以下のとおり
説明している。
・拙速な義務化は、形式主義に陥るリスクがあるほか、企業負

担増大への懸念と人権DDに関する認知度が低いことから、
適切ではない

・情報開示は、各企業の自主的な取り組みにより促進すべき

その根拠として、会員企業向けに実施したアンケート（2018年
11月～2019年1月）に言及し、「指導原則に即した取り組みを進
めている企業の間でも「直ちに情報開示を義務化すべき」とす
る回答は3.8％にとどまっていると説明している。ちなみに同アン
ケートで、「指導原則」に合致しているかはさておき、「外部へ取
り組みを公表している」と回答した企業は34％となっている。一
方、同アンケート結果では、37.9％が「将来的には義務化すべき
であるが、現段階では義務化は適当ではない」としている。

⑶想定される企業への影響

以上のように、企業の情報開示については当面は自主的な取
り組みを主体とすることになるであろう。一方で経団連のアン
ケート結果でも、4割もの企業が「開示義務化」の必要性を認識し
ている。また、市民団体（市民社会プラットフォーム）や日弁連な
ど人権の専門家は義務化を求めている。したがって、ドイツが開
示を自主的な取り組みに委ねた結果、進捗がみられず開示義務
化が検討されているように、日本でも同様の状況が続けば一定
規模以上の企業については、開示義務化へ舵をとる可能性も十
分に考えられる。

以上から、上場企業など一定規模以上の企業は現時点から開
示義務化を想定して準備を進めたほうが良いだろう。既に現代英
国奴隷法などに対応している企業、ESG投資を意識して人権取
り組みの情報開示を推進している企業は開示項目について基本
的な体制はできているため、承認手続きを除いては大きな企業負
担が生じるとは考えがたい。NAPに対する意見には形式主義に
ついてのコメントがあるが、英国現代奴隷法が当初開示項目につ
いて自主性に委ねていたがその記載について具体的な項目を明
確化した経緯をみると、自主性に委ねると“良いとこ取り”を誘発
しかねないため、最初は形式的であっても情報発信を促進するほ
うが良いという面もある。

５ 「人権DD」に関する議論と企業への影響

⑴NAP原案の記載

企業が人権DDを実施する責任についても、基本は上記の情報
開示と同様の施策が記載されているのみで、人権DDの義務化に
は一切言及がない。

一方で、第3章に「政府から企業への期待表明」として、「日本
企業が（中略）人権DDのプロセスを導入することを期待する。」
という、政府のメッセージが記載されている。

⑵要請書における議論

作業部会で一致した事項として、次のような人権DDの施策を
挙げている。
・人権DDに関する実用的かつ実行可能なガイドライン策定、そ

の利用促進のためのツール策定
・取り組み事例を収集し、その普及のための措置の実施（ステー

クホルダーとの協働で労働環境の改善や社会課題への取り組
みを行う事例を含む）

・相談窓口の設定、専門家紹介などの支援

ここでも人権DDの義務化という議論はないが、投資家の立場
の作業部会員からは、人権DDの実施を求める声がある。一方、
経団連は経営トップのリーダーシップにより、自主的に取り組む
べきという意見を示している。

経団連は、NAPに対する意見の中で次のとおり説明している。
既述のアンケート結果で、指導原則に即して人権DDに取り組ん
でいる企業は回答企業の3割程度であり、まだ割合は低く、特に
売上高が100億円未満の企業では、7割以上が、指導原則の内容
を知らないと回答している。そのため、基礎知識などについて広く
周知を図り、認識を共有することが先決としている。

また、要請書で触れられていた人権DDに関する実用的かつ 
実行可能なガイドラインを策定するという記述はNAP原案には
ない。

⑶想定される企業への影響

以上のように、企業の人権DD実施については基本的に自主的
な取り組みに委ねられると思われる。一方、投資家は実施の有無
やその内容について、既に企業に対して厳しい目を向けている。

以上から、上場企業など一定規模以上の企業は現時点から
「指導原則」に即した人権DDの体制を整備していくべきと考
える。既述の経団連アンケートを見ると、企業が人権に与える

ビジネスと人権に関するNAP
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影響（人権リスク）を特定（実施：31％）、特定したリスクの影響度
分析・評価（実施：24％）など、人権影響評価についてまだ実施し
ている企業が少ないため、まず評価の実施を適切に行うことが 
課題である。要請書では以下のような文書が参考事例として示さ
れており、これらが参考となる。
・（国際機関）国連指導原則、ILO多国籍企業宣言、OECD多国

籍企業行動指針、責任ある企業行動に関するOECD DDガイ
ダンス、2016年ILO総会決議「グローバル・サプライチェーンに 
おけるディーセント・ワークに関する結論」

・（日本）経団連企業行動憲章、中小企業憲章、日弁連人権DD
のためのガイダンス

６ 「公共調達」に関する議論と企業への影響

⑴NAP原案の記載

公共調達については、「人権を保護する国家の義務に関する取
り組み」で「公共調達」の「具体的な措置」として、次のような側面
的な支援が示されている。
・苦情処理手続きを含めた「ビジネスと人権」に関連し得る調達 

ルールの徹底（障害者優先調達推進法に基づく取り組み、
女性活躍推進法第20条に基づく公共調達に関する取り組み、
暴力団排除に関する取り組み）

⑵要請書における議論

作業部会で一致した事項として、次のような情報開示の施策を
挙げている。
・既存の女性活躍推進やワーク・ライフ・バランスの取り組みを

促進する加点評価の仕組みに加え、人権を尊重する取り組み
についても加点対象とすることを検討

・既存の公共調達に関する苦情処理体制について、人権につい
て負の影響を受ける人々が実効的な救済にアクセスできるよう
にする観点から手続きを改善

・地方自治体の公共調達においても、上記政策の趣旨に沿った
取り組みがなされるよう、必要な支援を実施

経団連は人権尊重の取り組みに対する加点評価、認証による
調達からの排除といった画一的仕組みの回避を主張している。一
方、日弁連は、入札参加資格、評価基準、契約実施条件など様々
な局面で人権侵害のリスクの高さに応じた人権基準の組み入れ
を求めており、意見が分かれている。要請書では経団連の意向を
踏まえて、加点評価という結論に落ち着いている。

また、要請書では、「既存の女性活躍推進やワーク・ライフ・ 
バランスの取り組みを促進する加点評価の仕組みに加え、人
権を尊重する取り組みについても加点対象」としている。一方、
NAP原案では、障害者、女性、ワーク・ライフ・バランスの法制度
など既存の仕組みを超えた、サプライチェーンの人権取り組みに
関する新たな人権評価の仕組みを導入するのかが明確でない。

⑶想定される企業への影響

以上のように、具体的に「どのように人権取り組みを評価に反
映するか」については、明確な方向性は分からない。経団連は加
点制度の導入を提示しているが、日弁連は人権や環境配慮に関
する基準を求めている。

なお、米国改正連邦調達規則、2014年EU公共調達指令、そし
て日本の「持続可能性に配慮した調達コード」注8）の調達基準を
見ると、基本的には、人権を含むサステナビリティにネガティブ
な影響を与える事項（例：強制労働・児童労働への関与）につい
ては、要求事項・禁止事項として企業に遵守義務を求めている。 
これを満たせない場合、入札から排除され、また満たしていない
と後日判明した場合には改善措置の要求や契約解除が行われ
る。応札者にはこれらのリスクが生じないよう、リスク分析・評価
などの取り組みを計画・実行することが求められる。

また、評価プロセスにおいて、環境や社会への影響も加味して
総合評価する考え方もある。2014年EU公共調達指令は、調達プ
ロセスに環境や社会への配慮の組み込みがなされ、調達におけ
るコストを購入価格だけでなく環境や社会的影響なども含めて
評価するための新しい考え方「ライフサイクル・コスティング」を示
している。現段階では確固とした手法が定義されているわけでは
ないが、調達対象の総合的な価値をベースに評価を行うことにな
る。日本の自治体の入札でも既に「総合評価方式」が導入されて
おり、そこでは技術的能力や地域貢献実績など、価格以外のいく
つかの要素を総合的に評価している。

NAPの策定を受けて、「総合評価」の項目として、人権DDの実
施有無など、新たな項目が追加される可能性はある。

以上から、企業としては現時点から「指導原則」に即した人権
DDの体制を整備するなど、既存の枠組みを超えた人権取り組み
を進めるべきと考える。公共調達の人権に関する条件がどのよう
になるかは現時点では不明であるが、これまでみた国際的な潮
流を踏まえれば、「より包括的に人権尊重を行う新たな制度の導
入」に向けて段階的に進んでいくことを想定すべきである。公共
調達において選ばれるためにも、企業は人権取り組みを実施し、
この根拠を文書等で提示することが求められる場合に備える必
要がある。
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注）

1）国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
すべての国と企業が尊重すべきグローバル基準で、2011年に国連で承認され
た。法的拘束力はないものの、多くの政府・企業がここに規定された内容を原則
として行動している

２）人権デュー・ディリジェンス
人権への影響を考量評価し、その結論を取り入れ実行し、反応を追跡検証し、 
また対処策について公表するという一連の取り組みを指す

3）グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
国連グローバル・コンパクト（UNGC）は、1999年の世界経済フォーラム（ダボス
会議）の席上でコフィー・アナン国連事務総長（当時）が提唱したイニシアチブ。
企業を中心とした様々な団体が、責任ある創造的なリーダーシップを発揮する
ことによって社会の良き一員として行動し、持続可能な成長を実現するための
世界的な枠組みである。グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンは、2003
年12月に日本におけるローカルネットワークとして発足した。加入企業・団体の
力をより結集し、持続可能な社会の実現に向けてテーマごとの分科会など積極
的に活動を行っている

4）ビジネスと人権NAP市民社会プラットフォーム
NAPに市民社会の立場からエンゲージ（参画、協議）していくことを目指す市民
社会組織により構成されたネットワーク。ヒューライツ大阪、アムネスティ・イン
ターナショナル日本など、15の市民団体により構成されている（2020年2月17日
現在）。https://www.bhr-nap-cspf.org/about-us/sanka/

5）OECD多国籍企業行動指針
多国籍企業に対して期待される責任ある行動を自主的にとるよう勧告するた
めの指針。世界経済の発展や企業行動の変化などの実情に合わせ、これまで5
回（1979年、1984年、1991年、2000年、2011年）改訂されている。法的な拘束力は
ないが、一般方針、情報開示、人権、雇用及び労使関係、環境、贈賄・贈賄要求・
金品の強要の防止、消費者利益、科学及び技術、競争、納税等、幅広い分野にお
ける責任ある企業行動に関する原則と基準を定めている

6）価値協創ガイダンス
2017年5月に経済産業省が公表した「価値協創のための統合的開示・対話ガイ
ダンスーESG・非財務情報と無形資産投資ー」のこと。企業の情報開示や対話
を通じ、企業と投資家がお互いに理解を深め、持続的な価値協創に向けた行動
の促進を目的としている

7）環境報告ガイドライン
環境省が作成した、環境報告を行う事業者が、必要な情報を網羅的に開示する
際の報告指針。最新版は「環境報告ガイドライン2018年版」である

8）持続可能性に配慮した調達コード
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が、東京2020大会を持続
可能性に配慮した大会とするため、調達活動のルールとして策定したもの。調
達コードでは、調達に関与する事業者に対し、法令遵守、環境問題や人権・労働
問題の防止、公正な事業慣行の推進等に関する基準を満たすよう求めている

７ NAP後を見据えて

現時点では、NAPがこれまでの企業の人権取り組みを根本的
に変革するような新たな仕組みを提示するまでには至っていな
い。しかし、その作成過程に関する文書が公開され、プロセスが
一定透明化されることで、意見の対立がどこで生じているかは明
確になっている。

企業の情報開示の義務化は既に欧州などで法制化が進んで
おり、日本でも義務化を主張する声もあるため、開示を前提とし
た準備を日本企業も進めるべきであろう。人権DD義務化の見
通しはないが、情報開示の義務化に備えるとともに、投資家の 
評価を求めるのであれば、国際的な規範・ルールに即した体制、
特に人権影響評価を進める体制構築を行うべきであると考える。
このような準備を進めておけば、公共調達のルールに人権基準
が導入された場合でも、対応に苦慮することはないであろう。

NAPは公表後5年ごとに見直されることとなっている（注： 
レビュー開始は公表から3年後）。今後の動向に注目したい。

以上

（本稿は、2020年2月時点での情報に基づき執筆したものです。）
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サイバーセキュリティ

要旨
▪本実証事業は、中小企業におけるサイバーセキュリティに対する意識向上を図るとともに、中小企業の実態に合った 

サイバーセキュリティ対策を検証、実現させていくことを目的とした。
▪UTM機器の無償配布（55社接続完了）を行い、中小企業のサイバー攻撃の実態を把握した。
▪コールセンター・駆けつけ隊の設置（コールセンターインバウンド6件、アウトバウンド9件、駆けつけ隊出動3件）、各種

セミナーやサイバー演習・アンケート等を実施し、中小企業の事後支援体制構築・意識向上取り組みを行った。
▪中小企業が加入しやすいサイバー保険のあり方として、セキュリティ製品・サービスへの商品付帯方式（共同保険方

式）が考えられ、国などが認証するセキュリティサービスに一律のサイバー保険が付帯されることで、中小企業にとっ
てわかりやすく安心感のある顧客本位の制度を実現することができる。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
新領域開発部 サイバーリスク室
上席コンサルタント　　　　　　槇

ま き

 健
け ん す け

介

サイバーセキュリティお助け隊
実証事業（愛知県）について

１ 実証事業の概要

IoT技術の進展等によりサイバー攻撃の脅威が高まっている
中、特に中小企業においてサイバーセキュリティに対する意識が
低く、対策が遅れているケースが見受けられる。サイバー攻撃は
あらゆる産業活動に潜み、サプライチェーンの構成員である中小
企業において、その対策の巧拙が経営を左右しかねない。このよ
うな状況を踏まえ、中小企業におけるサイバーセキュリティ意識
向上を図るとともに、中小企業の実態に合ったサイバーセキュリ
ティ対策を検証、実現させていくことを目的とし、経済産業省と 
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）の旗振りで本実証事業
が開始された。

MS&ADインターリスク総研は、本実証事業を愛知県で実施
することを受託し、愛知県に本社のある、中小企業基本法に定め
る中小企業者・小規模企業者を対象として参加企業200社程度
を集めた。

MS&ADインターリスク総研を主体に、NTTアドバンステ
クノロジ株式会社（据置型UTM注1）、コールセンター）、綜合
警備保障株式会社（クラウド型UTM、駆けつけ隊）、デロイト 

トーマツサイバー合同会社（サイバー演習）、三井住友海上火災
保険株式会社・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（サイ
バー保険の検討）ら各専門事業者と協業し、コンソーシアムを
形成して事業を実施した。

サイバーセキュリティ対策レベル別にカテゴリー分けをし、カテ
ゴリー（A.B.Cレベル）に応じて、セキュリティ体制構築支援や演
習等を実施した。具体的には、参加企業に対し、次頁表１記載の
スケジュールでサイバーセキュリティに関する以下の取り組みを
行った。

◦コールセンターや駆けつけ隊などの支援体制構築
◦サイバーセキュリティセミナーや演習などによる意識向上
◦UTM設置による実態把握
◦アンケートによる実証モニタリング
◦各種説明会の開催　等
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２ 事前アンケートによる実態把握

参加申し込みと並行して、事前アンケートにより参加する中小
企業の実態把握のため、IT化の状況（PC台数含む）、サイバーセ
キュリティ体制の現状把握（組織体制、文書など）、過去のサイ
バーセキュリティに関する事故発生状況、サイバー保険に関する
意識、UTM機器設置に関する情報等について調査を行った。

本アンケートにより判明したアンケート結果の概略は以下の 
とおりである。

◦７割以上の企業がサイバーセキュリティ体制の構築をしてい
ない状況

◦整備されている文書・規程としてポリシーが最も多かった
（28.0%）が、何も整備していない企業が過半数存在

◦最も被害が大きかったサイバーセキュリティに関する事故と
しては、マルウェアが挙げられた（3７.5%）

◦サイバー保険に加入済の企業は少なく（11.8%）、保険に加入
していない理由（複数選択可能）としては「保険があることを
知らなかった」という理由が最も多く（33.8％）、「保険料が高
い」という理由は最下位であった（13.8%）

３ UTM機器の配備等による中小企業の
実態把握結果

⑴UTM配備について

据置型UTMとクラウド型UTMの2種類を用意し、事前アン
ケートの回答結果に従って手配を進めた。

NTTアドバンステクノロジ株式会社において、据置型UTM
「Sonic Wal l  TZ300」を手配し、綜合警備保障株式会社
（ALSOK）において、クラウド型UTM「MRB-Cloud」を手配し
た。それぞれ、ポートスキャン注2）攻撃やボットネット注3）通信を検
知し、URLフィルタリングやウイルスチェック機能を持つ。

当初の振り分け後、実際に導入するにあたり、「既にUTM導入
済みであることが判明」、「既存システム・ネットワークへの影響の
懸念」等により、UTM導入を断念するケースが発生した。

当初配備予定148社に対し、実証期間内に接続完了に至ったの
は55社であった（次頁表２）。

接続完了に至った企業の大半が電話支援・現地支援のいずれ
か、もしくは両方の支援を受けながら接続完了に至っており、「支
援なしで接続完了に至った企業」はわずか3社である。

【表1】実証事業のスケジュールと実施内容　（◎：利用可能、○：任意で利用可能、－：対象外）

【写真１】成果報告会

サイバーセキュリティ

実施内容

利用可能な
参加企業カテゴリー 実施スケジュール（2019年度）

A B C 7月 8月 9月 10月 11月
12月 1月

1 愛知県お助け隊専用コールセンター ◎ ◎ ○ 25日
2 駆けつけ隊によるサポート ◎ ◎ ○ 25日

3
UTM機器によるサイバー攻撃の検知

据置型UTM ◎ ◎ － 25日
クラウド型UTM ◎ ◎ － 25日

4 サイバー保険（UTM付帯）の付保 ◎ ◎ － 25日

5 セキュリティ体制構築支援
（B群・C群向け基礎セミナー） ○ ◎ ◎ 28日

29日

6
サイバー演習（A群向け） ◎ － － 24日

サイバー演習（B群向け） － ◎ － 23日
24日

7 サイバーセキュリティセミナー 兼
中間報告会 ◎ ◎ ◎ 16日

8 成果報告会 ◎ ◎ ◎ 15日
16日

サ
イ
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ー
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キ
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ィ
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⑵UTMで検知したデータ

①据置型UTM
本実証事業の期間中（2019年７月25日〜2020年1月31日）に、

据置型UTMを配備した企業において検知されたデータについて
表３に示す。

ポートスキャンによる偵察行為（疑いを含む）が検知したアラー
ト全体の9割強を占めた。

ポートスキャンにより、企業のシステムで利用しているサービス
のバージョンやOSなどを特定された場合、そのサービスやOSの
脆弱性を突いた不正アクセス等に発展する恐れがある。最新の 
セキュリティパッチを適用することが経済合理性の観点からも中
小企業にとって有効なセキュリティ対策であると考えられる。

②クラウド型UTM
本実証事業の期間中に、クラウド型UTMを配備した企業に

おいて検知されたデータ（ポート注6）別のスキャン件数）について
表４に示す。

実証事業期間中に合計で130,621回の不正な通信を検知して
いる。中でも、TCP23番ポート(telnet)を使用した通信が最も多
く、次いでTCP22番ポート（ssh）、TCP80番ポート（http）、ICMP
の順となっている。

また、Webサイト閲覧時およびメール受信時のウイルスチェッ
クにおいて検知されたケースは8件発生している。

クラウド型UTMにおいて検知された外部から内部への不正通
信のすべてが偵察活動であった。なお、クラウド型UTMについて
は、UTMの基盤のグローバルIPの検知状況である。

クラウド型UTMではWeb通信については、Webサイトのカテ
ゴリーでアクセスをブロックするURLフィルタリングの他に、IP
アドレスをベースとしてブロックをするIPフィルタリングが存在す
る。表５に実証事業期間中に検知したIPフィルタリングによるブ
ロック件数を示す。

PhishingおよびScannersに区分されるIPアドレスへの通信
が他の区分よりも多く検知された。

No. ポート番号／プロトコル 検知件数
1 23/TCP 80,268
2 22/TCP 17,832
3 80/TCP 17,345
4 ICMP 15,176

合計 130,621

No 種別 検知件数

1 Phishing（フィッシング関連サーバー） 3,621,981

2 Scanners（ポートスキャン） 1,495,432
3 Windows Exploits（ウィンドウズの脆弱性） 57,632
4 Spam Sources（スパムメールの発信元） 13,123
5 Botnets（ボットネット） 3,701
6 Proxy（悪意ある中継サーバー） 1,921
7 Web Attacks（ウェブ攻撃） 0
8 Denial of Service（DoS攻撃） 0
9 Reputation（その他危険なサーバー） 0

10 Mobile Threats（悪意あるモバイル用サー
バー） 0

11 Tor Proxy（悪意あるデータ匿名化サーバー） 0

UTM 当初配備予定 接続完了
（実証終了時）

据置
型

48社

27社

（うち実証事業辞退 3社）
（うち設置支援を要した企業 36社）
（うちネットワーク構成等の問題により設置断念
した企業 8社）

（うち既設UTMが判明し設置断念した企業 3社）

クラウド
型

100社

28社

（うち実証事業辞退 7社）
（うち設置支援を要した企業 46社）
（うちネットワーク構成等の問題により設置断念
した企業 13社）

（うち既設UTMが判明し設置断念した企業 9社）

計

148社

55社

（うち実証事業辞退 10社）
（うち設置支援を要した企業 82社）
（うちネットワーク構成等の問題により設置断念
した企業 21社）

（うち既設UTMが判明し設置断念した企業 12社）

分類 攻撃種別 小計 合計

外部からの
不正アクセス検知
（防御含む）

DoS攻撃 601

18,140
IPSアラート注4） 72
ポートスキャン攻撃 14,478
ポートスキャン攻撃の可能性 2,989

内部からの
不正アクセス検知
（防御含む）

ポートスキャン攻撃 166 166

マルウェアの
検知＆無害化

スパイウェア 255
905

ウイルス 650
不正サイトへの
アクセスブロック ボットネット通信 89 89

異常通信ブロック フラグメンテーション攻撃注5） 1 1

【表2】UTM配備について
※下記は１社が複数に該当するケース（例：設置支援を実施し、既設UTMが判明

した結果、実証事業を辞退した企業）等が含まれる。
※「当初配備予定」の企業には、表２に記載以外の事由により設置を断念した

企業も含まれる。

【表3】据置型UTMで検知したデータ（接続完了した27社分合計）

【表5】IPフィルタリング検知状況

【表4】クラウド型UTMで検知したデータ（ポート別のスキャン件数）（接続完了した
28社分合計）
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⑶UTM手配に関する諸課題と解決策

本実証事業では当初予想していたよりも、導入に至るまでに課
題が多く、UTM設置を断念したケースが多く発生した。主に以下
のような原因があった。

◦機器の継ぎ足し等により不適切な構成となっている
◦1台のPCが有線と無線の両方に接続している
◦高所や壁面内に機器や配線が隠蔽されてあり状態を確認で

きない
◦担当者自身が構成を把握していない
◦担当者の認識していないUTMがすでに設置してあった
◦据置型UTMに関する前提知識がなく、UTM導入について

説明をしても、必要性を感じてもらえなかった

これらを踏まえ、本実証事業において判明したUTM導入に 
おける課題の解決策を以下のように整理した。

【中小企業側が備えるべき要件】
◦UTM設置担当者が自社のネットワーク構成を把握してい

ること（管理者用ID、パスワード含む）
◦ネットワークの基礎知識（社内LANの設定が自力でできる

レベル）を備えていること
◦セキュリティに関する基礎知識（UTMが持つ機能の概要

が理解できるレベル）を備えていること
◦新たなセキュリティ対策（UTM導入含む）のための社内承

認を得ること
◦自社のセキュリティ対策状況を把握していること（既設

UTMの有無の把握含む）
◦自社のネットワーク構成を正しく把握している特定の保守

ベンダーと契約していること（外部リソース）
◦追加でセキュリティ対策を導入できるネットワーク構成と

なっていること（変更できること）
◦ルーターの所在不明、設定変更が容易でない、等の物理

的環境要因をなくすこと
【手配側が備えるべき要件】
◦企業のネットワークに合わせてあらかじめ設定を施した

UTM機器および設置のための詳細な手順書
◦有識者によるオンサイト支援（現地設定支援）
◦電話サポート体制（平日9時〜1７時に限らない体制構築）
◦現地のネットワークベンダーとの連携
◦当該企業のネットワークにおける責任分界点の明確化
（障害発生時の責任の所在）

◦様々なネットワーク構成を持つ企業側にとって導入が容
易な機器・サービスの開発

◦複数の選択肢の提示
【実証事業においてはやむを得ない事情】
◦ネットワークの工事等のタイミングが合わなかった
◦担当者の異動によるもの
◦ 使用しているネットワークサービスの仕様によるもの 

（据置型、クラウド型とは仕様がアンマッチ）
◦企業側の希望によるもの（既設ネットワーク機器の設定変

更による既存システムへの影響を考慮）

４ コールセンターと駆けつけ隊

⑴コールセンター

中小企業から寄せられるサイバーセキュリティに関する困りご
と等の相談窓口として、コールセンターを設置した（表６）。UTM
がアラートを発した場合にアウトバウンドでコールする役目も
担った。

実証期間中にインバウンドで相談が寄せられたのは6件。主な
相談内容は「Windows updateの方法について」「Emotet注7）」
に感染した恐れがある」「怪しいソフトをインストールしてしまっ
た」などであった。

アウトバウンドでコールセンター側から対応したものは9件。
主な対応内容は「UTMがボットネット通信を検知した」「UTMが
ポートスキャン攻撃を検知した」などであった。コールセンターの
対応から駆けつけ対応に至ったケースは3件発生した。

コールセンターの活用は想定よりも少なかった一方で、何らか
のマルウェアや脆弱性がメディア等で話題になると、それに関す
る相談が一時的に集中した。情報が複数の組織に分散される場
合、組織間での情報連携は必須であり、緊急対応が必要な事案
であれば、さらにその重要度は増す。連携手段は電話、メール、 
システム等を併用しながら、相互に状況を確認し合うこと（プロア
クティブな行動）が円滑な連携を促進する。

また、対応側が複数の組織から構成される場合、些細な事や利
用企業の情報などで何気ない日ごろのコミュニケーションを図っ
ておくことも緊急時の連携をスムーズに行うためには重要なこと
である。

【表6】コールセンター概要

No 項目 内容
1 受付方法 電話およびメール

2 受付時間
（電話）平日9:00〜17:00（受付時間外はガイダ
ンスによる案内）

（メール）24時間365日
3 設置回線数 2回線（NTTアドバンステクノロジ株式会社内）
4 要員構成 専任1名＋補助1名

5 コールセンター
対象業務

◦サイバーセキュリティに関する相談（コールセ
ンター）

◦有事の際の対応受付窓口　等（コールセン
ター）

◦サイバーインシデント等の判断、駆けつけ要
否判断等（コントロールセンター）

（対象外業務：公序良俗に反する内容、本実証
事業の目的にそぐわない内容　等）

サイバーセキュリティ

サ
イ
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ー
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コールセンターが利用企業側のシステムあるいはネットワーク
構成等を対応しながら把握することは困難であるため、企業側に
ベンダーやSIer注8）がついている場合には、事前に開示できる範
囲の情報を共有しておくことで、いざという時の対応がスムーズ
になると考えられる。

⑵駆けつけ隊

サイバーセキュリティに関わる相談・有事の際の対応のため、
コールセンターからの要請に基づき、現地へ駆けつけ、対応の支
援を行う駆けつけ隊を設置した（表７）。

実証事業期間中に駆けつけ対応を行った事例は3件。いずれも
コールセンターで初動対応を行った「UTMがボットネット通信
を検知した」「怪しいソフトをインストールしてしまった」「UTMが
ポートスキャン攻撃を検知した」である。

駆けつけ対応により解決した事例として、会社の無線LANに従
業員が無断で私物端末を接続しており、私物端末が不正な通信
を行っていたケースがみられた。

本実証事業を通じて確認された駆けつけ隊の諸課題について
整理した。

①対応機種（Windowsのみ。Macintosh、スマートフォン、複
合機に対応できない）

本実証事業での駆けつけ隊による情報取得はOSがWindows
のPCに限定した。これは、中小企業における業務端末は、OSが
WindowsのPCであるとの想定によるものである。しかしながら、
駆けつけ事例の中には、不正な通信の発信元がスマートフォンで
あるケースや複合機が発信元であるケースも発生しており、対応
機種の拡大について検討が必要と思われる。

しかしながら、対応OSや機種を拡大した場合には、駆けつけ時
の対応により高度な専門知識を要する場合や専用のツールを用
意する必要がある場合があり、その教育費用やツールの準備に
はコストが発生する。これらはそのまま駆けつけ隊の出動費用に
反映されることも想定されることから、コストと対応範囲のバラン
スについては検討が必要である。

②端末特定
本実証事業では、駆けつけ隊の出動条件の一つを「該当の端末

が特定できていること」としていた。しかしながら、これまでの出動
実績では、中小企業のIT資産管理が十分になされていないケー
スが散見され、担当者が端末を見つけられない、見つけるための
ITスキルを持っていない、ネットワークがDHCP注10）で構成されて
いる、などの諸課題がある。駆けつけ隊においても端末特定の支
援をメニューに組み込む検討が必要と考えられる。

しかし、企業のネットワーク構成によっては端末特定に長時間
を要する場合がある。長時間の拘束は駆けつけ隊員の稼働コス
トになりうる。例えばDHCPを利用している企業において、検知か
ら駆けつけまでに期間が空いた場合、駆けつけ時には検知時と
は異なるIPアドレスが付与されているケースが考えられる。この
場合には、MACアドレス注11）など固有の端末情報が取得できてい
ることなどが、駆けつけに付随するサービスの条件となる。

③対応範囲の拡大
本実証事業では、フォレンジックツールによる情報取得によっ

て、当該PCで「何が起きているのか」「なぜそうなったのか」「ど
う対応すればよいのか」を明らかにすることを主眼にサービスを
行った。これは専門会社への取次ぎやサイバー保険適用時のエ
ビデンス取得のためでもあるが、中小企業の担当者は原因調査

No 項目 内容

1 対応内容 マルウェア感染が疑われるPCのファストフォレンジック注9)

内部不正が疑われるPCの証拠保全およびファストフォレンジック
2 対応時間 平日　09:00〜17:00
3 対応機種 OSがWindowsのPC。ただし、メーカーサポートが終了

4 使用するツールおよび
取得する情報

[使用ツール]
ARGOS DFAS（DUZON JAPAN社）
AOS Fast Forensics（リーガルテック株式会社）
[取得する情報]
ファイルシステムの情報（ファイル名、ファイル操作履歴、実行したプログラムの情報等）
レジストリの情報（Windowsのシステム設定情報等）
イベントログ（システム、セキュリティ、アプリケーションのイベントログ等）
Webブラウザの情報（Web閲覧履歴、ダウンロードファイル等）
メモリ情報（その時点でメモリ内にあるデータ）
インストールソフト情報（セキュリティソフト、その他インストールされているソフトウェア）
スタートアッププログラム（自動実行されるプログラムの情報）
ハードウェア情報（当該PCに関する情報、過去に使用した外部記憶媒体の情報等）

5 対応要員 綜合警備保障株式会社（ALSOK）の愛知県内4事業所（名古屋支社、尾張支社、岡崎支社、
豊橋支社）に所属する社員

【表７】駆けつけ隊概要
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よりも早期復旧を望むケースも多い。これは中小企業が予備の
PCを持ち合わせていないなどの理由に起因するものと考えられ
る。調査期間の短縮や簡易な対応についての検討が必要と考え
られる。

また、本実証事業の参加企業の中には保守ベンダーとの契約
を交わしている企業も存在しているが、このような企業において
インシデントが発生した際に、駆けつけ隊と保守ベンダーによる
情報の連携、作業区分および責任範囲の明確化も今後の課題と
なる。

５ セキュリティ体制構築支援セミナーと
サイバー演習

⑴セキュリティ体制構築支援セミナー

サイバーセキュリティ体制が十分でない（サイバーセキュリ
ティ組織体制が整っていない）B群およびC群（A群は任意参加）
を対象として、サイバーセキュリティ組織体制を構築することが
対策の第一歩であることを解説するためのセミナーを開催した 

（講師：MS&ADインターリスク総研　新領域開発部サイバーリ
スク室　岡田智之）。

参加者の9割以上が体制構築のきっかけになったと回答、50%
以上がSECURITY ACTIONを宣言するとの回答を得る極めて
満足度の高いセミナーであった。

⑵サイバーセキュリティ演習

サイバーセキュリティ体制が整っているA群およびB群を対象
として、各参加企業のサイバーセキュリティ体制およびサイバー
セキュリティルール構築の動機付けを目的として演習を実施し
た。講師はデロイトトーマツサイバー合同会社の手柴雄矢氏が務
めた。

下記の三つの具体的な攻撃シナリオを設け、実践的な演習を
実施した。

攻撃シナリオ① 標的型攻撃の発覚・初動・復旧・対策等に
ついて

攻撃シナリオ② ランサムウェアの発覚・初動・復旧・対策
等について

攻撃シナリオ③ 内部不正の発覚・初動・復旧・対策等につ
いて

６ 事後アンケートと事後ヒアリング

⑴事後アンケート

お助け隊設置に関する中小企業のニーズや意見を確認した。
設問は大きく下記の三つに分類される。

◦体制整備に関する設問（社内体制構築、文書の作成、従業員
教育、SECURITY ACTION宣言等）

◦UTM機器・コールセンターに関する設問（UTMやEDR注12）、
コールセンターの活用、セキュリティ費用等）

◦お助け隊メニュー・今後の体制に関する設問（お助け隊 
メニュー、次年度事業、中小企業向けサービス等）

特筆すべき内容としては、下記のような結果が挙げられる。
◦本実証事業によって組織体制構築（8割弱）、文書整備（6割

強）のきっかけになった
◦セキュリティ機器にかける費用は月額1万円未満が4割弱で

最も多いものの、月額1万〜3万の層も3割弱おり、導入の決
め手は「自社のネットワークにマッチするかどうか」「性能・精
度」と回答した企業の合計は5割近くであり、必ずしも低価格
であることが決め手であるとはいえない

◦セキュリティマネジメント指導業務のような寄り添った 
サポート、「防御〜検知〜対応」をカバーするサービス、自社
のネットワークを評価するサービスなど、個別対応を求める
意見も多い

これらの結果を踏まえると、中小企業とひとくくりにしても 
セキュリティ強化に投資や手間をいとわない企業は一定数あり、
第三者による評価を求める声も多いということがいえる。

⑵事後ヒアリング

事後ヒアリングにより中小企業の実態やニーズを確認した。 
お助け隊メニューを特に活用している企業を中心に、5社に対し
て実施した。

【写真2】サイバーセキュリティ演習
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ヒアリングを行った結果、特筆すべき内容は下記のとおりで
ある。

◦ネットワークに不安を感じている企業が多い、自社のネット
ワーク構成をチェック・評価する機能を求める

◦セキュリティに費用を投資してもよいと考えている企業も
多い

◦自社ですべてをまかなうことは想定しておらず、最低限自社
で整えるべきセキュリティ体制と、外部委託で対応すべき 
セキュリティサービスとを分けて考えている

これらの結果や事後アンケートの結果を踏まえると、信頼で
きるサービスやベンダーを活用したセキュリティ体制構築が重
要であり、価格はどちらかといえば安い方が良いが、“ただ安け
れば良い”というものではないという事業者の意識があることが
うかがえる。

７ サイバー保険（中小企業向け）の検討

⑴サイバー保険（中小企業向け）の検討経緯

本実証事業では中小企業が加入しやすいサイバー保険のあり
方を検討することが大きな目的の一つである。MS&ADインター
リスク総研・三井住友海上火災保険・あいおいニッセイ同和損害
保険の三社が連携し、本実証事業を踏まえたサイバー保険（中小
企業向け）の検討を行った。

検討により出た意見や論点は以下のとおりである。

【既に実施している内容】
◦セキュリティ商品・サービス付帯サイバー保険による普及
◦総合賠償責任保険に特約としてサイバー補償特約を付帯
◦Lucideus社とのリスクアセスメントツールの共同開発注13）

◦MS&ADインターリスク総研・三井住友海上火災保険・ 
あいおいニッセイ同和損害保険のSECURITY ACTION
普及賛同企業としての支援

【中小企業のニーズに応じた検討が必要な内容】
◦サイバー保険の補償内容、保険料水準
◦サイバー保険の事故事例、事故データの集積、分析
◦販売チャネル
◦販売方式（商品付帯、特約付帯、サイバー保険単体による

販売など）
◦販売ツール（パンフレットや提案書、保険料計算ツールな

ど）の充実化
◦MS&ADインターリスク総研のサービスメニューの充実化
（MSSP注14）事業者との協業）

◦SECURITY ACTIONの項目と併せたサイバー保険販売
強化策の検討

実証事業参加企業の意見やニーズとしては、下記の意見が多
かった。

【ポジティブな意見】
◦サイバー保険の必要性を理解し、見積もりを取ってみたら

意外と安かったので、加入しようと思う
◦サイバー保険に付随したワンストップサービスがあるとよい
◦まずは体制構築が先決だが、経営陣のセキュリティへの

理解が進めばサイバー保険の検討をしやすくなる
【ネガティブな意見】
◦サイバー保険の補償内容がわからない、パンフレットなど

がわかりづらい
◦自社のネットワーク構成やセキュリティ体制構築が不十

分な中、リスクヘッジとしてサイバー保険の検討にまで至
らない

◦補償内容や必要性を十分に理解していない状況で保険料
が高いか安いかの判断ができない

これらを踏まえると、単にサイバー保険の保険料を下げること
や補償内容を削減することが、求められる中小企業向けサイバー
保険の検討において適切とはいえない。サイバー保険の必要性を
理解してもらうには、中小企業におけるセキュリティ体制構築や
中小企業間の情報共有体制の構築が必要である。

一方で、保険会社の立場としては、サイバー保険の補償内容を
わかりやすくすること、企業の実態に合わせたカスタマイズを可能
とすること、付随するサービスを検討することなどが考えられる。

⑵事故データの共有

議論の中で、特に重要と考えられるのは、「事故データの共有」
である。現状はサイバー保険の普及が進んでいないゆえに、事故
事例・データが少なく、中小企業へのニーズ喚起・リスク喚起への
障壁となっている。

そこで、今回の実証事業の取りまとめとして、MS&ADインター
リスク総研が提案したのは「事故データ共有体制の構築」で
ある。

国や公的機関とも連携し、サイバー事故の事例、損害額、損害
調査方法、脅威情報の共有などの体制が構築されれば、事故・ 
脅威情報の共有によるサイバーセキュリティ対策への世論形成・
普及促進が進むものと考えられる。

現在は、民間損害保険各社がそれぞれ独自にサイバー保険を
販売し、事故データや損害額、損害調査方法などの情報共有が
図られていない。

近年のグローバル化を踏まえれば、海外の事例や海外拠点へ
のサイバー攻撃のリスクも増えており、わが国一丸となった情報
共有と、それと連動した事故未然防止の情報発信体制の構築が
急務であると考える。

サイバー保険のあるべき姿の提案として、共同保険による事故
情報の共有体制をつくり、情報の蓄積を図ることが考えられる。
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⑶政策立案等への活用の期待

実証事業を踏まえて提案した「事故データ共有体制の構築」
については、具体的には図１および図２のようにお助け隊品質を
持つセキュリティサービスに認証を付与する際に、お助け隊コン
ソーシアムに賛同する損害保険会社の共同保険により高品質で
最低限の保険を組成し、商品付帯方式でサイバー保険を付帯す
るというスキームである。共同保険とすることによって事故データ
の共有を実現することが可能となる。

※共同保険方式でない場合、事故データの共有には契約者・
被保険者の同意が必要となる。

※共同保険によって保険会社間で共有する事故データの内容
については調整が必要である。

また、共同保険方式とすることで、お助け隊ブランドのセキュリ
ティ製品・サービスとして認証されれば、一律サイバー保険が付
帯され、補償内容も同一となる。これにより、認証されたセキュリ
ティサービスに付帯するサイバー保険は一律の内容となり、中小
企業にとってわかりやすく安心感のある顧客本位の制度を実現
することができる。

さらに将来的に、国やIPAその他公的機関とも事故データ等を
共有することで、サイバーセキュリティ強化に関する政策立案等
への活用が期待される。

一方で、商品付帯サイバー保険の補償内容だけでは十分で
ない企業も見込まれる。その場合には、商品付帯サイバー保険
の上乗せ補償として補償内容や免責金額を設定することによ
り、商品付帯サイバー保険に重複せずにサイバー保険に任意で 

【図1】サイバーセキュリティお助け隊コンソーシアム　認証と保険

【図2】事故データ共有体制の構築
※上図の保険支払限度額の金額設定は一例であり、中小企業のニーズや業種に応じて設定する必要がある。

サイバーセキュリティ
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加入することができる。
特に中小企業向けの保険制度として既存の「中小企業の加入

者が多い団体サイバー保険制度」を活用し、上乗せ補償として加
入することができるように保険制度の変更の検討をする必要が
ある。

本制度設計によるメリットは主に下記4点となる。

①「お助け隊」ブランドの付加価値
「サイバーセキュリティお助け隊コンソーシアムとして認証する

サービス」を利用するメリットの一つとして、複数の保険会社が共
同で運営するサイバー保険の提供を標榜することが可能となり、
ブランド価値の向上に寄与する。

②統一化された補償内容（事故対応）
商品付帯方式を採用することで、「サイバーセキュリティお助け

隊コンソーシアム」のもとに提供されるサイバー保険の補償内容
が統一化される。現在は、例えば保険会社によってサイバー保険
約款に記載される「事故日」の定義が異なるなど、顧客にとってわ
かりにくい状態となっている。万が一の事故の際にも、購買してい
るサービスにかかわらず、統一化された補償内容での事故対応
が可能となり、中小企業にとってわかりやすく安心感のある顧客
本位の制度となる。

③事故情報の共有
共同保険の商品付帯方式とすることで、参画する保険会社間

で事故情報を共有することができ、中小企業向けのサイバー保険
開発に際して有益な事故情報を効率的に蓄積することができる。
これにより高品質かつニーズに合った保険商品開発の促進につ
ながる。

④十分な保険キャパシティの確保
共同保険の商品付帯方式とすることで、複数の保険会社によ

る保険キャパシティの提供が可能となり、多数の中小企業を補償
する保険制度として、安定した運用が可能となる。

※サイバーセキュリティは事故が同時多発的に発生する集積
リスクがあるため、上記例では支払限度額500万円としてい
るが1年間で5,000社に事故があった場合の最大総支払額は
250億円となり、それを1保険会社だけで提供することは難し
く、共同保険とするメリットになる。

本実証事業の成果を踏まえ、MS&ADインターリスク総研 
では今後もサイバーセキュリティ対策サービス強化に力を入れ
ていく。

以上
（出典の記載のない図表については筆者作成）

注）

1)UTM
Unified Threat Management（統合脅威管理）

2)ポートスキャン
攻撃・侵入の前段階に行われる標的サイトの各ポートにおけるサービスの状態
の調査

3)ボットネット
攻撃者に乗っ取られた複数の機器から形成されるネットワーク

4)IPSアラート
Intrusion Prevention System（不正侵入検知防御システム）

5)フラグメンテーション攻撃
分割されたパケットを継続的にサーバーに送り込むことによって、リソースを消
費する攻撃

6)ポート
どのような種類の通信か識別するための番号。1～65535まであり、種類によっ
て割当番号が決まっている

7)Emotet
情報の窃取に加え、更に他のウイルスへの感染のために悪用されるウイルス

8)SIer
システムインテグレーション事業を行う会社

9)ファストフォレンジック
サイバー攻撃等のセキュリティ侵害が発生した際に早急な原因究明、侵入経路
や不正な挙動を把握するため、専用のデータ収集ツールを利用して必要最小
限のデータを抽出および確認し、解析するサービス

10)DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol（TCP/IPネットワークにおいて 
ホストに設定情報を伝達するための仕組み）

11)MACアドレス
Media Access Control Address（ネットワーク上で各機器を識別するため
に付与された物理アドレス（個体番号））

12)EDR
Endpoint Detection and Response（エンドポイントでの検出と対応）

13)Lucideus社とのリスクアセスメントツールの共同開発
MS＆ADインターリスク総研と米国・インドを拠点とするLucideus社とで共同
開発した、簡易な20問程度の質問に回答することで自社のサイバーセキュリ
ティ体制を可視化（スコア化）できるサービス

14)MSSP
Managed Security Service Provider（セキュリティ監視と管理サービスを
提供する事業者）

サイバーセキュリティ
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労働安全衛生管理

要旨
▪製造業は、国内総生産（ＧＤＰ）の約2割を占める重要産業であるが、労働災害の発生状況においては減少傾向が見られ

ず高止まりしている。
▪この背景として、お客さまのニーズ多様化、生産現場の環境変化が考えられるが、この職場環境変化の一つに委託業務

の拡大があり、労災事故が減らない一つの要因と考えられる。
▪元方事業者と関係請負人が混在する職場では、作業者間の連携が不可欠であり、2006年（平成18年）4月より製造業に

おける統括管理の仕組みが法制化されたが、現場では必ずしも連携が十分に図られているとはいえず、今一度、製造業
の統括管理の仕組みを確認し、労働災害削減を実現してほしい。

（人） （人）

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　　　  笠

か さ ま

間 徹
て つ や

也

製造業における
労働安全衛生管理
～混在職場の増大と統括安全衛生管理の必要性～

１ 製造業における労働災害発生状況

製造業における労働災害発生状況は、業種別にみると死亡
災害では建設業に次ぎワースト2、休業4日以上の死傷災害で
はワースト1となっている。加えて、死亡者数、死傷者数ともに

10年前と比べ減少傾向が見られず、ほぼ横ばいで推移している
（図1）。

製造業を中分類の業種でみると、2018年で最も死亡災害が多
かったのは、輸送用機械等製造業、次いで金属製品製造業となっ
ている。休業4日以上の死傷災害では、食料品製造業、次いで金
属製品加工業となっている。

【図1】製造業における労働災害発生状況

労
働
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また、労働災害を事故の型別でみると、死亡災害、死傷災害と
もに機械等による「はさまれ・巻き込まれ」が最も多く発生してお
り、2018年では、労災事故全体に対する割合で、ともに25%を超
える状況にある（図２、図３）。

2018年度（平成30年度）からスタートした「第13次労働災害
防止計画」2）でも、製造業における「はさまれ・巻き込まれ」の
削減を重点施策に据えている。なお、「はさまれ・巻き込まれ」
災害防止に向けた取り組みとしては、以下の対策が有効と考
えられる。

◦柵や覆いなどのガードを設けて、機械の可動範囲に身体の
部位が入らないようにする（隔離の原則）

◦インターロック機能などにより、機械が停止しているときだ
け機械の可動範囲に身体の部位が入ることを許容する（停
止の原則）

はさまれ・

巻き込まれ

26%

墜落・転落
16%

激突され
8%

崩壊・

倒壊
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落下
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高温・低温物

との接触

4%

有害物

との接触

7%

交通事故

5%
その他

16%

はさまれ・

巻き込まれ
26%

墜落・転落
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4%

転倒

20%
飛来・

落下

7%

切れ・

こすれ

9%

動作の反動・

無理な動作
9%

激突
5% その他

9%

◦機械設備に不具合が生じた場合、作業者に「止める」「呼ぶ」
「待つ」を徹底させる

◦機械設備の点検時などの非定常作業時には、動力源の 
スイッチを切り、遮断したスイッチ等の操作ができないよう、
鍵などの装置により固定する（ロックアウト）

◦上記のロックアウトに加えて、スイッチの操作を禁止すること
を目的として札を設ける（タグアウト）

◦安全装置が無効化されていないこと（正常に機能すること）
を、管理監督者が定期的にパトロールなどで確認する

２ 製造業で労災事故が減らない
背景についての考察

製造業については、過去から労働災害が多く労働災害防止 
計画でも重点業種として事故削減にむけ取り組んできているが、
上記のとおり依然として課題を残している状況にある。

この背景として、労働力人口の減少を背景とした職場環境の変
化とお客さまのニーズ多様化に伴う生産活動の変化が挙げられ
る。また、このような変化への対応策として請負契約の拡大によ
るアウトソーシングが進んでいるが、一方で、元方事業者と関係
請負人が同一の事業場で混在することによる新たなリスクが顕
在化しているといえる。

⑴労働力人口の減少による職場環境の変化

15歳以上65歳未満の人口は、2000年まで8,800万人以上であ
り、全人口に占める割合でも７割弱を占めてきた。しかしながら、
その後、2000年代に入るとその数は減少に転じ、特に2010年か
ら2015年にかけては、15歳以上65歳未満の人口が大きく減少
し、この間に人数も8,000万人を切り、人口全体に占める割合も
6割強まで減少した。理由としては、戦後の第1次ベビーブーム
に生まれた団塊の世代（昭和22年〜24年生まれ）が2012年から
2014年までに65歳を超えたことが大きいといえる。さらに、労働
力人口の減少は、2020年以降も進むと予想されており、生産現
場では労働力不足の問題を抱え、対策を迫られている事業所も
多いといえる（次頁図４）。

【図３】製造業における事故の型別労働災害発生割合（休業4日以上の死
傷災害）

【図２】製造業における事故の型別労働災害発生割合（死亡災害）

（厚生労働省「労働者死傷病報告」1）を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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労働安全衛生管理

⑵お客さまのニーズ多様化に伴う生産活動の変化

製造業を取り巻く環境変化として、もう一つの要素が、お客さ
まのニーズ多様化に伴う生産活動の変化である。インターネット
の普及に伴い短時間で多くの情報を得ることが可能となり、それ
に伴い消費者ニーズも多様化し、その動きに呼応して、製品の生
産現場にも変化が求められてきている。

従来は、製品の生産量を増やすことで製品あたりの間接費割
合が下がり、また、生産量が増えれば、原材料も大量仕入れでき
るので仕入れ単価が下がり、原材料費も下がる。こうした「規模
の経済性」によるコスト効果を事業戦略の一つとしてきた企業が
多い。

一方、今後のグローバル展開では、多様化するニーズにあった
製品をスピーディに市場投入していくことが求められ、その動き
に対応するためには、従来の発想とは違った生産活動が必要と
いえる。多品種少量生産型のビジネスにおいて求められること
は、顧客/市場ニーズに応じて少数の部材の組み合わせや製造 
ラインの共用によって製品の多様化を実現することである。そこ
では、部材や生産設備を共用したり複数事業において経営資源
やノウハウを共用することで経済性を高めることが重要であり、
そのためには、現状の生産プロセスの点検と最適化に向けた見
直しが必要といえる。

⑶生産現場の環境変化に求められる対応策

労働力不足に対する対応策としては、新規雇用の確保や離職
の防止などが重要と考えられるが、お客さまのニーズ多様化に伴
う環境変化と合わせた対応策としては、具体的に以下三つの視
点による取り組みが重要であるといえる。

①生産プロセスの見直しによる生産性の向上
最初に取り組むべきことは、生産プロセスの洗い出しと点検で

ある。点検の観点としては、生産プロセスに「ムリ、ムダ、ムラ」がな
いかと「企業に求められているものに合致しているか」の2点であ
る。特に生産プロセスにおける「ムリ、ムダ、ムラ」は、生産性の代
表的な阻害要因であり、これらを排除することは生産性の向上に
つながり、結果として労働力不足を補う手段の一つとなりえると
いえる。

②ロボットの採用による自動化の推進
次に、「産業用ロボットやIT技術の活用」による生産活動の見

直しがある。過去は産業用ロボットで対応できる業務領域が狭く 
ロボット自体が大型であったが、技術の進歩にともなって、ロボッ
トの対応できる業務の拡大と小型化、低コスト化が進み、多くの
中小企業でも活用が可能になっていることから、「産業用ロボット
やIT技術の活用」による生産活動の見直しのための環境が整っ
てきたといえる。ロボット等の採用による自動化は、労働力削減に
寄与するばかりか、生産プロセスそのものに変革をもたらすこと
となる。

③生産プロセスのアウトソーシングの検討
生産プロセスの見直しの主要なものは、業務の洗い出しと可能

な限り業務を標準化・マニュアル化する、不要業務・重複業務を
無くし業務を簡素化する、業務を細分化したうえ業務分担の見
直しを行う、などが考えられる。

また、生産プロセスの見直しと合わせ、業務によってアウトソー
シングの検討も重要となる。委託先を業務の特性に合わせ選定
することで、生産性向上やコスト削減に寄与するとともに自社の
労働力削減の一つの方策にもなり、これを受け、労働力人口が 

【図４】日本の人口推移（予測）
（総務省「「人口推計 / 長期時系列データ」3）、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30
（2018）年推計）」4）を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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減少を始めた2000年から派遣・請負労働者数も増加傾向を示し
ている（図５）。

３ 製造業での混在職場における
安全衛生管理

　
製造業におけるアウトソーシングの拡大により、同一の場所に

おいて指揮命令系統の異なる労働者が混在して作業することに
伴い新たなリスクが顕在化することになる。このため、2006年（平
成18年）4月の労働安全衛生法改正では、新たに製造業にも元方

事業者に作業間の連絡調整等が義務付けられることとなった。
19７2年（昭和4７年）労働安全衛生法が制定された当時は、元方
事業者と関係請負人が混在する代表的な職場は、建設業と造船
業の2業種と考えられており、この2業種については同法15条で特
定事業に位置付けられ、特定事業で一定の数以上の労働者を抱
える事業場の元方事業者には、「統括安全衛生責任者」の専任と
同法30条に規定する統括管理として、作業間の連絡調整等が義
務付けられている。

製造業についても、基本的な統括管理の考え方は、建設業や
造船業と同じであるが、ここでは、混在職場を抱える製造業にお
ける安全衛生管理体制について整理する。

先ずは図６を見ていただきたい。安全衛生管理体制の基本は、
事業者と労働者との雇用関係に基づき事業者単位で構築するこ
ととしている。この場合、事業所ごとで労働者の規模により、「総
括安全衛生管理者」「産業医」「安全管理者」「衛生管理者」の選
任と安全衛生委員会の設置が義務付けられている（図６のＡ社、
Ｂ社、Ｃ社の枠内を参照）。なお、ここで触れた「総括安全衛生管
理者」と上述の建設業等における「統括安全衛生責任者」とは全
くの別物である点に注意を要する。

次に、同一の場所で元方事業者と関係請負人の労働者が、合
計50人以上で混在作業する事業者は、現場における安全管理
上、元方事業者と関係請負人の間や関係請負人相互間の情報連
携が不可欠であることから、元方事業者は連絡調整等を統括管
理する者を選任、また関係請負人も連絡調整を行う責任者を選
任するとともに、連絡調整等の協議会を設置することとなっている

（図６の赤枠部分参照）。
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【図５】2000年前後の派遣・請負労働者数の推移
（総務省「事業所・企業統計調査」5）を基にMS&ADインターリスク総研作成）

【図６】元方事業者と関係請負人の混在職場における安全衛生管理体制
（出典：厚生労働省「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針（鉄鋼業むけマニュアル）」6）
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労働安全衛生管理

　４ 製造業における元方事業者による
総合的な安全衛生管理のための指針

前記のとおり、2006年（平成18年）4月の労働安全衛生法改正
により、新たに製造業にも元方事業者に作業間の連絡調整等が
義務付けられることとなった。それに加え、製造業においても元
方事業者が関係請負人を含めた事業場全体にわたる「総合的な
安全衛生管理」を確立することが重要であることから、同年8月
に「製造業（造船業を除く）における元方事業者による総合的な
安全衛生管理のための指針」（平成18年8月1日基発0801010号、 
以下、「本指針」）8）が示されている。本指針における元方事業者、
関係請負人が実施すべき事項は図７のとおりであるが、関係請負
人が実施すべき事項は、元方事業者が実施する事項に応じ、必
要な事項を図７の相関関係に基づき実施することとなるため、こ
こでは元方事業者の実施すべき12事項に沿ってポイントを絞り
説明する。

⑴総合的な安全衛生管理のための体制づくりと計
画的実施

総合的な安全衛生管理体制は、元方事業者と関係請負人が連
携を図ることが必須であり、事業場全体の労働者が50人以上の
場合、以下担当者を選任することとしている。

◦元方事業者は、作業間の連絡調整等の事項を統括管理する
者を選任すること

◦関係請負人は、元方事業者の統括管理する者と連絡調整等
する責任者を選任し、労働災害を防止するために必要な事
項を実施すること

上記関係は、特定事業（建設業および造船業）の元方事業者で
選任される統括安全衛生責任者と関係請負人で選任される安
全衛生責任者と同じ関係といえる。

また、元方事業者は、安全衛生に関する計画を作成することと
されているが、計画に関連するポイントは次の2点である。

◦元方事業者と関係請負人それぞれで実施する事項を盛り込
むこと

◦元方事業者は関係請負人に計画を周知させ、労働災害防止
対策を実施すること

【図７】事業者が実施すべき事項
（出典：厚生労働省・都道府県労働局労働基準監督署「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための 
指針のポイント」7））

労
働
安
全
衛
生
管
理



37　RMFOCUS Vol.73 〈2020 Spring〉

⑵作業間の連絡調整の実施

元方事業者は、①元方事業者と関係請負人との間、②関係請
負人間における作業間の連絡調整をすることとしているが、具体
的内容は、表１の左欄に挙げる混在作業の場合に、同表右欄の
措置を講ずることとしている。なお、実施にあたっては、作業発注
時に作業指示書に実施事項を記載して関係請負人に通知する、
現場で作業開始前の打ち合わせで関係請負人に指示する等の
方法による。

⑶関係請負人との協議を行う場の設置及び運営

元方事業者と関係請負人が情報連携を図るため、関係請負人
が少ない場合を除き、①関係請負人と協議を行う場（協議会）を
定期的に設けること、②定期的以外にも、災害防止に必要な時に
も協議会を開催すること、③協議結果は労働者に周知させるこ
と、が必要である。協議会の参加者および議題は図８のとおりで
ある。

（厚生労働省「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」8）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【表１】作業間の連絡調整の実施事項

混在作業の内容 連絡調整措置

ア　一の作業に用いられる一連の機械等について、ある関係請負人が運
転を、別の関係請負人が点検等を行う場合

それぞれの作業の開始又は終了に係る連絡、作業を行う時間帯の制限等
の措置

イ　複数の関係請負人がそれぞれ車両系荷役運搬機械等を用いた荷の
運搬等の作業を行う場合 作業経路の制限、作業を行う時間帯の制限等の措置

ウ　ある関係請負人が溶鉱等の高熱溶融物の運搬等周囲に火災等の危
険を及ぼす作業を、別の関係請負人がその周囲で別の作業を行う
場合

周囲での作業に係る範囲の制限等の措置

エ　ある関係請負人が有機溶剤を用いた塗装作業を、別の関係請負人が
溶接作業を行う場合

通風又は換気、防爆構造による電気機械器具の使用等についての指導、
作業を行う時間帯の制限等の措置

オ　ある関係請負人が物体の落下を伴うおそれのある作業を、別の関係
請負人がその下の場所で別の作業を行う場合

落下防止措置に関する指導、物体の落下のおそれがある場所への立入り
禁止又は当該場所で作業を行う時間帯の制限等の措置

カ　ある関係請負人が別の関係請負人も使用する通路等に設けられた手
すりを取り外す場合、設備の安全装置を解除する場合等

その旨の別の関係請負人への連絡、必要な災害防止措置についての指導
等の措置

キ　ある関係請負人が化学設備を開放し、当該化学設備の内部に立ち
入って修理を、別の関係請負人がその周囲で別の作業を行う場合

化学物質等の漏洩防止に関する指導、作業を行う時間帯の制限、法第31
条の2の化学物質等の危険性及び有害性等に関する情報の提供等の措置

ク　その他、元方事業者と関係請負人及び関係請負人相互が混在作業を
行う場合 当該混在作業によって生ずる労働災害の防止を図るために必要な措置

【図８】協議会の参加者と協議事項
（厚生労働省「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」8）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

(ア)元方事業者

a 作業間の連絡調整の統括管理を行う者

b 安全管理者等

c 職長等

(イ)関係請負人

a 関係請負人が選任する連絡担当責任者等

b 安全管理者等

①安全衛生方針、目標、計画に関すること

②作業手順や点検基準等の安全衛生規程及び 

当該規程に基づく作業等の実施に関すること

③労働者に対する教育の実施に関すること

④クレーン等の運転についても合図の統一等に 

関すること

⑤作業場所の巡視の結果及びこれに基づく措置に

関すること

⑥労働災害の原因及び再発防止対策に関すること

参加者 協議事項
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⑷作業場所の巡視

元方事業者は、混在職場において連絡調整事項が浸透し、職
場全体の安全が確保されているかを確認するため、定期的に職
場巡視を実施する必要がある。なお、職場巡視にあたっては、安
全管理者の職場巡視等とも連携し、事業場全体の安全衛生活動
との関連性を考慮のうえ、効果的かつ効率的な実施が望まれる。
また、機械の導入など作業内容が大幅に変更したときや関係請
負人が交替したときにも職場巡視を実施する必要がある。

⑸関係請負人が実施する安全衛生教育に対する 
指導援助

元方事業者は、必要に応じ関係請負人が行う以下教育の場所
や資料等の提供を行う。

◦労働者の雇い入れ時の教育
◦作業内容変更時の教育
◦特別教育等の安全衛生教育

⑹クレーン等の運転についての合図の統一等

元方事業者は、クレーン等の運転の合図の統一、事故現場等
の標識の統一等、有機溶剤等の容器の集積場所の統一、警報の
統一等を行い、関係請負人も同統一ルールに従い合図等を合わ
せることが必要である。

⑺関係請負人の把握

元方事業者は、関係請負人との間で請負契約が成立後、以下3
点を実施することが必要とされており、関係請負人も元方事業者
に対し、通知等で協力することが求められている。

◦連絡担当責任者や安全管理者等の選任状況を把握すること
◦新たな関係請負人に対し、過去の協議事項等必要な事項を

周知させること
◦関係請負人が労働災害の発生の恐れがある機械等を持ち

込む場合、その機械等を把握すること。併せ定期自主検査、
作業開始前点検を確実に実施させること

⑻機械等を使用させて作業を行わせる場合の措置

元方事業者は、関係請負人に自らが管理権原を有する機械等
を使用させて作業を行わせる場合には、当該機械等について以
下の措置を実施する必要がある。

◦法令上の危害防止措置が適切に講じられていることを確認
すること

◦リスクアセスメントを実施した場合、残留リスクなどの情報
を提供すること

◦関係請負人に定期自主検査、作業開始前点検等を確実に実
施させること

なお、機械等に補修その他の改善措置を講ずる必要が生じた
場合には、関係請負人に必要な権限を与え改善措置を講じさせ
るか、元方事業者自らが関係請負人と協議のうえ措置を講ずる
必要がある。

⑼危険性および有害性等の情報の提供

元方事業者は、化学設備等の改善等の作業における設備の分
解又は設備の内部への立ち入りを関係請負人に行わせる場合、
作業開始前に、当該設備で製造し、取り扱う物の危険性及び有
害性等の事項を記載した文書を、関係請負人に交付する必要が
ある。

⑽作業環境管理

元方事業者は、作業環境測定結果等から関係請負人が実施 
する作業環境の改善や保護具の着用等について、必要な指導を
行う。なお、元方事業者で実施した作業環境測定の結果は、当該
測定の範囲で作業を行う関係請負人も活用できるものとする。

⑾健康管理

元方事業者は、関係請負人の労働者の健康診断受診率を高め
るため、健康診断の日程調整を行ったり、健康診断機関を斡旋す
るなど必要な支援を行う。また、関係請負人は元方事業者と連携
し、安全上必要に応じ健康情報の提供等に協力する。

⑿その他請負に伴う事項

①仕事の注文者としての配慮事項
仕事の注文者としての元方事業者の配慮事項は以下2点で 

ある。これら事項を実施するため、元方事業者は安全管理部門と
関連部門間で連携を図る必要がある。

◦労働災害を防止するための事業者責任を遂行できない事業
者には、仕事を請け負わさないこと

◦仕事の期日等について安全で衛生的な作業の遂行を損なう
おそれのある条件を付さないように配慮すること（労働安全
衛生法第3条3項）

②関係請負人及びその労働者に対する指導等
労働安全衛生法第29条に基づき、元方事業者は、関係請負人

及びその労働者が法令に違反しないように必要な指導を行うと
ともに、違反していると認められる場合に必要な指示等を行う必
要がある。

労働安全衛生管理
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労働安全衛生管理
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のための指針（鉄鋼業むけマニュアル）」
7）厚生労働省・都道府県労働局労働基準監督署「製造業における元方事

業者による総合的な安全衛生管理のための指針のポイント」
8）基発第0801010号都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知

「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指
針について」平成18年8月1日

9）加藤雅章「混在職場での元方事業者の安全衛生管理」（安全と健康
Vol.20 No.3 2015）

③適正な請負
通常の請負契約では、注文者と請負業者の労働者の間に指揮

命令関係はないため、関係請負人の労働者に対する責任は関係
請負人が負うこととなるが、指揮命令関係がある場合には偽装
請負とみなされ労働者派遣法の適用を受け、注文者である元方
事業者が、当該関係請負人の労働者に対し責任を負うこととなる

（図９）。

５ 製造業における安全衛生対策の
強化にむけて

労働安全衛生法第3条1項は、事業者は「快適な職場環境の実
現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健
康を確保するようにしなければならない」と規定している。ここで 
いう事業者とは、事業を行う者で労働者を使用するものをいい、
基本的には、事業者単位で安全衛生管理体制を構築することが
原則となる。

一方、製造業においては、生産現場の環境変化とも重なり近
年、業務請負が拡大しているが、元方事業者と同一の場所で作業
する請負事業者（関係請負人）の場合、元方事業者から離れ単独
で行う安全管理では、十分な災害防止が図れないことから、この
ような混在職場では、元方事業者と請負事業者（関係請負人）の
連携は不可欠な状況となっている。

このような背景から2006年の法改正により、元方事業者には、
事業場単位での「総合的な安全衛生管理」が求められることと
なったが、安全管理の基本は、あくまで事業者単位であることか
ら、関係請負人の安全管理で重要なことは、元方事業者との連携
事項を関係請負人の安全衛生管理に組み込み、機能させている
かということである。

今一度、混在職場におけるリスクを認識するとともに、元方事
業者、関係請負人それぞれが自社の安全管理体制をチェックし、
安全サイドに機能しているかを点検、見直しすることで、安全管
理体制の強化につなげていただきたい。

以上

【図９】適正な請負契約と偽装請負
（出典：厚生労働省・都道府県労働局労働基準監督署「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針のポイント」
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要旨
▪都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーに寄せられた職場における「いじめ・嫌がらせ」に関する相

談が年々増加し、2012年度には相談内容の中でトップ、さらに増加傾向にあるなど社会的問題になっていた。
▪そのような背景から、パワーハラスメント防止対策等ハラスメント対策の強化を盛り込んだ「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（以下、「改正法」）」が成立、2019年6月5日に公布された。改正法の施行
により2020年6月1日から中小企業を除く企業注1）は職場におけるパワーハラスメント対策が義務となる。

▪厚生労働省は、改正法に基づき、パワーハラスメントに関して事業主が雇用管理上講ずべき措置等についての指針およ
びセクシュアルハラスメントおよび妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置につ
いての改正指針を策定した。今後、事業主は当該指針に沿って適切かつ有効な体制を整える必要がある。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第三部 危機管理・コンプライアンスグループ
マネジャー・上席コンサルタント　　　　　　  　　梶

か じ う ら

浦 勉
つとむ

義務化がせまる職場における
パワーハラスメント対策
～事業主が雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の概要～

１ 社会的問題として、増加する
職場における「いじめ・嫌がらせ」

都道府県労働局および労働基準監督署（全国380箇所）に設置
されている総合労働相談コーナーに寄せられた職場における「い
じめ・嫌がらせ」に関する相談は年々増加し、2012年度には相談
内容の中でトップ、さらに増加傾向にあるなど社会的問題になっ
ていた（次頁図１）。

厚生労働省が公表した最新の調査結果である「平成30年度個
別労働紛争解決制度の施行状況」においても民事上の個別労働
紛争相談件数266,535件中「いじめ・嫌がらせ」が82,７9７件とトッ
プである（次頁図２）。

そのような背景から、パワーハラスメント防止対策等ハラスメン
ト対策の強化を盛り込んだ改正法が第198回通常国会で成立、
2019年6月5日に公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会
均等法および育児・介護休業法について、職場のハラスメントに
関する部分が改正された。改正法の施行により2020年6月1日か
ら中小企業を除く企業注1）は職場におけるパワーハラスメント対
策が義務化された。

２ 職場におけるパワーハラスメント
防止のための指針

「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起
因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指
針（以下、「本指針」）」とは、2020年1月15日の厚生労働省告示
第5号において、事業主が職場において行われる優越的な関係
を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超え
たものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること 

（以下、「職場におけるパワーハラスメント」）が無いように、雇用
管理上講ずべき措置等について、事業主が適切かつ有効な実施
を図るために必要な事項について定めたものである。そのため
“講ずべき”となっている事項について、事業主は対応の必要が
ある。

なお、本指針を策定する際には、セクシュアルハラスメント（以
下、「セクハラ」）、妊娠・出産等に関するハラスメント（以下、「マタ
ハラ」）、育児休業等に関するハラスメントの指針においても同様
に改正した。
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「いじめ・嫌がらせ」の相談件数

民事上の個別労働紛争相談件数に占める「いじめ・嫌がらせ」の割合（右端）
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３ 本指針における用語の定義

本指針における用語の定義について主なものを次に記載する。

⑴職場におけるパワーハラスメント

職場におけるパワーハラスメントとは、「職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ
相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害され
るもの」であり、①から③までの要素をすべて満たすものをいう。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正
な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメント
には該当しないとなっている。

⑵職場

職場とは、「事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を
指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であって
も、当該労働者が業務を遂行する場所については、職場に含まれ
る」としている。
※なお、厚生労働省が201７年9月に作成した「職場におけるハラス

メント対策マニュアル」の中では、勤務時間外の「宴会」「懇親の
場」などであっても、参加がほぼ義務であるなど、実質上職務の
延長と考えられるものは職場に該当すると定義している。

【図２】平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況 （出典：厚生労働省HP）

【図１】都道府県労働局等への相談件数（平成18年度〜30年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：厚生労働省HP）
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⑶労働者

労働者とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイ
ム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業主
が雇用する労働者のすべてをいう。また、派遣労働者についても
労働者派遣法により、雇用労働者と同様の配慮および措置を講
ずることが必要となる。

⑷優越的な関係を背景とした言動

優越的な関係を背景とした言動とは、ハラスメントを受ける労
働者がハラスメントの行為者（以下、「行為者」）に対して抵抗また
は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行わ
れるものを指し、例えば、以下のもの等が含まれると定義されて
いる。

①職務上の地位が上位の者による言動
②同僚または部下による言動で、当該言動を行う者が業務上

必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得
なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

③同僚または部下からの集団による行為で、これに抵抗または
拒絶することが困難であるもの

上記①および③については、上司から部下へのハラスメントお
よび集団によるハラスメントと想像しやすい。②については若干
想像しにくいが、典型例として、PC等の操作が苦手な上司が部下
に対して操作の相談をした際に、部下から受けるハラスメントと
説明される。

⑸業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは、「社会通念に照
らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、ま
たはその態様が相当でないものを指し、例えば、以下のもの等が
含まれると定義されている。

◦業務上明らかに必要性のない言動
◦業務の目的を大きく逸脱した言動
◦業務を遂行するための手段として不適当な言動
◦当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通

念に照らして許容される範囲を超える言動
ただし、これらの判断については様々な要素を総合的に考慮す

ることが適当であるとされている。

⑹労働者の就業環境が害されるもの

労働者の就業環境が害されるものとは、当該言動により労働
者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境
が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じ
る等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生
じることを指す。この判断にあたっては、「平均的な労働者の感

じ方」、すなわち、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会 
一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じ
たと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当で
あるとされている。

４ 職場におけるパワーハラスメントの代表的な
言動の類型と該当・非該当の典型例

本指針では職場におけるパワーハラスメントは、3．⑴の①から
③までの要素をすべて満たすものをいうと定義されているが、個
別の事案についてその該当性を判断するにあたっては、業務上必
要かつ相当な範囲かどうかを総合的に考慮することとした。また、
当該言動により労働者が受ける身体的または精神的な苦痛の程
度等を総合的に考慮して判断することが必要であるとした。

そして、職場におけるパワーハラスメントの状況は多様であり、
限定列挙ではないという前提の上で、判断の目安として代表的な
言動の類型（次頁図３）と、それぞれの類型についてパワーハラス
メントに該当または非該当と考えられる典型例（次頁表１）が挙
げられているため紹介したい。ただし、中にはパブリックコメント
等で適切性について物議を醸した典型例（「誤ってぶつかること
は、職場のパワーハラスメントには該当しない」）もあり、読者の方
は個別の事案での該当・非該当の判断においては、その状況が総
合的に勘案されるという点に気を付けられたい。

５ 事業主が職場のパワーハラスメントに
ついて雇用管理上講ずべき措置の内容

事業主が本指針に対応するため事前に準備しなければならな
いことは、方針の明確化、処罰規定の策定、相談体制の整備、そ
れらの周知・啓発、担当者の研修等多岐に及んでいる。それに加
えて、相談対応や処罰の実施、ハラスメント事案発生後の再発防
止等、実際の運用を行う部署へは相当の負担がかかることが予
想される。

本指針では具体的に、事業主は職場におけるパワーハラスメン
トを防止するため、雇用管理上、次の措置を講じなければならな
いと定めている。

⑴事業主の方針等の明確化およびその周知・
啓発

事業主は、職場におけるパワーハラスメントに関する方針の明
確化、労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を
講じなければならないと定められている。

①職場におけるパワーハラスメントの内容および職場における 
パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、
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①身体的な攻撃 ②精神的な攻撃 ③人間関係からの切り離し

暴行、傷害 脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言 隔離、仲間外し、無視

④過大な要求 ⑤過小な要求 ⑥個の侵害

業務上不要なことや遂行不可能な
ことの強制、仕事の妨害

能力や経験とかけ離れた程度の
低い仕事を命じる、仕事を与えない

私的なことに過度に立ち入る

【図３】職場におけるパワーハラスメントの類型　　　　　　  （参考文献・資料1）を基にMS&ADインターリスク総研作成）

【表１】職場におけるパワーハラスメントの該当・非該当の典型例

（参考文献・資料1）を基にMS&ADインターリスク総研作成）

代表的な言動の類型 ハラスメントに該当する典型例 ハラスメントに該当しない典型例

①身体的な攻撃 ①殴打、足蹴りを行うこと
②相手に物を投げつけること

①誤ってぶつかること

②精神的な攻撃 ①人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・
性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む

②業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱
責を繰り返し行うこと

③他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り
返し行うこと

④相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等
を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること

①遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意
してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く
注意をすること

②その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題
行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする
こと

③人間関係からの切り
離し

①自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間
にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること

②一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤
立させること

①新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に
別室で研修等の教育を実施すること

②懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業
務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な
研修を受けさせること

④過大な要求 ①長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤
務に直接関係のない作業を命ずること

②新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応
できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったこと
に対し厳しく叱責すること

③労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的
に行わせること

①労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業
務を任せること

②業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担
当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる
こと

⑤過小な要求 ①管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能
な業務を行わせること

②気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与
えないこと

①労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽
減すること

⑥個の侵害 ①労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮
影をしたりすること

②労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な
個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働
者に暴露すること

①労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等に
ついてヒアリングを行うこと

②労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や
病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範
囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと
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パワーハラスメント

管理監督者を含む労働者に周知・啓発する。

【取り組み具体例】
◦就業規則等の文書において、職場におけるパワーハラス

メント厳禁の方針を規定し、当該規定と合わせて、職場
におけるパワーハラスメントの内容およびその発生の原
因や背景を労働者に周知・啓発

◦上記内容を社内報、パンフレット、社内ホームページ等
広報または啓発のための資料等で配布

◦上記内容を労働者に対して周知・啓発するための研修、
講習等を実施

②職場におけるパワーハラスメントに関わる言動を行った者につ
いては、厳正に対処する旨の方針および対処の内容を就業規
則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、
管理監督者を含む労働者に周知・啓発する。

【取り組み具体例】
◦就業規則等の文書において、職場におけるパワーハラス

メントに関わる言動を行った者に対する懲戒規定を規
定し、その内容を労働者に周知・啓発

◦職場におけるパワーハラスメントに関わる言動を行った
者は、現行の就業規則その他の職場における服務規律
等を定めた文書において定められている懲戒規定の適用
の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発

⑵相談（苦情を含む。以下同じ）に応じ、適切に
対応するために必要な体制の整備

事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適
切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、次の措
置を講じなければならないと定められている。

①相談への対応のための窓口（以下、「相談窓口」）をあらかじめ
定め、労働者に周知する。

【取り組み具体例】
◦相談に対応する担当者をあらかじめ規定
◦相談に対応するための制度を制定
◦外部の機関に相談への対応を委託

②①の相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ
適切に対応できるようにする。また、相談窓口においては、被害
を受けた労働者が萎縮するなどして相談を躊躇（ちゅうちょ）す
る例もあること等も踏まえ、職場におけるパワーハラスメントに
該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適
切な対応を行うようにする。

【取り組み具体例】
◦相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状

況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を
図ることができる仕組みの構築

◦相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作
成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応

◦相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応に
ついての研修を実施

⑶職場におけるパワーハラスメントに関わる事
後の迅速かつ適切な対応

事業主は、職場におけるパワーハラスメントに関わる相談の申
し出があった場合において、その事案に関わる事実関係の迅速
かつ正確な確認および適正な対処として、次の措置を講じなけれ
ばならないと定められている。

①事案に関わる事実関係を迅速かつ正確に確認する。

【取り組み具体例】
◦相談窓口の担当者、人事部門または専門の委員会等

が、相談を行った労働者（以下「相談者」）および行為者
の双方から事実関係を確認

◦相談時は、相談者の心身の状況や当該言動が行われた
際の受け止めなどその認識にも適切に配慮

◦相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一
致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場
合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を
実施

◦事実関係の確認が困難な場合などにおいて、中立な第
三者機関に紛争処理を委任

◦上記内容を労働者に対して周知・啓発するための研修、
講習等を実施

②①により、職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確
認できた場合においては、速やかに被害を受けた労働者（以下、

「被害者」）に対する配慮のための措置を適正に行う。

【取り組み具体例】
◦事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係

改善に向けての援助
◦被害者と行為者を引き離すための配置転換
◦行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復
◦管理監督者または事業場内産業保健スタッフ等による

被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等を実施
◦中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を被害

者に対して実施
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③①により、職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が
確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正に
行う。

【取り組み具体例】
◦職場におけるパワーハラスメントに関わる言動を行った

者に対する懲戒規定に基づき、行為者に対して必要な
懲戒その他の措置を実施

◦事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係
改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すため
の配置転換、行為者の謝罪等の措置を実施

◦中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を行為
者に対して実施

④改めて職場におけるパワーハラスメントに関する方針を周知・
啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずる。なお、職場にお
けるパワーハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合
においても、同様の措置を講ずる。

【取り組み具体例】
◦職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨

の方針および職場におけるパワーハラスメントに関わる
言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、 
社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報または
啓発のための資料等に改めて掲載し、配布

◦労働者に対して職場におけるパワーハラスメントに関す
る意識を啓発するための研修、講習等を改めて実施

⑷ ⑴から⑶までの措置と合わせて講ずべき措置

本指針では、⑴から⑶までの措置を講ずるに際しては、併せて
次の措置を講じなければならないと定められている。

①職場におけるパワーハラスメントに関わる相談への対応または
当該パワーハラスメントに関わる事後の対応にあたっては、相
談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置
を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知する。

【取り組み具体例】
◦相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要

な事項をあらかじめマニュアルに規定
◦相談窓口の担当者が相談を受けた際には、上記マニュ

アルに基づき対応
◦相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談

窓口の担当者に必要な研修を実施
◦相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを

保護するために必要な措置を講じていることを、社内報、 

パンフレット、社内ホームページ等広報または啓発の 
ための資料等に掲載し、配布

②法令を踏まえ、労働者が職場におけるパワーハラスメントに
関し相談をしたこともしくは事実関係の確認等に協力した 
こと、都道府県労働局に対して相談したこと等を理由として、
解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に
周知・啓発する。

【取り組み具体例】
◦就業規則等の文書において、パワーハラスメントの相談

等を理由として、労働者が解雇等の不利益な取り扱い
をされない旨を規定し、労働者に周知・啓発

◦上記内容を社内報、パンフレット、社内ホームページ等
広報または啓発のための資料等で配布

６ その他、事業主が職場のパワーハラスメントに起因
する問題に関し行うことが望ましい取り組みの内容

本指針では、事業主が“講ずべき”措置以外にも行うことが望ま
しい取り組みの内容が示されている。あくまでも行うことが望ま
しい取り組みであるが、参考までに紹介したい。

⑴雇用管理上講ずべき措置に加えて行うことが
望ましい取り組み

①パワーハラスメントの相談窓口をその他ハラスメント（セクハ
ラ、マタハラ、育児休業等に関するハラスメント等）と一体的に
設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備する。

②職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解
消するため、a)コミュニケーションの活性化や円滑化のために
研修等の必要な取り組みを行う、b)適正な業務目標の設定等
の職場環境の改善のための取り組みを行う。

③労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見
交換等を実施する。

⑵自らの雇用する労働者以外の者（他社の社
員、個人事業主、インターンシップ等）に対し
て行うことが望ましい取り組み

①事業主自らおよび雇用する労働者が、労働者以外の者（他社
の社員、個人事業主、インターンシップ等）に対する言動につい
ても必要な注意を払うよう配慮する。

②職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針
の明確化等を行う際に、当該事業主が雇用する労働者以外の
者への方針も併せて示す。
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１）厚生労働省「（令和2年厚生労働省告示第5号）事業主が職場における
優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講
ずべき措置等についての指針」
<https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_
soti.pdf>（最終アクセス2020年2月21日）

２）厚生労働省HP、「データで見るハラスメント」
<https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/
statistics/>（最終アクセス2020年2月21日）

3）厚生労働省HP、「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
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（最終アクセス2020年2月21日）
4）厚生労働省「職場におけるハラスメント対策マニュアル」平成29年9月

注）

１）中小企業は2022年4月1日施行。中小企業の定義は中小企業庁HP、「中小企
業・小規模企業者の定義」による、<https://www.chusho.meti.go.jp/
soshiki/teigi.html>（最終アクセス2020年2月21日）

③労働者以外の者からパワーハラスメントに類すると考えられる
相談があった場合には、その内容を踏まえて、必要に応じて適
切な対応を行う。

⑶他の事業主の雇用する労働者等からのパワー
ハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為
に関し行うことが望ましい取り組み

①他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや
顧客等からの著しい迷惑行為に関する労働者からの相談に対
し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必
要な体制を整備する。

②労働者が当該相談をしたことを理由として、解雇その他不利益
な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発
する。

③事業主は、相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用
する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい
迷惑行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配
慮のための取り組みを行う。

④上記のような行為への対応に関するマニュアルの作成や研修
の実施等の取り組みを行う。

⑤業種・業態等における被害の実態や業務の特性等を踏まえて、
それぞれの状況に応じた必要な取り組みを進める。

７ 経営課題としてのハラスメント対策

ハラスメントがコンプライアンスリスクであることはもちろん
のこと、SNS等の発達により個人の情報発信力が強くなった
現代においては、ハラスメントは企業のレピュテーションを大きく 
下げる要因となっている。

2019年にメディアが取り上げたハラスメントに関連する主だっ
た企業不祥事の中には、SNSで炎上したことがきっかけでメディ
アに取り上げられた事例がある。事例では、騒動直後に株価が年
初来安値をつけ、直後の株主総会では株主から苦言が呈された
と報じられた。

職場におけるハラスメント防止は、今や企業の重要な経営課題
であり、対策が不十分な場合、優秀な人材の流出や企業価値の
毀損を招きかねない。事業主には雇用管理上講ずべき措置等に
ついて、厚生労働省の指針に沿った確実な体制構築と運用の実
施が期待される。

以上

パワーハラスメント
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訪日外国人

要旨
▪訪日外国人は年々増加しており、2018年に3,000万人を超え、政府は2030年目標数を6,000万人に設定している。
▪訪日外国人は東アジア圏からが7割強となり、リピーター率も増加している。訪日回数の増加により、地方を訪れる 

割合が高くなっている。
▪日本国内での自然災害は多発しており、訪日外国人の災害時の行動心理等を理解したうえで災害時対応の取り組み
を進めることが重要である。

▪2020年以降には国際的なイベントが地方でも開催されることから、都市部のみならず地方でも対策を進める必要が 
あり、官民連携して対策を講じることが重要である。

自然災害発生時の
訪日外国人対応

１ 訪日外国人の動向

⑴増加する訪日外国人

訪日外国人は2008年では835万人だったが、2019年では3,188
万人となり8年連続で増加している（図１）。政府は2030年に6,000
万人を目標に掲げ、訪日外国人数をさらに増加させる方針を打ち
出している。

⑵訪日外国人数の傾向（2008年と2018年の比較）

2008年と2018年の比較（次頁図２）では、各国共に来訪者数は
伸びており、来訪者数（2018）上位3国は中国が約8倍の838万人、
韓国約3倍７53万人、台湾約3倍4７5万人となっている。伸び率上
位として、ベトナムが約11倍、中国約8倍、フィリピン約6倍など東
アジアの増加が顕著なことが分かる。一方で、東アジアの増加に
は及ばないものの、北アメリカ、オセアニアにおいても2倍を超え、
ヨーロッパでも2倍近くの伸び率となっている（次頁図３）。
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【図１】訪日外国人客数（単位：万人）　　　　　　　　　　　（日本政府観光局（ＪＮＴＯ）資料1）を基に筆者作成）
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訪日外国人

⑶在留外国人

訪日外国人数だけにとどまらず、在留外国人も増加している。国
（総務省）は、多様な文化ニーズに応えるため、200７年より多文
化共生の推進に関わる指針・計画の策定を自治体に求めている
が、策定の通知から10年以上が経過しても約半数の自治体が未
制定となっており、道半ばである2）。

⑷訪日外国人リピーター率

201７年の訪日外国人の61.4％が、東アジアを中心に訪日回数
2回目以上のリピーターとなっている。リピーターの割合は、ほぼ
横ばいで推移しているが、リピーター数は大きく増加（2011年で
は401万人だったが、201７年は1,７61万人）している。また、訪日回
数が増えてくると、地方へ訪れる割合が高くなっている。一方で、
ヨーロッパ・北アメリカでは、訪日回数が1回目の割合が高い3）。

⑸訪日外国人の自然災害に対する知識・反応

訪日外国人は様々な国や地域から来訪するため、災害の経験
や知識についてばらつきがあり、また、土地勘がないため説明な
しに避難することが容易ではない。文化の違いから集団行動に
慣れ親しんでおらずトラブルに発展する可能性があることへの留
意も必要である。訪日外国人は、ＰＣ、携帯電話、スマートフォン 
およびタブレット端末といった情報ツールを活用し、日本に関する 

伸び率トップ10

2008年計 2018年計

国 人数 人数 2008年と2019年の
伸率

総数 8,350,835 31,191,856 373.5%

ベトナム 34,794 389,005 1118.0%

中国 1,000,416 8,380,034 837.7%

フィリピン 82,177 503,976 613.3%

インドネシア 66,593 396,852 595.9%

タイ 191,881 1,132,160 590.0%

マレーシア 105,663 468,360 443.3%

香港 550,190 2,207,804 401.3%

台湾 1,390,228 4,757,258 342.2%

ポーランド 10,265 34,706 338.1%

韓国 2,382,397 7,538,952 316.4%

北アメリカ 967,125 1,939,719 200.6%

オセアニア 278,988 630,527 226.0%

ヨーロッパ 886,723 1,720,064 194.0%

2008年

2018年

【図３】入国者数伸び率の大きい国トップ10
（日本政府観光局（ＪＮＴＯ）資料1）を基に筆者作成）

情報を自国や海外の様々な情報サイトを通じ、入手している。
訪日外国人にとって、宿泊施設などのスタッフは、日本で頼ること
のできる数少ない存在であり、共助の精神に基づき地元の住民
とも協力しながら、訪日外国人を支援することが求められる。

訪日外国人の地震についての知識・特有の反応については以
下の特徴がある4）。

【知識】
◦地震を経験したことがない訪日外国人は、地震が発生し

たことを理解できない可能性がある
◦震度とマグニチュードに関する知識が無いため、地震の揺

れの大きさや規模を理解できない
◦地震が発生した後、観光・宿泊施設において停電や断水

が発生することが予測できない
【特有の反応】
◦地震の規模が把握できないため、過剰な反応を示す傾向

がある
◦建物の安全性（建物の耐震に関する情報）について説明を

求めることが多い
◦地震の揺れに対する恐怖でパニックを起こし、一人でいら

れなくなる場合がある 
◦地震が発生した後も通常通りエレベーターを使おうと 

する人がいる
◦被災地からの移動や帰国を求めて交通情報についての 

質問が多く寄せられる

自然災害発生時の
訪日外国人対応

【図２】各国・地域別訪日外客数（単位：人）
（出典：日本政府観光局（JNTO）1））

訪
日
外
国
人
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２ 日本における国際的イベント等の開催

2019年は、G20大阪サミット、ラグビーワールドカップが開催さ
れ、外国人が多く来訪した。2020年以降も国際的なイベント注１）

が予定されており、大都市圏のみならず地方へも外国人が訪れる
ことが想定される。

また、イベントだけでなくＩＲ（統合型リゾート）や、ＭＩＣＥ 
（国際会議等）の誘致にも国は力を入れており、訪日外国人数を
増やすための施策が打ち出され、取り組みが全国で展開されて
いる。

⑴国内で2020年以降に予定されている国際的イベント

①2020年東京オリンピック／東京パラリンピック
開 催 予 定 ：2020年７月〜9月
開 催 地 ：東京都・千葉県・神奈川県・北海道等
選 手 数 ：オリンピック11,090人　パラリンピック4,400人
観 客 数 ：オリンピック900万人　パラリンピック230万人

②ＦＩＡ世界ラリー選手権（ＷＲＣ）日本ラウンド
開 催 予 定 ：2020年11月
開 催 地 ：愛知県・岐阜県

国際自動車連盟（ＦＩＡ）が主催するラリーの世界選手権と
して、欧州を中心にアフリカ、中南米、アジア、オセアニアなどで 
開催される。欧州や南米ではＦ1に勝るとも劣らない人気を誇る。
観光庁の調査によると、2019年に開催されたラグビーワールド
カップでは、欧州やアメリカなどからの観戦客が多く、観戦者の宿
泊費や飲食費は、平均的な訪日外国人に比べ高い傾向がみられ
たが、同選手権でも同様の傾向が予想される。

③ワールドマスターズゲーム関西
開 催 予 定 ：2021年5月
開 催 地 ：大阪府・京都府・奈良県・兵庫県・和歌山県・滋賀

県・福井県・鳥取県・徳島県
目標動員数 ：5万人（国外参加2万人、国内参加3万人）

国際マスターズゲームズ協会（ＩＭＧＡ）が4年毎に開催する、
おおむね30歳以上のスポーツ愛好者が参加する生涯スポーツの
国際総合競技大会。第1回は1985年にカナダのトロントで開催さ
れ、2021年の第10回大会は、アジアでは初めてとなる日本（関西
地域）で開催される。

④大阪万博
開 催 予 定 ：2025年5月〜11月
開 催 地 ：大阪府
目標動員数 ：2,800万人（含日本人）

⑵ＩＲ（統合型リゾート）

開 催 予 定 ：2025年ごろの開業を目指している
開催候補地 ：東京都・横浜市・愛知県（名古屋・常滑市）・和歌

山市・大阪府・長崎市等

⑶ＭＩＣＥ（マイス）誘致

国（観光庁）では、国際会議等のＭＩＣＥ開催地としての日本の
認知度向上のため、海外見本市への出展等各種プロモーション
事業を実施するとともに、国際会議の誘致・開催活動を展開する
主催者等に対して具体的な支援を行っている。

３ 外国人来訪者の災害時における行動

⑴2019年の日本での大規模災害の状況

2019年には震度6弱を超える地震が3件、また、豪雨・台風に 
よる大規模な災害が各地で発生した。観光庁の統計調査からの
推計値ではあるが、これらの災害発生時に被災地に訪れていた
外国人宿泊者は全国で12万人に達する（次頁表１）。

⑵災害時の訪日外国人の行動

多くの訪日外国人は、インターネットやＳＮＳ等で情報の入手
を図っており、幅広い関係者が連携し情報入手手段を多重化す
る必要がある。また、インフォメーションセンターでの災害情報
の提供など、直接情報提供を受けることができる場所が求められ
ており、対人での多言語対応が必要であることがわかる。訪日外
国人の災害時（地震時・台風時）アンケート（㈱サーベイリサーチ 
センター）10）の主な回答を以下に紹介する。

①地震がおさまった後の行動
◦インターネットやＳＮＳで情報を得ようとした
◦その場で様子を見た
◦インターネットやメール、ＳＮＳ等で家族や友人と連絡を取り

あった

②地震発生時に困ったこと
◦停電で情報入手及び提供が困難
◦停電でスマートフォンの充電が困難
◦コンビニ・スーパーでの物資不足
◦すべての日程が狂い多額の負担が生じた
◦言葉がわからずどこに行けばよいかわからなかった
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訪日外国人

③地震発生時に希望する対応
◦充電ポイントなどの提供
◦インフォメーションセンターを充実
◦母国語のマニュアル配布
◦避難誘導などわかる言語
◦災害・交通・避難情報を多言語で提供

④台風接近時にした行動
◦インターネットやＳＮＳ、テレビ、ラジオで台風情報を知ろうと

した

⑤台風発生時に困ったこと
◦空港や交通機関が止まった
◦言葉がわからずどこに行けばよいかわからなかった
◦空港や交通機関の情報や動向が把握できなかった

⑥台風による災害発生時に希望する対応
◦インフォメーションセンターでの災害情報提供の充実
◦交通・飛行機の情報など説明できるインフォメーションセン

ター設置
◦テレビ等で自分にわかる言語の災害・交通・避難情報の提供

４ 訪日外国人向け災害時対応の取り組み

⑴国（観光庁）の取り組み

国では、災害等の非常時でも訪日外国人が正確な情報を迅
速に入手でき、安心して旅行できる環境の整備に向け、「非常時
の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急対策」が2018年 
9月に決定された。訪日外国人向けにコールセンターを開設や、
災害時情報提供アプリの充実など、多言語に対応しつつ、様々な
場面における訪日外国人の情報入手手段の多重化を図っている 

（次頁表２）。

⑵自治体の取り組み
　

①東京都の取り組み16）

東京都では、外国人に向けて、防災・減災について学び、体験す
る機会として「外国人のための防災訓練」を2013年度から毎年実
施（2019年度で７回目）している。訓練内容は、起震車等による災
害体験、避難所体験、初期消火や煙体験等の体験型の訓練など。
また、この訓練は都防災（語学）ボランティアのスキルアップの場
としても役立っている。

災害分類 災害名 時期 災害規模 主な被災県※1 推定外国人
宿泊者数※2

1 風水災 令和元年台風19号 10月11日
〜12日頃

東京都大田区羽田で風速34.8メートル、
東京都神津島村で最大瞬間風速44.8メートルを観測
神奈川県足柄下郡箱根町1001.5ミリ、静岡県伊豆市760.0ミリ

【死者】99名（うち災害関連死者2人）
【行方不明者】3名　【重傷】40名　【軽傷】444名
【全壊】3,081棟　【半壊】24,998棟　【一部破損】26,284棟
【床上浸水】12,817棟　【床下浸水】24,472棟

宮城県
福島県
茨城県
栃木県
埼玉県
千葉県

神奈川県
長野県

58,761

2 風水災 令和元年台風15号 9月5日
〜9日頃

千葉市で最大風速、35.9メートル、
最大瞬間風速57.5メートルを観測
静岡県伊豆市天城山441.0ミリ、静岡県伊豆市湯ケ島308.5ミリ

【死者】東京都1名　【重傷】13名　【軽傷】137名 
【全壊】342棟　【半壊】3,927棟　【一部破損】70,397棟
【床上浸水】127棟　【床下浸水】118棟

千葉県 21,330

3 風水災 令和元年8月
九州北部豪雨

8月26日
〜28日頃

長崎県平戸市434.0ミリ、佐賀県佐賀市390.0ミリ
【死者】4名　【重傷】1名　【軽傷】1名
【全壊】95棟　【半壊】877棟　【一部破損】53棟
【床上浸水】904棟　【床下浸水】4,739棟
【断水】最大2,915戸

佐賀県
長崎県 6,272

4 地震 山形県沖で発生した
地震 6月18日 最大震度6強、マグニチュード6.7　【震源地】山形県沖 山形県

新潟県 732

5 地震 北海道胆振地方中東
部で発生した地震 2月21日 最大震度6弱、マグニチュード5.8　【震源地】北海道胆振地方中東部 北海道 36,372

6 地震 熊本県熊本地方で
発生した地震 1月3日 最大震度6弱、マグニチュード5.1　【震源地】熊本県熊本地方 熊本県 2,345

【表１】2019年の日本での大規模災害の状況と推定外国人宿泊者数

※１【台風情報】内閣府作成資料等から、避難指示等を発令した都道府県を記載
【地震情報】震度６弱を計測した都道府県を記載

※２【宿泊者数】観光庁宿泊旅行統計調査より災害発生月の外国人宿泊者数を災害日数で除した数値　　　　　　　　　　　（参考文献5）6）7）8）9）を基に筆者作成）

2019年の日本での大規模災害の状況 （単位：人泊）

訪
日
外
国
人
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外国人来訪者や在住外国人向けに、緊急時「ハンドマニュア
ル」、「防災リーフレット」、「東京防災」、「防災ポケットガイド」など
を多言語で作成し、配布している。

都公式の防災アプリ「東京都防災アプリ」は、「あそぶ」「まなぶ」
「つかう」をコンセプトに、防災の基礎知識を得られ、英語、中国
語、韓国語に対応した、災害時に支援を求める会話集（ヘルプカー
ト）など、災害時に役立つ様々なコンテンツが掲載されている。

②神奈川県（かながわ国際交流財団）の取り組み1７）

外国人が災害に備え、情報を得られるように防災多言語パン
フレットとして、「地震編」、「台風・大雨編」を作成。同パンフレット
は、6言語（英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、
ベトナム語）ごとに作成され、すべて日本語を併記し、日本語が 
分かる人と一緒に読むことができる。

災害用伝言ダイヤル1７1の使い方や避難所の過ごし方などを 

コンパクトにまとめた「災害のときの便利ノート」を作成。「持病
の薬」や、「パスポート番号」など、避難に必要な情報や連絡先を 
書き留めるスペースを多くとり、実際の災害に有用なリーフレッ
トになるよう工夫している。全11言語ですべて日本語併記され
ている。

③岐阜市の取り組み
岐阜市では、在留外国人約1万人向けに自然災害や防災につ

いての講習会を毎年実施している。また、避難誘導を行うときに
使用できるツールとして、非常時用「指さしコミュニケーション
シート」（6カ国語対応）をハザードマップに掲載している。市内避
難所ごとに配備されている「避難所開設セット」内には、避難所用

「指さしコミュニケーションシート」（4カ国語対応）が用意され 
避難所受け付けなどの初動時に役立つツールを準備している

（写真1）。

名称 概要 対応言語

ＪＮＴＯコールセンター11)
自然災害等の非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のため、
365日、24時間、多言語で対応するコールセンター「Japan Visitor 
Hotline」を開設

英語、中国語、韓国語、日本語
対応範囲：緊急時案内（事故・病気等）、災害時
案内、一般観光案内

災害時情報提供アプリ
「Safety tips」12)

国内における緊急地震速報・津波警報・気象特別警報等を11カ国語
で通知するプッシュ型情報発信アプリ。避難フローチャートやコミュニ
ケーションカード、災害情報ＨＰリンク集など、様々な機能がある

英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、日本
語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ
語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語

Safety Information Card13)
訪日外国人旅行者の方々に、災害発生時を含め、安全・安心に日本に
滞在できるよう、有用と思われるウェブサイト・アプリ等の情報をまとめ
たリーフレット(Safety Information Card)等を制作

英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語

外国人観光客受入医療機関
検索ページ14)

観光庁では、外国人観光客の受け入れに対応した各地の医療機関を
検索できるサイトを作成

英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、日本語

（一財）自治体国際化協会15)

◦多言語生活情報として、在留外国人向けに14カ国語で生活情報ガイ
ドを案内。やさしい日本語版もある

◦災害時多言語情報として、「災害時多言語表示シート」、「災
害時ピクトグラム」、「多言語避難者登録カード・食材の絵文字

（FOODPICT）」など災害時に避難所などに活用できるツールや、
作り方などの動画をHPで紹介している

英語、ドイツ語、中国語、韓国朝鮮語、フランス
語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベト
ナム語、インドネシア語、タイ語、ロシア語、ミャ
ンマー語、日本語

【表２】訪日外国人の情報入手手段の多重化

【写真１】岐阜市指さしコミュニケーションシート　　　　　　　　　　　　（筆者撮影）
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④岐阜県の取り組み18）

市町村が発信した災害情報（避難勧告・避難指示）と、「ぎふ
川と道のアラームメール」で発信される情報のうち、避難判断水
位、氾濫危険水位、土砂災害警戒情報をリアルタイムで（公財）岐
阜県国際交流センターのフェイスブックに多言語で自動掲載し、
在住外国人の方々へ災害情報を提供。市町村においても情報発
信に活用できるよう翻訳テキストをメールで提供している。 

［発信情報］避難勧告、避難指示、避難判断水位、氾濫危険
水位、土砂災害警戒情報 

［ 対 応 言 語 ］やさしい日本語注2）、英語、中国語、ポルトガル語、 
タガログ語、ベトナム語 

［運用開始日］平成31年4月1日

⑤高知県（高知県国際交流協会）の取り組み
南海トラフ地震で甚大な災害が予想される高知県では、「地震

に備えるための多言語パンフレット」、「やさしい日本語版南海地
震啓発パンフレット」、「災害発生時携帯カード」、「多言語応急手
当マニュアル」、「多言語津波ハザードマップ」などを作成し、外国
人への地震・津波への対策を促している。「地震に備えるための
多言語パンフレット」には、外国人にとってなじみがなく理解しに
くいと思われる地震発生時の対応方法（家具の固定、地震保険
への加入促進等）や、孤立しがちな外国人に地域とのつながりを
保つよう促すことが盛り込まれている（写真2）。

⑥佐賀県の取り組み19）

佐賀県では、外国人観光客向け多言語コールセンターを設
置、24時間365日、観光案内や通訳サービスを14言語で対応して
いる。コールセンターと3者間通話でも通訳対応が可能。外国人
来訪者の利用だけでなく、外国人来訪者との対応で困った際に、
県民や県内事業者もサービス料無料（通話料は別途かかる）で
利用が可能である。

◦外国人来訪者が目の前にいるとき
例：レストランでお客さまが何と言っているのかわからない

◦外国人来訪者へ連絡をしたいとき
例：お客さまの忘れ物の連絡をしたい

◦外国人来訪者が連絡をしたいとき
例：お店へのアクセスを詳しく聞きたい

「多言語コールセンター」の2018年度の利用数は、5,303件で
あった。

⑶多言語音声翻訳システム（VoiceTra）の活用

外国人が訪日中に困ったこととして、「施設等のスタッフとの 
コミュニケーションがとれない」ことが最も多いというアンケート
結果を踏まえ、多言語音声翻訳システム（VoiceTra）の普及が有
効な手段として期待されることから、2018年から2019年にかけて
観光庁による効果検証事業が実施された20）。事業に参加した施
設からは以下のような意見が寄せられており、また、VoiceTraを
使用することでコミュニケーションは成立すると考えている外国
人が95％、訪日時の満足度が高まると考えている外国人も95％と
の調査結果であり、多言語コミュニケーション強化に向け、各施
設において積極的な導入が期待される。

【参加施設の声】良かった点、利便性が高まった点
◦データが蓄積されることで、定型文として繰り返し使用で

き、対応がスムーズになった
◦色々な国の言葉に対応でき、非常に助かった。文書も、 

ほぼ思い通りに変換できた
◦交通が乱れた時や天気で予定が変わる時の説明に活用

できた
◦施設館内で、落とし物をされたであろう中国人、韓国人の

お客さまに対して、館内放送でアプリを通してお呼びかけ
ができた事は、良かった

⑷民間の取り組み

民間事業者から訪日外国人向け防災ツールと提供されている
ものをいくつか紹介したい。

①三井住友海上：スマ保『災害時ナビ』21）

東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模自然災害に遭遇したと
きでも、利用者が無事に避難できることを目指して「スマ保『災
害時ナビ』」を開発し、無料アプリとしてサービスを提供してい
る。避難所への誘導機能や災害時のノウハウが確認できる仕組
で、英語、中国語、韓国語に対応し、日本に滞在する留学生や、
外国人観光客向けにもサービスを提供している。ハザードマップ

（土砂災害警戒区域・洪水浸水想定区域・津波浸水想定区域）
が地図上に重ねて表示され、避難所を探す際、危険区域の確
認ができ、安心・安全な避難行動が可能である。また、防災情報

（避難勧告等の防災関連や気象関連の情報）の翻訳も対応で
きる。

【写真２】高知県国際交流協会発行の啓発パンフレット等　　　　（筆者撮影） 訪
日
外
国
人
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②ＮＴＴドコモ：はなして翻訳22）

スマートフォンを通じて、話した言葉をお互いの母国語に翻訳
できるアプリ。国内での訪日外国人とのコミュニケーションや、 
海外旅行時のコミュニケーションにも役立つ。

日本語が話せない外国人との会話を翻訳する音声翻訳機能
（12言語対応）や、「はなして翻訳」で電話をすれば、お互いの
言葉に続き翻訳された言葉を伝えることができ、外国人と母
国語（3言語）での会話を楽しむことができる。また、画像から 
翻訳が可能で、看板・新聞などを撮影すると、写真内の文字を認
識し翻訳（8言語）する機能も備えている。

③ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研：Evacuation Guide（避難
マップ）23）

訪日外国人には土地勘がなく、地震や津波に見舞われても、 
的確な避難が難しいものと考えられる。また、地震・津波の体験
自体がないことから、恐れない・逃げないという事態も予想され
る。このような状況を踏まえ、防災・減災の取り組みの一つとし
て、訪日外国人が手に取る観光マップに避難経路・避難所や緊急
時にどう対応すべきかの情報を盛り込んだ「Evacuation Guide

（避難マップ）」の作成支援コンサルティングを主に自治体向け
に提供している。

④ＮＰＯ法人インターナショナルコミュニティ倶楽部：防災を学
べる国際かるた大会24）

外国人が多く滞在する京都市で、在留外国人、留学生、児童 
および高齢者を対象に災害対応を学べるかるた大会（「防災か
るた」および「避難所・避難生活マナーかるた」による）を実施し、 
かるたを通して、避難所の意味、避難所が近隣の学校に開設する
こと、地域における災害リスク、避難所生活時のマナー等を伝え
ている。大会終了後には、参加した地域の小学生が参加外国人
の母国文化について学んだり、小学生が英語でのコミュニケー
ションチャレンジをしたり異文化交流の貴重な機会にもつながっ
ている。また、同大会は回を重ねるごとに参加者が多様化し、同
倶楽部では、中国語と韓国語版の「防災かるた」を作成。英語版

「防災かるた」や、新規言語版作成、観光客向け災害時対応のあ
り方を学ぶ機会等の検討を行っている。

　

５ まとめ

国際的なイベントの開催や政府方針もあり、今後も世界の様々
な国からの訪日外国人数増加が見込まれる。多種多様な外国人
に対し、きめ細やかな情報提供が求められることから、国・自治体
が防災マニュアル、危機管理対策指針等のさらなる充実や、官民
連携取組を促進することが不可欠である。実際の災害時対応と
して、国・自治体・民間には、次の役割を提言したい。

⑴国の役割

増加する訪日外国人に対し、入国前の段階から日本での自
然災害等に対する知識や緊急時の案内体制等の情報を伝える 
必要がある。入国後の災害時には、様々な媒体による多言語での
情報提供、インフォメーションセンター等による直接情報提供を
受けることができる場所が求められていることから、さらなる財政
支援を図る必要がある。

訪日外国人は様々な国や地域から来訪するため、国によっては
自然災害（地震・津波等）の発生頻度が低く、自然災害に対する
知識が乏しい外国人がいることなどの情報発信をすることが必
要である。

⑵自治体（市町村）の役割

国際的なイベント招致等の訪日インバウンドプロモーション
の一方で、自治体には不慮の事態を想定し対応することが求め
られる。

前述した多言語音声翻訳システムの導入・利用促進を行い、行
政窓口・観光窓口・教育現場等で平常時から活用することで日々
の訓練になり、翻訳システムにデータが蓄積され、有事の際の対
応が早くなる。平常時に使用しているシステムを災害時にも活
用することで避難誘導、館内放送、避難所対応でのコミュニケー
ションの充実を図ることが期待でき、対人で会話ができる翻訳 
システムの導入は重要となる。さらに、「やさしい日本語」で避難
所等の案内看板を表記することや、災害時支援パンフレットの作
成、また、緊急時の防災無線での丁寧なアナウンスを心がけるこ
とも必要となる。やさしい日本語で情報を伝えることができれば、
少しでも日本語が分かる外国人が、日本語が分からない外国人
に説明したり、ＳＮＳに投稿したりすることで、より早く情報が伝
達できる可能性がある。

地方での避難所運営は地域住民で担うことが求められ、高齢
化が進む地域では避難所生活が長期化すると運営に支障をきた
す事も想定される。翻訳システムを活用し、外国人とコミュニケー
ションが図れれば、避難所の運営等にも外国人が協力してくれる
ことも期待できる。

災害時の情報伝達として、ＳＮＳ、スマートフォンアプリ、翻訳 
システムの活用を推進する一方で、充電（電力供給）の必要があ
る。災害時は停電等も想定されることから、電源供給体制の確保
を、民間と連携し準備することが必要となる。

多言語対応するうえで、英語、中国語、韓国語は対応不可欠な
言語である。国際的なイベントを開催する地域では、地域住民も
英語などを少しは話し、対応することがおもてなしにつながる。 
また、多文化交流イベントには子どもの参加を図ることで、日本語
以外の言語への興味・関心を高め、2020年度から始まる小学校
での英語科目の必修化を契機に英語を話せる住民を育てていく
ことが重要である。
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注）

１）ラグビーワールドカップ、夏季オリンピック、ワールドマスターズゲームが、同一
国で連続して開催されることは、世界初となり、国内では「ゴールデン・スポーツ
イヤーズ」と呼ぶ動きもあり、訪日外国人の誘致に大きな期待が高まっている

２）「やさしい日本語」とは、「高台に避難」⇒「高
たか

いところに逃
に

げて」など日本語に 
不慣れな外国人に対してもわかりやすくした日本語

【火災・地震発生時の「やさしい日本語」9の基本フレーズ】
①「〇〇（場所）で火事です。」(危険情報の表現)
②「〇〇（行動・場所）は危険（あぶない）です。」(危険情報の表現) 
③「今の場所にいてください。」（禁止表現）
④「エレベーターは使うことができません。」（禁止表現）
⑤「逃げるときは、お知らせします。」（誘導表現）
⑥「今すぐ逃げてください。」（誘導表現）
⑦「私の後について来てください。」（誘導表現）
⑧「この建物は安全です。」（安心情報の表現）
⑨「すぐに係の人が来ます。」（安心情報の表現）
出典元:【総務省消防庁】外国人来訪者や障害者等が利用する施設における 
災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン（2019年6月28日）

⑶民間の役割

地方創生の観点から、民間には自治体との協業により地域
の課題解決に向けた取り組みをすることが求められる。防災協
定を締結し、官民合同での防災訓練などの事業を行うことで、 
有事の際に活かせる取り組みとなることが考えられる。自治体
は平常時から対策を検討していく必要があるが、対策をとるた
めには行政コストもかかる。民間企業等と連携し対策を進めて
いくことで、民間のノウハウやリソースの活用を、緊急時の態勢
づくりの充実化やコスト削減につなげることができる。また、自
治体職員の意識向上や、自治体内の組織間の関係を円滑にす
ることを期待する。大規模な災害発生時は国、地域が混乱状態
となり自治体も手一杯となる事が想定される。避難者が多数の 

場合、避難所で受け入れができないことも想定される。地域
内の企業オフィスや店舗を一時避難所として開放することや、 
民泊を避難所に切り替える仕組み、空き家を避難所として活用
するなど、民間には自治体との防災・減災に対する連携に積極
的に取り組むことが期待される。

以上
　　

訪
日
外
国
人
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要旨
▪認知症予防では一次予防の重要性が共通認識として形成されつつあるが、一次予防を考えるうえで、生涯を通じた
トータルな“脳の発達”から認知症をとらえるという視点も意識しておく必要がある。

▪脳の体積と認知機能には密接な関係があり、脳の萎縮を抑制することが認知症対策には重要である。脳の萎縮を促
進する可能性がある危険因子としては、喫煙・飲酒、肥満や糖尿病、高血圧などがある。

▪認知症リスク軽減策としては、有酸素運動、知的好奇心、会話などが有力とされているが、特に知的好奇心は感情と記
憶を深く結び付け、認知症に強い健康な脳を維持する効果が期待できる。

▪健康な脳の維持には主観的な幸福度が重要である。主観的幸福度は難しいことではなく「知的好奇心を刺激しなが
ら、プラス思考で人生を楽しむ」ということである。

“生涯健康脳”による
認知症予防の可能性
認知症対策の新潮流③

基礎研究レポート

脳の健康から考える認知症1

⑴一次予防の重要性

認知症の定義やその発症メカニズムなどの研究につい
ては、前々号（RMFOCUS Vol.71、2019 autumn）や前号

（RMFOCUS Vol.72、2020 winter）で解説されているとおり
である。また、「認知症予防の基本的な考え方」についても前号
に掲載されているが、本稿では筆者の研究テーマである脳の発
達という視点から“生涯健康脳”というワードをポイントに、認
知症予防の可能性について解説する。

高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病と同様に、
認知症についても予防や進行抑制が重要である。予防は三つ
の段階に大別でき、医師が行う治療は三次予防である。既に
認知症と診断された患者に対し、症状が悪化しないように行う
行為がこれに当たる。また、その前段階として、認知症予備軍と 

称される軽度認知障害（MCI）の患者に対し、早期発見、早期
治療を行うのが二次予防である。

しかし、二次もしくは三次予防は、基本的に加齢により認知
症リスクが高まった段階において実施される予防であり、認知
症の根本的な治療薬や治療法が確立されておらず、医療費の
増大や2025年問題などが差し迫った現在においては、さらに
前の段階から継続的に認知症リスクを軽減する一次予防がよ
り重要である。この一次予防を考える上で重視すべき視点が、 
“認知症を発症させない健康な脳”の獲得である。

⑵生涯を通じた視点

認知症は“脳の病気”といえるが、認知症を専門とする医師の
間でも、幼少期を含めた“一元的な脳の発達”という視点で研究
している専門医は少ないだろう。筆者が所属する東北大学加
齢医学研究所では、生まれてから天寿を全うするまでの人生を
一元的にとらえて研究している。早ければ乳幼児から発症する 

東北大学 
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東北メディカル・メガバンク機構
教授　医師/医学博士　    瀧
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自閉スペクトル症や注意欠陥多動性障害（ADHD）といった脳
に起因する病気も対象であり、認知症もその一つである。この
ため、一次予防においては高齢になってはじめて「認知症が心
配なので運動を始める」といった考え方ではなく、幼少期まで
含めた早い段階からの包括的で継続的な意識と行動が生涯に
わたる健康維持には重要であり、その結果として予防、あるい
は発症を遅らせることができるものの一つが認知症である、と
いうとらえ方である。

もちろん、何歳であっても行動変容を起こすことは大切だが、
幼少期から健康な脳の発達を促すことが健康で幸せな人生を
実現する、といったトータルな視点が必要だろう。

脳の萎縮を進行させる要因2

⑴個人差がある脳の萎縮

遺伝的に発症リスクが高いごく一部の疾患を除き、認知症を
含めた多くの疾患は遺伝的要因と生活習慣のインタラクショ
ン（相互作用）によるものである。疾患によってどちらの要因が

より大きいかという問題はあるが、患者本人にはどうしようも 
ない遺伝的要因に対し、生活習慣に起因するリスクについて
は、本人の意識と努力次第で軽減することができる。また、幼少
期からすでに始まっている継続的なリスクの増大を、いかに早
い段階から取り除いていくかという視点が重要である。

脳は加齢に応じて萎縮し体積も減少する。このため、認知機
能が低下していくことは避けられない宿命である。ただ、どのよ
うな人生を歩んだかによって、萎縮の程度やスピードは異なる。

図１は40代～70代の各年代における、健常者の脳MRI画
像である。黒く見えているところが脳灰白質であり、白く見えて
いるのは脳脊髄液である。どれだけ健康な人であっても、脳は
加齢とともに萎縮していることが見て取れ、記憶や理解、理性
のコントロールといった高次認知機能については脳の萎縮に
伴い低下していくことが知られている。ただ、同じ60歳の脳で
あっても、健常者と何らかの脳の疾患がある患者とでは、脳の
萎縮の度合いが異なる（図2）。認知症を考える際も、「こうし
た違いがなぜ起こるのか」ということを突き詰めていくことが
必要である。

【図2】年齢を考慮すると萎縮している脳（60歳）
（出典：Taki et al, 臨床放射線,2005）

【図1】年齢相応と考えられる脳（男性）     （出典：Taki et al, 臨床放射線,2005）
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前頭葉

後頭葉

側頭葉
小脳

頭頂葉

前頭前野

⑵脳を萎縮させる主な要因

脳の中で「人間らしさ」や「人間の心」を担うのは、脳の前方に
位置している前頭葉の大部分を占める前頭前野である（図3）。
この前頭前野の体積が大きいほど、高齢であっても高次認知
機能は保たれることが判明している。脳の体積と認知機能には
密接な関係があり、「いかに脳を萎縮させないか」ということが
認知症対策にとって重要となる。そこで、脳の萎縮を進行させる
いくつかの危険因子について指摘しておく。

①喫煙・飲酒（過度な飲酒）
タバコを吸うと肺胞が炎症を起こし、肺胞壁の破壊が進行す

る。進行することでガス交換をする肺の機能が低下し、結果的
に体全体が酸素不足の状態となる。当然、脳も酸欠状態となる
ため、脳にダメージを与えると考えられる。

アルコールも危険因子の一つである。特に飲酒することで 
発生するアセトアルデヒドの分解酵素（アルデヒド脱水素酵素）
活性が低い人が無理に飲酒すると、脳の萎縮要因となることが
ある程度判明している。また、アルコールの摂取量と脳の堆積
には相関関係があり、摂取量が多い人ほど脳の萎縮がみられ、
中でも前頭前野の領域が萎縮することが知られている。

アルコールに弱い人はできるだけ飲酒を避け、ある程度飲め
る人も控えめにする必要がある。

②肥満と糖尿病
中年期の肥満が高齢期になってからの認知症リスクを高

めるという報告は多い。筆者たちの研究グループによる検証
でも、BMI（Body Mass Index）注1）の数値が高いほど、脳の
中枢である海馬が顕著に萎縮しているという結果が出ている

（図4）。ただし、認知症リスクを高めるのは内臓脂肪型肥満
であり、女性に多い皮下脂肪型肥満では認知症リスクとあま
り関係がない。男性に多い内臓脂肪型肥満が、最も注意すべ
き肥満であるとされている。糖尿病になるとインスリンが不足
するため、アミロイドβというたんぱく質が分解されず脳に蓄
積しやすくなる。アミロイドβたんぱく質は認知症で最も多い
アルツハイマー型認知症の発症要因注２）と考えられており、特
に二型糖尿病は認知症リスクが高い注３）ことが知られている。

【図4】BMIと脳の萎縮の相関図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：Taki et al., Obesity2008）

【図3】脳の部位の概念図（前頭前野）　　　　　　　　　　　（筆者作成）
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③高血圧や脂質異常症
高血圧や脂質異常症、それに伴う動脈硬化は脳血管性認知

症の発症要因となるが、徐々に進行するアルツハイマー型認知
症とは異なり、脳血管障害が突然に重度の認知症を発症させ
る可能性がある。ただ、糖尿病を含めた生活習慣病については
加齢とともにある程度発症してしまうこともあるため、血圧や血
糖などの異常を治療や服薬、あるいは食事などを通じて、いか
に悪化しないようコントロールするか、という視点と対策が重
要である。

リスク軽減への対策3

⑴エビデンスが多い対策

認知症リスクを下げる、つまり脳の萎縮を抑え健康な脳を 
いかに持続させるかという視点で考えると、まず前述した因子
リスクを下げることが挙げられる。その他にも世界中でいろい
ろな説が提示されているが、エビデンスレベルでの高い可能性
を指摘できるものは多くはない。そうした中で、比較的信頼性
が高いエビデンスに基づく対策を三つ紹介する。

①適度な有酸素運動
運動の有効性は生活習慣病の予防策として指摘されている

ものであり、認知症予防にも当てはまる。高齢者の場合は1日30
分程度の有酸素運動が有効とされており、運動時間もさること
ながら、より大切なのは継続性・習慣化である。継続性がなけ
ればあまり意味はなく、たとえ15分であっても持続することの
方が重要である。身体に問題がないのであれば、やや息が弾む
といった有酸素運動を、自分の体調や生活のリズムに合わせて 
実施するようにしたい。

有酸素運動の有効性が指摘されている理由は、脳細胞のエ
ネルギー源ともいえる重要な栄養素「BDNF（脳由来神経栄養
因子）」注４）という物質が、有酸素運動によって体内でつくられる
からであり、この栄養素は脳の中枢を担う海馬と大きく関わっ
ている。BDNFは加齢とともに減少するが、認知症の発症者は
減少が著しいことが判明している。つまり、BDNFが減少すると
脳の萎縮が進行するが、有酸素運動をすることでBDNFがつく
られると海馬の体積を増大させ、認知機能が高まると考えられ
る注５）。また、有酸素運動はアミロイドβたんぱく質を壊す酵素
を発生させ、脳への血流を増加させるとされている。あるいは、
感情をコントロールする物質の生成を促し、動脈硬化を引き起
こす物質や遺伝子を傷つける物質の排出を促進するなど、認知
症に限らず脳の健康を保つために有効であることが解明されつ
つある。

②知的好奇心
加齢は様々な高次認知機能を担う側頭頭頂接合部の萎縮も

進行させるが、筆者たちの研究では知的好奇心が強い人ほど、
弱い人よりも萎縮が抑制されるという結果を得ている。人は好
奇心を抱いているときは、好奇心を記憶に結びつけるドーパミ
ンという脳内物質が分泌されて記憶効果がアップすることが知
られており、好奇心による活動は短期記憶だけでなく、長期記
憶になることを促す。知的好奇心こそ、脳にとって最高の栄養素
といえるだろう。

脳には可塑性があるため、知的好奇心を持つことは「何歳ま
でに」ということではなく何歳であっても健康な脳を維持するた
めに効果的だと考えられる。知的好奇心を刺激する趣味はいつ
からでも始めることができ、認知症のリスク軽減につながる可
能性がある。

③コミュニケーション（会話）
普通、人が会話をするとき、一方的に話しているわけではな

く、相手の表情やしぐさ、相手がどんな気持ちで聞いているか
など、様々なことを同時に考えながら話している。「相手の立場
を考えて次の言葉を投げかける」、こうした言葉のキャッチボー
ルでは互いに共感を求めながら、人間らしさの源である前頭葉
をフル活用している。会話は脳の活性化を促すため、コミュニ
ケーションを図ることも認知症リスク軽減に有効と考えられて
いる。

⑵その他の対策

上記以外で、比較的エビデンスが蓄積されているものとして
は以下のようなものがある。

①バランスのとれた食事
食事については、ある栄養素が含まれる食品が体に良いとい

う報道があると売り切れになるような現象もみられるが、いくら
体によくてもそれで足りるというものではない。認知症のみなら
ず、あらゆる疾患を予防するという観点からも、大切なのはカロ
リーを控えた栄養バランスの良い食事である。そういう意味で
は洋食よりも和食や地中海食注6）、肉類よりは魚介類中心の食
事が適している。

②脳トレーニング
そもそも、脳の活性化を目的として生み出されたものが脳ト

レーニング（通称、脳トレ）であり、脳の活性化に効果的である
とされている。現在では様々な脳トレ紹介本やゲームソフト、ス
マートフォン用アプリも開発されているため、少しでも「面白い」
と思うものを見つけて、通勤時間やコーヒータイムなどを利用
して活用するといいだろう。ただ、無理に始めようとするとストレ
スになるので、興味があればという程度でよい。
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③適度な睡眠
十分な睡眠時間については個人差も大きいことが指摘され

ているため、各自が理想とする睡眠時間を確保することが大切
で、寝過ぎもよくないとされる。睡眠は体の疲れを解消すること
はもちろん、アミロイドβたんぱく質を脳から洗い流すという研
究結果注7）もあり、質の良い睡眠が認知症のリスク軽減に有効
だとされている。

なお、睡眠については脳の発達とも大きく関係しており、筆者
たちの研究でも幼少期に睡眠時間が少ないと、海馬が萎縮す
るという結果を得ている（図5）。幼少期に形成された脳が大人
の脳の土台となるため、幼少期の十分な睡眠が将来的に認知
症に強い脳を形成する可能性がある。発達段階に応じた適度
な睡眠が海馬の発達を促し、認知症のみならず、うつ病などの
予防にもつながる可能性が注目されており、筆者が“生涯健康
脳”を唱える所以である。

⑶感情と知的好奇心

繰り返しになるが、先述した認知症リスク軽減策のなかで、
最も推奨したいのが知的好奇心（趣味）である。「ドキドキ」「ワ
クワク」といった感情が伴う知的好奇心がなぜ脳に良いのかに
ついては、脳科学的にもう少し補足しておきたい。

好き・嫌い、心地よい・不快といった感情を仕分けするのは 
扁桃体であり、「楽しい！」「嬉しい！」などと感じると、扁桃体は
報酬系と呼ばれる神経機関に指令を出して神経伝達物質を放
出させる。この物質がドーパミンであり、心地よさや達成感、あ
るいはやる気を生み出す。記憶力の向上にもつながることは前
述のとおりである。また、扁桃体は記憶をつかさどる海馬と隣り
合った位置にあり、両者は密接に関係し合っている。このため、
心が大きく揺り動かされるような出来事は、恐怖や不安も含め
て強く記憶されることとなる。

趣味を楽しむ際に一つアドバイスするとすれば、「デュアル
タスク」の実行である。「デュアルタスク」とは同時に複数の
作業を行うことだが、これは何も難しいことではない。旅行に
行くと決めれば、計画段階から交通手段、宿泊施設や費用を
調べ、地図を見て工程をチェックすることとなる。この時点で
すでに脳は違う領域を同時に活発化させている。知的好奇
心を大いに刺激する趣味は、まさに「デュアルタスク」の宝庫
である。

感情が記憶に大きく影響することからも、知的好奇心によっ
て大いに扁桃体と海馬を刺激することが、認知症に強い健康な
脳を維持するポイントとなろう。

健康な脳で楽しい人生4

今回のテーマである“生涯健康脳”を考えた場合、内面的なこ
とも重要である。内面とは感情であり、「幸せ」と感じることであ
る。何をもって「幸せ」と感じられるかは人それぞれであり主観
的である。ささやかでも日々の自分が幸せであると感じられるか
どうかが大切で、この主観的幸福度が、実は健康を大きく左右
しているのではないかと考えられている。主観的幸福度が高い
人ほど健康な脳を維持できる可能性が高く、結果的に認知症
を含めた疾患リスクが下がり、健康寿命も延びるという考え方
である。

健康を維持するためには健康な脳が重要であり、脳の健康の
ためには“楽しく幸せに生きること”が大切である。「適度な運動」

「知的好奇心」「コミュニケーション」などは幸せな人生を実現
するための具体的方法だが、何も非日常的な難しいことでもな
い。中でも知的好奇心は個人差も大きく、健康な脳を維持でき
るかを大きく左右する可能性がある。

筆者は講演などでよく、「趣味を持っていないが、どうすれば

【図5】左右の海馬における、平日の睡眠時間と灰白質量との相関
（出典：Taki et al., NeuroImage, 2012）
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注）

１）BMIとはBody Mass Indexの略で、世界共通の肥満度指標。体重（kg）／
（身長m）²で求められ、標準値の「22」に近いほど、様々な疾患の罹患（りか
ん）リスクが低いとされる

２）アミロイドβたんぱく質が脳の神経細胞の周辺に異常蓄積して老人班（プ
ラーク）を形成し、それに続くタウ蛋白の凝集が脳の神経細胞の繊維を絡み
合わせ神経原繊維変化を起こし、脳の神経細胞が壊され機能が失われてしま
うことで、アルツハイマー型認知症が発症するという説

３）アメリカで実施された二型糖尿病を対象としたACCORD-MIND試験では、
HbA1c値が高いと認知機能は低下するという結果（2011年）が得られている

４）BDNF（Brain-Derived Neurotrophic Factor）は主に脳や神経に作用す
るたんぱく質。神経の増殖や発達を促進させ、神経ネットワークを強固にし、
神経をダメージから保護するなどの働きがあるとされ、注目されている

５）アメリカのピッツバーグ大学の比較調査（2012年）において、有酸素運動を実
施したグループでは1年後に海馬の容積が2％増大したのに対し、未実施の 
グループでは1.4%減少したという結果が出ている

6）地中海地方の食事を指し、オリーブオイル、魚介類、ナッツ等を多く食べる
7）アメリカのロチェスター大学のマイケン・ネーデルガード博士らによる研究発

表（2013年）。脳を満たしている脳脊髄液は脳の老廃物を輩出しているが、睡
眠時は脳細胞間の間隔が60%も広がり、アミロイドβたんぱく質を含む老廃
物の排出が増加する可能性が指摘された

よいか」といった相談を受けるが、難しく考えないことである。
子供や若いころに熱中していたことを思い出し、もう一度チャレ
ンジすればよい。思い当たらないというのであれば、友人などの
趣味に付き合ってみるのもいいだろう。

幸せだと感じること、それは家族の健康や幸せ、ひいては
地域の繁栄、会社の成長にもつながる。また、医療費が抑制
されて日本という国にも優しいということになる。医者である
筆者たちが「タバコはダメ」「塩分は控えて」、といくら言っても 
本人の行動変容につなげるのは難しい。しかし、趣味は人を
楽しく行動変容させるので、「楽しい旅行になるよう運動して
おこう、睡眠をとろう」などと他の行動にもプラスに連鎖して
いく。

認知症対策として脳の健康について述べたが、とどのつまり
は、「何歳であっても知的好奇心を大いに刺激しながら、自分の
人生をプラス思考で楽しんでほしい」ということであり、そのこ
とが結果的に認知症に強い、健康な脳につながるだろうという
ことである。

以上
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対象期間 ： 2019年12月〜2020年2月 ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
RMFOCUS編集部

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

●工場の火災で従業員ら43人死亡（インド）
インドの首都ニューデリーで2019年12月8日の早朝、工場から出火し、

従業員ら少なくとも43人が死亡した。火災現場は商店や住宅などが密
集した地区にある数階建ての工場で、従業員は工場内で寝起きしてい
た。工場は紙製品や女性用財布のほか、プラスチックやボール紙など
の資材を製造しているが、火災当時、工場で働く約60人の労働者が就
寝中だったという。犠牲者の多くは就寝中に煙を吸い込んで死亡した。 
デリーの消防当局は、工場に火災報知器など基本的な安全装置が設置
されていなかったことが原因だとしている。

●オーストラリア東部で大規模な森林火災（豪州）
オーストラリアでは、2019年9月ごろから数カ月あまりにわたって続い

た深刻な森林火災で、甚大な被害が広がった。死者は30人を超え、焼失
面積は日本の国土面積の3分の1に相当する約12万㎢に上った。野生動
物は約10億匹が死んだとされる。最も被害の大きい東部のニューサウ
スウェールズ州（NSW州）では2019年11月に森林火災の拡大を受け「非
常事態」を宣言していた。

同州消防当局は2020年2月13日に、「すべて封じ込めた」と事実上の火
災制圧宣言を行った。2月上旬にオーストラリア東部では豪雨に見舞わ
れ、シドニーでは30年ぶりの激しい雨が降った。この雨でNSW州で2019
年9月から続く大型の森林火災が鎮火するなど、火災の規模は縮小して
いた。

地震・噴火・津波

●火山が噴火、観光客など5人死亡（ニュージーランド）
ニュージーランド北部のホワイト島で2019年12月9日、火山が噴火し

た。同島を訪れていた観光客など５人が死亡、8人が行方不明、31人が 
やけどなどのケガを負った。噴火時に島内には豪シドニーを出発した豪
華客船ツアーの参加者らとみられる観光客ら47人がいた。その中には
オーストラリア人24人のほか、ガイドのニュージーランド人や、米国や中
国、英国、マレーシアからの観光客が含まれる。

ホワイト島は、NZ最大都市オークランドの東約200kmに位置する火
山島で、年間約1万人が訪れる観光地となっている。同島では11月、二酸
化硫黄ガスの噴出や震動の増加により、警戒レベルが５段階で最も低い

「1」から「2」に引き上げられていた。

自動車・鉄道・船舶・航空機事故

●ウクライナの旅客機が墜落 176人死亡（イラン）
ウクライナ国際航空の小型旅客機が1月8日、テヘランの空港を飛び

立った直後に墜落し、乗客乗員合わせて176人全員が死亡した。同旅客機 

はテヘランからウクライナの首都キエフに向かう7５2便で、犠牲者の国籍
はイラン82人が最も多く、カナダ５7人が続く。日本人はいなかった。

墜落当初イラン国営通信は技術的な不具合でエンジンから出火し
たため墜落したと報じたが、11日になってイラン政府は、誤って地対空 
ミサイルで撃墜したことを認めた。

疾病関連

●新型コロナウイルス（COVID-19）感染が世界的に流行（国内外）
2019年12月以降、中国湖北省武漢市において、原因となる病原体が特

定されていない肺炎の発生が複数報告された。中国政府は2020年1月9
日、原因不明の肺炎について「新型のコロナウイルス」によるものと発表
した。1月13日にはタイ、1月16日には日本で、それぞれ感染者が発生す
るなど中国外にも感染が急速に拡大した。感染の世界的な広がりを受
けて世界保健機関（WHO）は、1月30日「国際的な公衆衛生上の緊急事
態」を宣言、さらに3月11日には今回の事態を「パンデミック（世界的な
大流行）とみなせる」と表明した。

日本では3月13日、新型コロナウイルスのさらなる感染拡大に備え「緊
急事態宣言」の発令を可能にする新型インフルエンザ等対策特別措置
法改正案が可決成立した。緊急事態宣言が発令されると、医薬品など必
要な物資の売り渡し要請や収用、保管命令などが可能になる。

厚生労働省がまとめた感染者発生状況では、3月16日12時現在、中
国が80,860人（うち死者3,213人）、中国以外では148カ国合計で81,721人

（うち死者3,282人）、そのうち日本国内の感染者は814人（うち死者24
人）となっている。

感染の広がりは、各国において入国制限や移動の制限をかける動き
につながり、世界規模で企業活動や市民生活に大きな影響を及ぼして
いる。

製品安全

●タンスの下敷きで男児死亡、和解金50億円（米国）
スウェーデンの大手家具会社は、米国で同社製のタンスが倒れて下

敷きになり当時2歳の男児が死亡した事故で、2020年1月8日までに遺族
に4,600万ドル（約５0億円）を支払う和解案に同意した。米メディアによる
と、子ども1人の死亡事故を巡る和解金としては米国で史上最高額と
いう。

原因となったタンスは類似事故の多発を受けて2016年にリコール（回
収・無償修理）が開始されていた。遺族は、会社が問題を認識しながら
も、製品の安全性に不備があることを消費者に十分に伝えるのを怠った
として提訴していた。

本件死亡事故の他に、同社は2016年、同じタンス製品が原因で死亡し
た3人の子どもの遺族らに合計５,000万ドル（約５4億円）を支払っている。
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●アイス製品に金属片混入の恐れ 自主回収へ（国内）
カップアイス製品の一部に製造工程で金属片が混入した恐れがある

ため、製菓会社は自主回収すると2019年12月24日に発表した。最大約
128万個を自主回収する。

11月以降商品の購入者から「異物が入っている」との連絡が入り、 
工場内を調査したところ、クリームを混ぜる機械の部品の取り付け方法
に誤りがあり、金属どうしが擦れたことで、数ミリ程度の金属片が混入し
た恐れがあるという。アイス製品は全国のスーパーやドラッグストアで
販売していた。

施設・設備安全、業務遂行上の事故

●市道で土砂崩れ 高校生が下敷き死亡（国内）
2月５日午前8時ごろ、市道に面する民有地の斜面が崩落し、歩いて通

行していた県立高校の女子生徒（18）が土砂の下敷きになった。女子生
徒は約20分後に救出されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。他
に巻き込まれた人はいなかった。県が公表した資料によると、斜面の
高さは約16mで、地面から半分ほどの高さまでは石垣で補強されてい
て、補強されていない上半分の部分が幅3～4メートルにわたり崩れた。 
崩れた土砂の量は42.５㎥、歩道を含め幅約8メートルの市道を土砂が
覆った。

国土交通省は、2月7日に、土砂災害の専門家による現地調査を実施し
た。2月14日に報告書の速報版を公表し、日当たりの悪い急な斜面が風
化により崩落した、との所見を示した。市では1月28～29日に連続雨量34
ミリの雨を観測後、まとまった降雨はなかったという。

県は2011年にこの斜面を土砂災害警戒区域（イエローゾーン）に指定
しており、市町村には警戒避難体制の整備が義務付けられていた。崩れ
た斜面の上部にはマンションが建っており、マンションの管理組合が斜
面を所有している。管理組合から委託されて敷地内の設備管理を行う
会社によると、斜面の専門的な点検業務は契約には含まれていない。

崩れた斜面下の市道は通行止めが2週間以上続き、市は早期の通行
再開と市民の安全確保に向けて、管理組合の承諾を得た上で、費用負
担などの交渉に先行して応急工事に着手する方針。

情報関連

●行政文書データのHDDが廃棄委託先から流出（国内）
県の行政文書を保存したハードディスク（HDD）が、ネットのオーク

ションサイトで転売され、個人情報を含む大量のデータが流出した。
HDDのデータ消去と廃棄を委託された情報機器再利用会社の社員が
消去前のHDDを不正に持ち出して、オークションサイトに出品してい
た。2019年12月6日にHDD18個がネットオークションで売られていたこと
が判明、うち9個を県が回収した。回収した9個のデータは27テラバイト
の大容量で、自治体の共有サーバーに使い、2019年春に交換していた。
個人の名前や住所を記した自動車税の納税記録のほか、法人名を記
した税務調査の通知、県自治体内部の業務記録などが含まれていた。 
県はデータを簡易消去（初期化）してからリース会社側に引き渡してい
たが、落札した男性がソフトを使ったところ復元できた。

自治体ではサーバーのリース契約が終了したタイミングでリース会
社にHDDを返却し、同社がデータ消去と廃棄を情報機器再利用会社に
委託していた。本来なら同社のデータ消去室で復元不可能な形にする 

はずだったが、担当の社員が処理前に部屋から不正に持ち出した。
東京地検は2019年12月27日、職場に保管されたHDDを盗んだとして、

HDDを持ち出した情報機器再利用会社の元社員(５1)を窃盗罪で起訴
した。

県は復元不可能な状態にする抹消措置を柱とした再発防止策を 
まとめた。その中で情報機器をリース元に返却する際は、県の管理下
の場所で抹消措置を徹底するよう定めた。個人情報や重要情報を含む
HDDは、専用ソフトウェアなどでデータ消去した上で、県職員立ち会い
の下でリース元が磁気的破壊を行い、さらに物理的破壊をする「3段階
方式」で処分するとしている。

●防衛関連の日本企業4社で情報流出（国内）
防衛関連企業4社で、社内ネットワーク端末へのサイバー攻撃があっ

たことが明らかになった。中国のハッカー組織集団の関与が指摘され
ている。2月10日防衛省の発表によると、そのうちA社で安全保障上の機
微な情報1件が流出した可能性があるという。

防衛装備品に関連する入札の前に、要求される性能などが含まれる
文書をA社に貸し出し、同社はそれをPDFで保存し、ウェブサイトにつな
がる状況で管理していた。流出した可能性のあるファイルの中にこの文
書も含まれていた。

A社は1月20日、大規模なサイバー攻撃を受けて、従業員など最大約
8,000人分の個人情報と、取引先の政府機関や民間企業に関する資料や
機密情報が流出した恐れがあると発表。B社は1月31日、防衛事業で利用
する社内サーバーが2016～2018年にサイバー攻撃を受けていたと発表
した。その後防衛省は2月6日になって、C社、D社においても、2016年以
降同様のサイバー攻撃を受けていたことを公表した。

テロ・暴力行為

●市街地で男が銃乱射、30人死亡、58人重軽傷（タイ）
タイ東北部のナコンラチャシマ県で2月8日、男(31)が路上やショッピ

ングモールで銃を乱射し、30人が死亡、５8人が重軽傷を負った。軍と警
察は翌9日商業施設に立てこもっていた男を射殺した。容疑者は陸軍に
所属する現役の兵士で、8日午後に上官を殺害後、陸軍施設で武器を奪
い、車でショッピングモールに向かいながら通行人らを無差別に銃撃し
た。一部メディアは上官との間で不動産売買を巡る金銭トラブルを抱え
ていたと報じている。

●ビール会社敷地で銃乱射 5人死亡（米国）
米国中西部のウィスコンシン州ミルウォーキーにあるビール会社の

敷地内で2月26日、元従業員による銃乱射事件があり、５人が死亡した。
地元警察によると、容疑者はミルウォーキー在住の男（５1）で、現場で自
殺しているのが見つかった。現場は、オフィスや醸造所が混在する広大
な施設で、約600人の従業員が勤務しているという。ビール会社は、事件
当時、従業員に対し、施設内に容疑者がいることを電子メールで通知し
た。同社は2019年秋、400～５00人規模の人員削減計画を発表していた。
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第４回「自動走行システムの社会的受容性等に関する調査」を実施

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループのＭＳ＆ＡＤインターリスク
総研株式会社は、自動運転車に対する消費者の意識や社会的受
容性を把握し、商品・サービスの高度化と新たな開発に活かすこ
とを目的に、第4回目となる「自動走行システムの社会的受容性等
に関する調査」を実施しました。
過去の調査結果と比較した結果、交通事故の減少等、自動運転
技術の実用化に対して期待する声が引き続き高いことに加え、公道
実証実験の実施に賛成する方が増えている等、自動運転技術の実
用化に対する期待感がさらに高まっていることが窺えます。一方で、
2018年度比では減少しているものの、自動運転技術・性能・セキュ
リティに起因する事故等を不安視する声も寄せられております。
また、今回はMaaS（Mobility as a Service）に関しての調査を
追加しました。MaaSという言葉の知名度はまだ低いですが、提供
されるサービスや、それらによる課題解決への期待は高いことが
判明しました。
これらの新たな技術やサービスが普及するには、安全性の確保
に加え、サービスの品質とコストのバランスをどのようにとってい
くかが重要になってくるものと考えられます。

アンケートの詳細な結果は、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研の
オフィシャルサイトにて公開しています。

〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉

（１）調査方法： Ｗｅｂによるアンケート
（２）調査対象： 10代～70代の男女個人
（３）回 答 数： 1,000サンプル※性別、年代がほぼ均等となるよう

割付を実施
（４）調査期間： 2019年6月～11月

１．調査の概要

前回の2018年度調査結果と同様、消費者の多くは自動運転技
術の実用化への期待として、「交通事故の減少（76.4％)」や「高齢
者等の移動支援（74.5％)」、「運転負荷の低減（74.3％）」等を挙げ
ており（図１）、公道実証実験実施にも過半数の方が賛成していま
す（図２）。一方で、自動運転技術に対する不安は、前回調査結果
と比較した場合、全体として不安感の減少傾向があり、車両価格
や維持費の高騰に関する回答が増えた結果となりました（次頁
図３）。こうした「期待」と「不安」、安全運転支援システム等の広が
りから消費者の自動運転車の購買意向が慎重な態度から積極的
な態度へ変化しつつあることが分かり、今後も継続的な調査・研
究が必要と考えられます。
また、MaaSについて、言葉や考え方については知らない人が大
半という結果となりましたが、MaaSの考え方を解説したうえで
MaaSを利用したいか尋ねたところ、利用したいという回答は
43.6％と、どちらでもない（32.5％）、利用したくない（23.9％）を上回り

２．調査結果の概要

ました（次頁図４）。MaaSを利用したいと回答した人に対し、
MaaSにどのような課題解決を期待するか尋ねたところ、「公共交
通の利用が増え、日常的な交通渋滞が緩和される」が66.7％と最
も高く、「出発地から最寄りの公共交通機関まで移動しやすくな
る」、「地方の移動手段が確保される」が続きました（次頁図５）。

粟野 美佳子（あわの みかこ）
一般社団法人 SusCon　代表理事

【略歴】
早稲田大学大学院政治学研究科修了（国際政治専攻）。1990年
よりWWFジャパン職員。企業との提携企画業務に長年従事し、自
然エネルギー推進企画から原材料調達を中心とした生物多様性保
全問題まで、幅広い環境テーマに取り組む。2016年に一般社団法
人SusConを設立。環境省による「環境報告ガイドライン及び環境
会計ガイドライン改定に関する検討会」「環境デュー・デリジェンスに
関する検討会」「ESGファイナンス・アワード・ジャパン選定委員会」
等の委員を歴任。ESG投資に関する海外の最新動向にも詳しい。

瀧 靖之（たき やすゆき）
医師、医学博士
〈現職〉
東北大学 スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長
東北大学 加齢医学研究所 機能画像医学研究分野 教授
49歳、北海道旭川出身。

【略歴】
平成5年 東北大学理学部卒業、同年に東北大学医学部入学
平成11年 東北大学医学部卒業、東北大学大学院医学系研究科
博士課程入学、平成15年3月修了
平成15年4月より東北大学病院医員
平成16年より東北大学加齢医学研究所助手
平成19年より東北大学病院助教
平成20年より東北大学加齢医学研究所准教授
平成24年8月より東北大学東北メディカル・メガバンク機構 教授
平成25年8月より東北大学加齢医学研究所 機能画像医学研究分野 
教授
平成29年4月より東北大学スマート・エイジング学際重点研究セン
ター 副センター長
日本老年医学会代議員、日本核医学会専門医、PET核医学認定
医、日本放射線学会放射線診断専門医
平成20年に第44回医学放射線学会秋季大会・学術展示優秀賞
金賞、平成21年に第68回日本医学放射線学会総会・学会賞金賞
等、これまで学会賞6回、論文賞2回
専門は大規模脳MRIデータベースを用いた脳の発達、加齢に関す
る研究　　　　　　　　　　　　　　

(令和元年11月18日現在)

【図１】自動運転技術の実用化に対して期待する内容

【図２】公道実証実験実施の是非についての反応

【図３】自動運転技術に対して不安に感じる内容

【図４】MaaSの利用意向 【図５】MaaSに期待する課題解決    

Q.自動運転技術の実用化に対する期待について教えてください。

Q.自動運転技術に対する不安について、次に挙げる事柄をそれぞれどの程度不安に思われるか教えてください。

Q.公道実証実験が行われることの是非について、あなたのお考えに

最も近いものをお選びください。

Q.MaaSを利用してみたいと思いますか。 Q.MaaSの実現によって様々な課題解決が期待されています。

あなたはどのような課題解決に期待しますか。（いくつでも）
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第４回「自動走行システムの社会的受容性等に関する調査」を実施

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループのＭＳ＆ＡＤインターリスク
総研株式会社は、自動運転車に対する消費者の意識や社会的受
容性を把握し、商品・サービスの高度化と新たな開発に活かすこ
とを目的に、第4回目となる「自動走行システムの社会的受容性等
に関する調査」を実施しました。
過去の調査結果と比較した結果、交通事故の減少等、自動運転
技術の実用化に対して期待する声が引き続き高いことに加え、公道
実証実験の実施に賛成する方が増えている等、自動運転技術の実
用化に対する期待感がさらに高まっていることが窺えます。一方で、
2018年度比では減少しているものの、自動運転技術・性能・セキュ
リティに起因する事故等を不安視する声も寄せられております。
また、今回はMaaS（Mobility as a Service）に関しての調査を
追加しました。MaaSという言葉の知名度はまだ低いですが、提供
されるサービスや、それらによる課題解決への期待は高いことが
判明しました。
これらの新たな技術やサービスが普及するには、安全性の確保
に加え、サービスの品質とコストのバランスをどのようにとってい
くかが重要になってくるものと考えられます。

アンケートの詳細な結果は、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研の
オフィシャルサイトにて公開しています。

〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉

（１）調査方法： Ｗｅｂによるアンケート
（２）調査対象： 10代～70代の男女個人
（３）回 答 数： 1,000サンプル※性別、年代がほぼ均等となるよう

割付を実施
（４）調査期間： 2019年6月～11月

１．調査の概要

前回の2018年度調査結果と同様、消費者の多くは自動運転技
術の実用化への期待として、「交通事故の減少（76.4％)」や「高齢
者等の移動支援（74.5％)」、「運転負荷の低減（74.3％）」等を挙げ
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MaaSを利用したいか尋ねたところ、利用したいという回答は
43.6％と、どちらでもない（32.5％）、利用したくない（23.9％）を上回り

２．調査結果の概要

ました（次頁図４）。MaaSを利用したいと回答した人に対し、
MaaSにどのような課題解決を期待するか尋ねたところ、「公共交
通の利用が増え、日常的な交通渋滞が緩和される」が66.7％と最
も高く、「出発地から最寄りの公共交通機関まで移動しやすくな
る」、「地方の移動手段が確保される」が続きました（次頁図５）。

粟野 美佳子（あわの みかこ）
一般社団法人 SusCon　代表理事

【略歴】
早稲田大学大学院政治学研究科修了（国際政治専攻）。1990年
よりWWFジャパン職員。企業との提携企画業務に長年従事し、自
然エネルギー推進企画から原材料調達を中心とした生物多様性保
全問題まで、幅広い環境テーマに取り組む。2016年に一般社団法
人SusConを設立。環境省による「環境報告ガイドライン及び環境
会計ガイドライン改定に関する検討会」「環境デュー・デリジェンスに
関する検討会」「ESGファイナンス・アワード・ジャパン選定委員会」
等の委員を歴任。ESG投資に関する海外の最新動向にも詳しい。

瀧 靖之（たき やすゆき）
医師、医学博士
〈現職〉
東北大学 スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長
東北大学 加齢医学研究所 機能画像医学研究分野 教授
49歳、北海道旭川出身。

【略歴】
平成5年 東北大学理学部卒業、同年に東北大学医学部入学
平成11年 東北大学医学部卒業、東北大学大学院医学系研究科
博士課程入学、平成15年3月修了
平成15年4月より東北大学病院医員
平成16年より東北大学加齢医学研究所助手
平成19年より東北大学病院助教
平成20年より東北大学加齢医学研究所准教授
平成24年8月より東北大学東北メディカル・メガバンク機構 教授
平成25年8月より東北大学加齢医学研究所 機能画像医学研究分野 
教授
平成29年4月より東北大学スマート・エイジング学際重点研究セン
ター 副センター長
日本老年医学会代議員、日本核医学会専門医、PET核医学認定
医、日本放射線学会放射線診断専門医
平成20年に第44回医学放射線学会秋季大会・学術展示優秀賞
金賞、平成21年に第68回日本医学放射線学会総会・学会賞金賞
等、これまで学会賞6回、論文賞2回
専門は大規模脳MRIデータベースを用いた脳の発達、加齢に関す
る研究　　　　　　　　　　　　　　

(令和元年11月18日現在)

【図１】自動運転技術の実用化に対して期待する内容

【図２】公道実証実験実施の是非についての反応

【図３】自動運転技術に対して不安に感じる内容

【図４】MaaSの利用意向 【図５】MaaSに期待する課題解決    

Q.自動運転技術の実用化に対する期待について教えてください。

Q.自動運転技術に対する不安について、次に挙げる事柄をそれぞれどの程度不安に思われるか教えてください。

Q.公道実証実験が行われることの是非について、あなたのお考えに

最も近いものをお選びください。

Q.MaaSを利用してみたいと思いますか。 Q.MaaSの実現によって様々な課題解決が期待されています。

あなたはどのような課題解決に期待しますか。（いくつでも）
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レジリエントでサステナブルな社会をめざして

気候変動枠組条約締約国会議の企業にとっての意味
～COP25から見えてきたもの～

中小企業強靱化法施行－2
～座談会：「連携事業継続力強化計画」を活用した企業の災害対応力向上～

年間シリーズ

■企業に求められる人権取り組み
～ビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）策定の影響～

■サイバーセキュリティお助け隊実証事業（愛知県）について
■製造業における労働安全衛生管理
～混在職場の増大と統括安全衛生管理の必要性～

■義務化がせまる職場におけるパワーハラスメント対策
～事業主が雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の概要～

■自然災害発生時の訪日外国人対応

基礎研究レポート基礎研究レポート

01499 8,400 2020.3（新）318

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

編集後記
新型コロナウイルスによる感染症（COVID-19）が、世界中に拡がって

います。これが人々の健康上の問題のみならず、スポーツをはじめとした
興業、観光業、外食産業などのマーケット縮小で、経済にも大きな影響を
与え始めています。2020年東京大会の開催も気になるところです。
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、新型コロナウイルスに関するテーマ

でレポートを随時発行しております。レポートはオフィシャルホームページに
都度掲載しますので、下記【照会先】にあるＵＲＬ、またはＱＲコードよりアク
セスし、「トピックス」をご覧いただければと思います。皆さまが対策を検討
する一助となれば幸いです。
 編集者一同、一刻も早い感染症の終息を願ってやみません。

（F.S.）

“生涯健康脳”による認知症予防の可能性
～認知症対策の新潮流③～

※バックナンバー
　はこちら
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