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病院が診療を継続するために
必要なこと

医療機関では新型コロナウイルス感染症の拡大防止活動を行ってきたが、その広がりは非常に早く、医療提供体制の確保・維持におい
て非常に厳しい局面にたたされた。新型コロナウイルス感染症のような新興感染症の急速な拡大に対処しつつ、医療機関が診療を
継続するためには何が必要か。病院や自治体が講じるべき対策について、横浜市新型コロナウイルス対策本部（Y-CERT）副本部長の
竹内一郎氏
（横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター長）
にお話をうかがった。

新型コロナウイルス感染症の流行後、世界はこれまでの考え方、価値観、セオリーが通用しないニューノーマル
（新たな常態）
へと移行する
といわれている。企業を取り巻く事業環境は大きく変わり、その不確実性は高まった。従来のリスクマネジメントを拡大・進化させ、経営が
事業全体の不確実性を把握し、全社的な取り組みとして展開するリスクマネジメント
（ＥＲＭ）
の取り組みが重要となる。新型コロナウイル
ス感染症がもたらす様々な変化を適切にとらえ、咀嚼し、様々な課題を解決するとともに新たな価値を創造するために企業は何をすべき
か、ERMの方法論から解説する。

ERM

2018年の西日本豪雨や台風21号、2019年の台風15号・19号など、自然災害が各地で甚大な被害をもたらしている。中でも水災リスク
は近年増加傾向にあるが、その一方でＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が実施した調査結果からは企業の対策はあまり進んでいない実態
が明らかとなった。本稿では、平成30年7月豪雨や2019年台風19号などに代表される近年の水災を踏まえた水災対策の必要性および
ポイントについて、その手順を
「ハザードの確認」
、
「 被害想定」
、
「リスクの処理」
、
「 検証・改善」
の四つのステップごとに解説する。

風水災リスク①

大規模自然災害が頻発するなか、気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）
の提言に伴い、企業においては気候変動による影響を
含めたリスクを把握することが重大な関心事になってきている。本稿では、気候変動が災害の激甚化をもたらす影響を定量的に評価する
シミュレーションモデルについて解説するとともに、2018年台風第21号を題材としてMS&ADインターリスク総研で実施した研究事例〜
再現シミューレーションとそれに基づくワーストケースのシナリオ作成について紹介する。

風水災リスク②

近年、
「あおり運転」
により高速道路等で発生した死傷事故や暴行事件等を契機に、
「あおり運転」
に対して法律による厳正な対処を求め
る機運が高まった。これを受けて
「あおり運転」
に対する罰則を設けることを含む道路交通法の改正案が国会で可決され、2020年6月末に
施行されることとなった。本稿では、
この道路交通法の改正の背景や経緯、改正の内容について概説するとともに、誰もが当事者となる可
能性がある
「あおり運転」
の心理について紹介し、企業における
「あおり運転」
の加害・被害防止のために必要な管理者としての心構えと
日常の運転者指導について、そのポイントを解説する。

道路交通法改正

健康経営の取り組みが法人の規模を問わず急速に広まっている。経済産業省が推進する健康経営優良法人の認定制度は、大規模、中小
規模いずれの法人部門でも認定企業数が大幅に増加している。一方で、各企業がおかれている状況や課題が異なるため、従業員のヘル
スリテラシー向上の取り組みも多様化している。本稿では、健康経営優良法人2019の認定企業の協力のもとＭＳ＆ＡＤインターリスク総研
が実施した
「ヘルスリテラシー向上の取り組みや多様化する実態の調査結果」
について報告する。

健康経営

日本では2020年に認知症施策推進大綱が制定され、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指す基本理念のもと、
認知症の共生社会に向けた取り組みが推進されている。本稿では、認知症とともに暮らす人々を支援するアート
（参加型芸術文化活動）
を活用した取り組みについて、海外の事例とともに日本におけるアートと高齢者社会の発展の可能性を示す
「高島平ココからステー
ション」
の取組事例を紹介する。
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～COVID-19の対応を通じて見えた課題～

【お話をうかがった方】
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要旨
▪ 医療機関では帰国者・接触者外来を設置し、
新型コロナウイルス感染症
（以下、
「COVID-19」
）
の拡大防止活動を行って
きたが、
その広がりは非常に早く、
医療資材の枯渇や受け入れ病床の不足、
医療従事者の感染による人材不足などによ
り医療崩壊寸前の局面にたたされた。
▪これを補うため、
政府は臨時的な医療提供体制の整備
（増床、
医療資材・医療人材の確保、
遠隔診療、
診療報酬加算等）
を行い、
助かるはずの命が失われないよう対策を講じているが、
目まぐるしく変化する状況において対策が遅れている医
療機関も少なからず存在したと考えられる。
▪ COVID-19のような新興感染症の急速な拡大に対処しつつ、
医療機関が診療を継続するためには何が必要か。病院や
自治体が講じるべき対策について、
横浜市新型コロナウイルス対策本部
（Y-CERT）
副本部長の竹内一郎氏にお話をうか
がった。
※本インタビューは2020年4月18日に実施されたものであり、4月時点の取り組みや成果を反映したものです。

1.ダイヤモンドプリンセス号への対応
で直面した問題と対策

検査の結果約700人の患者さんが陽性になりましたが、
それを

未知の感染症・数百名の患者を託された神奈川県
横浜市

ば、
すべての病院が満床になり医療崩壊が起きてしまうからで

数百名の患者さんが一度に横浜市内の医療機関に搬送されれ
す。COVID-19以外にも医療機関にはすでに入院や外来通院を
されている方、
そして交通事故や心筋梗塞などの急を要する患

Q．
2020年4月18日現在、横浜市にもCOVID-19の緊急事態

者さんがいます。通常の診療・治療を行いつつ、未知の感染症

宣言が発令されています。
これまでの横浜市の事例や取

を持つ患者さんを受け入れるための体制をどうやって両立する

り組みについて教えてください。

のかが、横浜市にとっては一番大きな問題でした。

横浜市のメディカルコントロール協議会 注１）の代表としての
立場でいうと、
最初の難関はやはりダイヤモンドプリンセス号へ
の対応でした。未知の感染症に罹患（りかん）
している可能性の
ある患者さん約3,700人が突然横浜へやってきたのです。PCR

1

近隣の病院でどう受け入れていくのかが最大の問題でした。
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患者の“層別化”と搬送・受け入れ態勢の構築
この問題を解決できた一番の理由は、船の中で患者さんを層
別化したことです。重症の患者さんは横浜市消防局の救急車で

急性期病院や慢性期病院が参画します。
そこでは、急激な患者
増加により診療継続の危機に陥っている病院はないかなど、横
浜市全体の空床状況を共有し、受け入れ状態を注視していま
す。
私
（竹内）
はこの対策本部の副本部長として活動しています。

横浜市内の医療機関に搬送し、数時間待つことができると判
断した患者さんは、民間救急車を使い横浜市以外の神奈川県
内の病院に搬送するというものです。
さらに、PCR検査の結果
入れていただくという体制を取りました。東京や福島、長野、愛
知、大阪、奈良など受け入れ可能なすべての都府県で受け入れ
ていただきました。
これは平時の医療提供体制を保ちつつ、多

2.増加するPCR陽性患者と診療継続の
ために必要な資源
患者受け入れに必要な
「場」
の確保

くのPCR陽性の患者さんを医療機関が受け入れるために非常

Q．
ダイヤモンドプリンセス号に対応されてから数カ月経過して

に功を奏した策だったと思います。現在では全国にCOVID-19

おりますが、
その間、
医療提供体制に変化はありましたか。

の感染者・治療を要する患者さんがいますが、大勢の患者さん
に対処する考え方としては、
ダイヤモンドプリンセス号での患者
“層別化”が活かされていると思います。

ダイヤモンドプリンセス号対応時と大きく異なっているのは、
PCR検査で陽性の人が増加した場合の次なる対応として、軽
症者を自宅やホテルで療養・観察するという、病院以外の受け

Q．
患者さんを層別化し搬送したダイヤモンドプリンセス号

入れスキームができたことです。
当初PCR検査で陽性になった

での経験が県の対策本部でも参考にされているというこ

患者さんはすべて病院に収容するというスキームでしたから、

とですね。

医療提供体制の変遷として最も大きな違いではないかと考え
ます。

そうです。
やはり患者の“層別化”というのは、
医療崩壊が起き

神奈川県では神奈川モデル注２）
（図１）
という考え方に基づい

ないための一番のキーワードだと思います。
すでに一つの市や

て、COVID-19の中等症患者の専門病院を置いています。
この

県で感染症を抑えられる限界は超えていますので、
現在横浜市

専門病院には二つの県立病院を選定し、
コロナ以外の患者さ

では神奈川県と協力して役割分担をしつつ対策が取られてい

んの受け入れをやめて、COVID-19の中等症の患者さんに対

ます。
具体的には横浜市役所内に対策本部が設置され、
関係部

応してもらっています。もちろん、専門病院を選定して受け入

局や施設と横断的に連携し対応しています。
例えば保健所の健

れをお願いしたからといって課題がすべて解決するわけでは

康福祉局、医療や災害の医療局、消防局、危機管理室、
そこに

ありませんが、県知事の強いトップダウンの指示によって体制

【図１】神奈川モデル１）

RMFOCUS Vol.74〈2020 Summer〉 2

病院が診療を継続するために
必要なこと

は陽性だが症状がない患者さんは、神奈川県外の病院に受け

を維持しています。
当然ながらその二つの病院だけでは足りな

なってくるということであり、
これはとても重大な問題です。
この

いので、COVID-19の患者さんを重点的に受け入れる病院を増

数字を報道機関は追う必要があると思いますし、今、横浜市の

やそうとしています。

対策本部でもその数を重視しています。
つまり助かるべき人が

一方、重症者の治療も集約化したほうがいいと考えてはいま

亡くなることがあってはならないという課題に、
社会全体がどう

すが、今、
日本国内では集約化できる地域はないと思います。重

取り組むのかが重要であり、
そのために感染者数全体に着目す

症者を専門に受け入れるには、対応できるだけのスタッフや人

る視点から見方を変えていく時期ではないかと思います。

工呼吸器などの資機材が必要です。先ほど述べたように、神奈
川県では中等症患者の治療を集約化できるモデルを作ること
ができましたが、重症患者に関しては、救命センターを持つ病
院が一部の病床を使ってCOVID-19の重症者を受け入れるほ
かない状況です。

患者受け入れに必要な
「人」
の確保
「物（医療資機材）」
が不足する心配はもちろんのことですが、
懸念されているのは、働けるはずの医療スタッフが感染者と濃
厚接触したことで職場を離脱することです。医療スタッフが感

患者受け入れに必要な
「物」
の確保

染者になれば当然休務となりますが、COVID-19の場合は濃厚
接触者に認定されてしまうと、元気であっても自宅待機を余儀

Q．
現在、
マスク、消毒用アルコールなどの資材、重症の肺炎
患者に使用するＥＣＭＯ

や人工呼吸器

なくされてしまいます。例えば濃厚接触者として50人認定され

の不足を

た場合、
一度に50人の戦力を失うことになります。
人手不足によ

補うために、世界的に様々な企業が生産ラインを確保し

り救急外来が停止になり、近隣病院の負担が一気に増加して

製造に乗り出していますが、医療資機材の不足に対する

医療が崩壊する可能性もあります。
したがって医療提供能力を

病院での対応はどのようになっているのでしょうか。

維持するために、
ＢＣＰ
（事業継続計画）
として医療機関が一番

注３）

注４）

先にやらなくてはいけないことは、人が減ることを最初から想定
マスクや消毒用アルコールは、少しずつ納入され始めてはい

した体制や対策を講じておくことではないかと思います。

るものの、平時に使用できる感染防護具の補充数から考えれ

会う者同士が常にお互いにマスクを装着し、部屋の換気をし

ば、十分とはいえない状況です。例えば、
フェイスシールド
（顔

ていれば、
たとえ一人が新型コロナの陽性者になったとしても

全体を覆う個人防護具の一種）
は本来1回ごとに使い捨てです

もう一人は濃厚接触者にはならないのです。
これは人員不足に

が、今は消毒用アルコールで清掃を行うことにより1週間使い

陥らずに組織を回す上では非常に重要です。
お互いマスクをし

回そう、
という状態になっています。医療用ガウンについても、

ていることを徹底すれば、
マスクしていない人を指摘することも

雨ガッパで代用するという案もでています。雨ガッパでは蒸れる

できます。昼食をとるときも絶対に向かい合っては食べない、混

し、好ましくないのですが、
ないよりはいいととらえています。

んでいる時間帯を避けるなど、
日頃から常に感染を想定した対

また、重症の患者さんに使用するＥＣＭＯや人工呼吸器は、

策をとることが大事です。私は救命救急センター長を務めてい

重症者数に対して不足しているため、重症者をさらに層別化

ますが、上に述べたことは救命救急センターだけに当てはまる

せざるをえない状況となっています。
このまま状況が悪化すれ

ことではなく、病院全体で感染防護対策を行い、人を減らさず

ば、例えば、
ＥＣＭＯが1台しかないところに重症者が3人いた

に診療を継続しようという方針のもと、各科がこれに向けて徹

ら、その時は誰の判断で、誰に装着するのか、
という議論を求

底する努力が大事なのだと思います。

められるような恐ろしい局面に入ってしまいます。今まで日本
ではこのような議論を避けてきましたが、
「 誰もが、
どこにいて
も同じ質の医療が受けられる」
という、
日本が誇る医療の概念
を変えざるを得ないところまで一気に進んでいる、
まさしくその
最中なのだと思っています。

〈重傷者を診るための専門スタッフの不足〉
Q．
ＥＣＭＯや人工呼吸器は訓練していない医療スタッフが
使いこなすことは困難だといわれています。
これらを適切
に使用・管理できる医療スタッフがいない場合には、機器

〈患者急増による機器不足で発生する懸念〉

日本では公的保険により、
国内のどこにいても高度な医療を

があってもそれを重症者に活用できないという課題があ
ります。
その点についてお聞かせください。

受けることができるだけの場所（病院）、人、物（医療資機材）
が

3

整備されています。
しかし状況が悪化してニューヨークのよう

厚生労働省や六学会合同の日本COVID-19対策 ＥＣＭＯ

に医療資材や医療人材が不足すれば、
限られた重要機器を誰

net 注５）
（以下、
「ＥＣＭＯnet」）
という組織の中でも、機器を適

に装着するのか、病院はその判断を迫られることになります。

切に使用できる人材をどうやって早く育成していくかについて

今大事なのは、重症者や死亡者数を増やさないことです。重症

話し合いがなされています。資機材の増産だけでなく、必要な

者が増えているということは、
人工呼吸器やＥＣＭＯが足りなく

機器を使うことができる人材の育成も同時にやるべきという
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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
病院が診療を継続するために必要なこと

点については国も認識は同じです。
ＥＣＭＯnetはコンサルタ
ント機能をもっており、呼吸管理に熟知した医師からＥＣＭＯ

医療資機材の確保
新型コロナウイルスへの対応で混乱した現状では、処置ごと

紹介してもらい、患者さんを対応可能な病院へ搬送できるよう

にマスクを替えるべきところが、1週間に一人1枚しか使用でき

支援してもらうことができます。
ただしこのやり方は、
ＥＣＭＯの

ない病院がたくさんあります。平時から医療資機材の生産・納

適応患者数が少ない場合やＥＣＭＯの台数や人員に余力があ

品は、厚労省やＡＭＥＤ
（国立研究開発法人日本医療研究開発

る近隣病院がある場合にはうまくいきますが、今後多くの地域

機構）
による厳しい安全性の審査があるため、
すぐに供給を増

で機器が不足するならば、対応は難しくなると思います。

やすことはできません。
しかしなんらかの防護策は必要なので
すから、必要な資機材を生産できる設備を持つ企業から供給

3.新興感染症発生時の診療継続に
必要なマネジメント
診療を継続させるための考え方
新型コロナウイルス感染症なんて自分たちには関係ないと
思っていたのに、
あっという間にいつもの生活が成り立たなく
なってきた、
というのが多くの人の実感だと思います。
つまり多
くの人にとって想定外だった。それが、今回の事態を災害とと
らえるべき大きな根拠だろうと個人的に思っています。
ＢＣＰ

のサポートがあることは非常にありがたいことです。
横浜市ではフェイスシールドの作成を金沢工業団地（横浜
市金沢団地協同組合）
と協議して3Dプリンターなどを用いた
代用品を生産したり、雨ガッパを企業から頂いたりしています。
横浜市以外でも資機材確保のための取り組みがあるようです。
産業界と医療界が連携し、
そこに政府や自治体が補助金や仲
介で援助し、協力体制を取っています。
これまでになかった取り
組みだと思います。

医療スタッフの確保とモチベーション管理

で一番大事なのは、想定外であっても実施可能な、臨機応変

ダイヤモンドプリンセス号への対応のときから強調しておき

に運用できる余地を残した仕組みであることです。事業継続の

たかったことは、私たち医療従事者は
「特攻隊員」
ではないとい

計画が文書に記述されているだけの、硬直化した判断システム

うことです。医療従事者だからといって、命を犠牲にして働く必

では、実践では使えないと思います。
また、実際の危機に直面し

要はなく、
ましてやそれを医療スタッフに要求するなどあっては

ている現場のスタッフに一定の権限を与えるため、現場の“人”

ならないことです。私が言い続けてきたことは、高度救命救急セ

を育てることが大事です。対策本部が現場を信頼し、提案され

ンターのスタッフ全員が絶対の自信を持って
「（感染のリスクに

た実行策を追認できるようにするためにも、人材育成は重要

対し）大丈夫」
と答えられる職場環境を作ることでした。
そのた

です。

めには、感染防護レベルを理想とされているレベルよりも一段

診療場所・機能の確保
私が勤務している横浜市立大附属市民総合医療センター病

階上げておくことが重要です。絶対に感染していないと家族に
言えるくらいの環境を整備することを非常に大事にしてきまし
た。
ただしこれは医療資機材が足りなくなると成り立ちません。
だからサージカルマスク
（医療用マスク）
が足りなくなったとき、

院（以下、
「市大センター病院」）
は横浜市唯一の高度救命救急

私は一番それを恐れました。
リスク管理上も、
スタッフのモチ

センターであり、交通事故等の緊急搬送についても対応してい

ベーションが下がることを非常に恐れています。

ます。多くの方が外出を自粛している中でも、交通事故や心筋

市大センター病院は高度救命救急センターを設置している

梗塞など高度な治療を必要とする患者さんはいらっしゃいま

からか、普段からいろいろな疾患や感染症をもった患者さんが

す。
ですから、
当院はCOVID-19の治療だけに特化するわけにい

来ます。おそらくそれもあってCOVID-19への対応が始まって

きません。私たちの医療提供体制における基本コンセプトとし

も、スタッフの動揺は明らかに少なく淡々と仕事をしていまし

ては、COVID-19と共に、他の病気やケガで重症となった患者

た。他の病院では、
スタッフが泣き出してしまうなど動揺がみら

さんの治療を絶対に両立することを大原則としています。高度

れたようです。

救命救急センターのキャパシティを超えれば、集中治療室、麻
酔科からの応援を得ますし、
それでも足りなければ、呼吸器内
科とか一般内科の医師たちの応援を得て、
当院でしかできない

Q．
やはり医療従事者でも未知の感染症が怖いということで
しょうか。

ような重症外傷や、重症の患者さんのことを並列して対応でき
る体制を作ることを重要視しています。

そうです。医療スタッフが泣くというのは、普段そんな患者
を見ていないから怖いという動揺があるのかもしれません。
普段からN95マスク
（IOSH（米国労働安全衛生研究所）規格に
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病院が診療を継続するために
必要なこと

の適応について助言を受けたり、
ＥＣＭＯを使用できる病院を

レジリエントでサステナブルな社会をめざして
病院が診療を継続するために必要なこと

合格した高性能マスク）
の使い方や感染症に関する正しい知識

気を付けながら飲み会もやるし、仕事もしましょうということが

が身についているというのは、
とても大事なことです。

できるくらいになればいいと思っています。

風評被害への対応

本日は大変お忙しいところインタビューにご協力いただき
ありがとうございました。

Q．
診療を継続するため、医療機関として一般社会や企業に
伝えたいことはありますか。
以上
医療機関に対して先入観を持たないようにしてほしいです。
病院から出る産業廃棄物を引き取ってくれない、病院に弁当の
納入もしたくない、
などという話がありますが、
これらは風評被
害のようなものです。正しい知識をもって医療機関の役割を理
解してほしいと願っています。
Q．
医療機関に関する情報の伝わり方や報道について、情
報の出し方一つで風評被害は変わってくるような気がし
ます。
院内感染の報道のあり方には疑問を感じています。院内のス
タッフがCOVID-19に感染すると病院の対応が不適切であっ
たかのように報道されることには問題があります。軽症者の自
宅療養が開始されるなど感染拡大期へとフェーズが変わり、市
中で誰もが感染する可能性がある状況にもかかわらず、院内感
染のたびに病院が謝罪会見をしています。院内感染から救急
外来を止めて新規入院患者を受け入れなくなるという流れは、
医療崩壊に向かう要因になります。例えば平時の院内感染事
象として報道されるMRSAの院内感染注６）などは、免疫力の低
い人に対し医療従事者から感染することが知られていますが、

参考文献・資料等
1）神奈川県「ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 >
感染症・病気の随時提供情報 > 新型コロナウイルス感染症につ
いて > 新型コロナウイルス感染症の拡大を見据えた現場起点の
医療体制「神奈川モデル」」<https://www.pref.kanagawa.jp/
docs/ga4/bukanshi/protect.html>（最終アクセス2020年5月
5日）

COVID-19はこれらとは明らかに異なっています。
注）

〈COVID-19の収束の考え方〉
Q．
感染症への正しい知識がないことや、
この事態の収束へ
の見通しが立たないことも、風評被害を大きくする原因
の一つと考えられます。COVID-19が収束するという見通
しについて、先生のお考えをお聞かせください。
私が個人的に考えている収束の定義は、国民全体の意識
としてCOVID-19が季節性インフルエンザ（以下、
「インフル
エンザ」）
と同じになることです。インフルエンザでも亡くなる
方はいますし、インフルエンザでＥＣＭＯが必要になる人も
毎年います。それでもインフルエンザであれば、社会の経済活
動は普通に回っていきます。感染予防に手洗いをしましょう、
うがいをしましょうと注意喚起をされながら、
インフルエンザに
うまく対処しています。感染患者を0にするのが目標ではなくて、
インフルエンザのように感染予防と社会経済活動をバランス
よくやることで対処できること、
つまりCOVID-19への感染には
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１）救急業務の高度化が図られるよう、救急救命士に対する指示体制や救急隊
員に対する指導・助言体制の調整、救急活動の事後検証に必要な措置に関
する調整、研修等に関する調整等いわゆるメディカルコントロール体制の構
築に係る実質的な調整を行うこととともに、救急業務全般について医学的
側面から質の向上を図り、地域の救急医療体制を構築する役割が求められ
ている
２）患者さんの診療を行いつつ、新型コロナウイルス感染症との戦いを並行して
地域医療を維持するための積極的な方策。例として、中等症の患者を集中的
に受け入れる
「重点医療機関」
を設定し、新型コロナウイルス感染症の患者に
対応できる病床を確実に確保するとともに、仮設の専門病棟の整備等につい
ても具体的に検討するなど、限られた医療資源を有機的に運用し、医療崩壊
を防ぐための方策のひとつ
（出典：2020年3月25日神奈川県記者発表資料を参
考にした）
３）呼吸・循環をサポートする目的で使用される医療機器
４）主に呼吸を助ける医療機器
５）日本集中治療医学会、日本救急医学会、日本呼吸療法医学会、日本感染症
学会、日本呼吸器学会、PCPS/ECMO研究会が合同で立ち上げた組織。
ECMOを中心とした重症患者管理の助言等を行う
６）MRSA=メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症を指す。通常の感染防御能力
を有する人に対しMRSAは一般的に無害であるが、易感染状態
（病気や治
療、老化等により免疫力が衰えている状態）
の場合、重症化することがある。
健康な医療従事者が患者に感染させることがあり、日常的に院内感染防止
策が取られている

ERM

新型コロナウイルス感染症の流行を経て
あらためて認識すべき
ＥＲＭ（全社的リスクマネジメント）の重要性
～不確実性の高まる世界で価値を創造していくために～
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第三部 統合リスクマネジメントグループ
上席コンサルタント

か

と

う

そ う

加藤 壮
ERM

要旨
▪新型コロナウイルス感染症
（以下、
「COVID-19」）
の流行は一過性のものではなく中長期的な観点で、具体的にどのよ
うな変化・影響をもたらすのかを把握する必要がある。
▪ＥＲＭとは、事業全体の不確実性を経営が把握し、全社的な取り組みとして展開するリスクマネジメントであり、従来の
リスクマネジメントを拡大・進化させたものである。
▪ＥＲＭを通じ、COVID-19がもたらす様々な変化を適切にとらえ、咀嚼し、様々な課題を解決するとともに新たな価値を
創造することにまでつなげることが重要である。

１

COVID-19によりもたらされた不確実性

切に願っている）。
COVID-19は、直接的には人の命を奪いながら、間接的には経
済を麻痺させ、
これまで構築してきた社会の仕組みや価値観を

COVID-19の世界的感染拡大は、感染者の健康や命に重大な

変容させる威力があるといっても過言ではない。COVID-19流行

支障を生じさせているばかりでなく、
ヒト・モノの動きを大きく制

を経た世界はニューノーマル（新たな常態）へと移行するという

限し社会・経済に甚大な影響を及ぼしている。

見方が大勢を占めるようになっている。その移行の速度や程度

日本国内においては2020年4月に緊急事態宣言が発出されて

は国や地域によって様々であろうが、企業を取り巻く事業環境が

以降、爆発的な感染拡大は防げているものの、終息に至るまでに

COVID-19流行以前と異なるものになることは明らかであろう。

は相当な時間を要することが見込まれており、様々な経済活動上

これまでの考え方、価値観、
セオリーが通用しない
「不確実性が

の制限が中長期的に継続する可能性がある。

高まった世界」
において企業が持続的に事業を通じて価値を創

一方、海外では欧米諸国を中心に日本とは比較にならない数

造していくためには、何を意識・検討し、
どのように行動していけ

の感染者・死者が発生し、社会・経済に大きな爪痕を残している。

ばよいか。
その重要なヒントがＥＲＭ
（全社的リスクマネジメント）

また、新興国や公衆衛生が整っていない国・地域での感染拡大

という取り組みにある。

が現実のものとなった場合、
グローバルサプライチェーンが一層
の影響を受けるだけでなく、当該国の社会システムそのものが
崩壊し、難民や貧困層の増加などに伴い地政学リスクが高まる
ことも懸念される
（なお、本稿は2020年5月下旬に執筆しており、
本誌発行の7月時点でこれらのことが現実となっていないことを
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２

ＥＲＭ
（全社的リスクマネジメント）
とは

３

STAGE 1 × COVID-19

～足元で高まっているリスクにどう対処していくか～

ＥＲＭ
（Enterprise Risk Management、
全社的リスクマネジ

COVID-19の流行に際し、多くの企業では社内における感染予

メント）
とは、企業の事業目標の達成を阻害するあらゆる
「不確実

防策（在宅勤務措置、執務室の換気、
マスク着用、手洗い・うがい

な事象」
をとらえ、
それらを経営が認識し経営判断に組み込んで

の励行など）
や、感染者が発生した場合の対応策（濃厚接触者の

管理するリスクマネジメントの取り組みである。

特定、取引先への連絡、業務体制立て直しの手順や、休業措置、

従来のリスクマネジメントは、事故や損失の予防、再発の防止、

消毒対応、情報公開といった緊急時対応手順など）
については十

危機管理
（危機発生時の適切な対応）
に主眼を置いたものであっ

分実施されたことと思料する。
これらの対策はもちろん重要であ

た。
しかし、近年では気候変動、国際関係の変化、新技術の台頭、

るが、STAGE1のリスクマネジメントにおいてはそれだけに囚われ

社会的価値観の変化など、事業を取り巻く環境変化が著しく、企

てはならない。COVID-19によりもたらされる様々な事業環境の

業の存続自体を危うくする事象が頻発している。
これらの事象は

変化は、“従来存在する潜在的なリスク”の発生可能性や影響度

社内の部署任せで対処できるようなレベルのものではなく、事業

を高めていることを認識する必要がある。

計画や事業のポートフォリオにも大きな影響を与えることから、

COVID-19でヒト・モノの動き・流れが制約されることによ

“経営が” それを “リスクとして” 把握し、“全社的に” 取り組み、

り、人員や物資の不足、物流の遅延、モラル・士気の低下など

マネジメントしていくことが重要となる。
これが“全社的リスクマネ

が生じている。
これらの事象は、現場や取引先・協力会社、従業

ジメント”といわれる所以である。

員などに大なり小なり様々な変化をもたらし、短期的にも中長

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、従来のリスクマネジメント

期的にも経営に多大な影響を及ぼす“COVID-19以外の潜在

とＥＲＭのレベル感の違いを三つのSTAGEに分けて提示している

的なリスク”を増大させている。次頁表１は、COVID-19に関連

（図１）。

するネガティブキーワードから想起されるリスクシナリオの例

ＥＲＭの実践を通じCOVID-19による事業環境の変化に対応

である。

していくためには、
この三つのSTAGEそれぞれでどのような影響

その他にも、就労環境の変化（テレワークの増加など）に伴う

があるのかをとらえ、対策を講じていくことが重要となる。以下で

情報漏えいリスクや、様々なハラスメント、メンタルヘルスなど

詳述する。

の問題も既に社会で顕在化している。企業においては“従来の

STAGE ３ 企業グループ目標の達成（価値の創造、最大化）
 外部・内部環境変化を踏まえ、自社の強みを活かし
価値や利益の創造につなげるRM
 STAGE１で足場を固め、STAGE２で事業環境の変化を
適切に把握できていなければ到達することは難しい
STAGE ２ 企業グループの存在否定の防止（価値の維持、保護）

E
R
M

 中長期視点で事業目標の達成を脅かすような事象への対処に
主眼を置いたRM
 今のビジネスモデルの前提を覆す可能性のある変化をとらえ対処する
例）SDGsや長期化が見込まれるCOVID-19 による社会の仕組みや価値観の変化が、
自社のビジネスにどのような影響を与えるのか

STAGE １ 金銭的損失や信用低下の防止（含、危機管理）

グループ全体への展開

従
来

 事故防止、再発防止、危機管理に主眼を置いた従来のRM
 損失を低減するための取り組みは、すべての土台として重要
 いかに経営資源を効率的に活用しリスクを低減できるか
【図１】
ＥＲＭが目的とするリスクマネジメントの全STAGE
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【表１】COVID-19に関連するネガティブキーワードと増大が懸念されるリスク事象

ネガティブキーワード

増大が懸念されるリスク事象

人員や物資の不足

◦設備の保守点検に割ける人員が不足した結果、火災・爆発事故を誘発
（火災・爆発リスク）
◦スタッフの不足により現場の労働環境が悪化し過労死が発生
（労務リスク）
◦品質検査資格保有者の出勤が制限される中、資格を保有していない他の社員による品質試験が常態化
（品質偽装リ
スク、PLリスク、
リコールリスクなど）

納入・対応の遅延

◦納入時期の延期により、取引先や外部委託業者の運転資金が枯渇し倒産
（原材料の途絶リスク、与信リスク）
◦原材料の納入時期の遅延により最終製品の納入が大幅に遅延し、契約に基づく違約金が発生
（契約不遵守リスク）
◦製造リードタイムの長期化により必要な品質検査を実施せずに出荷
（品質偽装リスク、PLリスク、
リコールリスクなど）

モラル・士気低下

◦会社の損失を回避したいがために、下請け業者に対して無理な値引きを要求
（コンプライアンスリスク）
◦給与の減額に反対する従業員が業務をボイコットし事業が停止
（労働争議リスク）
◦会社の先行き不安から優秀人材がノウハウをもって他社に転職
（人材喪失リスク、重要機密の漏えいリスク）
◦諸外国の政情不安に伴う
“腐敗指数”
の高まりにより海外拠点において贈賄が常態化
（贈賄リスク）

治安の悪化

◦換金性の高い在庫商品や工場資材などの盗取・転売が横行
（盗難リスク）
◦世界的なサイバー攻撃の増加に伴い、
自社も攻撃を受け重要機密が漏えい
（情報漏えいリスク）

潜在的なリスク”がどうなっているのかを幅広くとらえ、必要に応

総点検し対処することが、STAGE１のリスクマネジメントとして重

じ対策を講じることが重要となる。

要である。

そのため、STAGE1のリスクマネジメントにおいては、以下の
ような取り組みを通じ、“リスクの総点検”を行うことが求めら
れる。
STAGE 1 × COVID-19のリスクマネジメント取り組み
①事業を取り巻くリスクを、バリューチェーンやステーク
ホルダー全体を俯瞰（ふかん）
し棚卸する
②COVID-19によってもたらされる“変化”や、世の中で実際
に顕在化している事象に着目し、
リスクシナリオを想定す
る
（これまでの想定を見直す）
③リスク対策の状況や社員が適切にリスクを認知している
かを把握する
④これまでのリスク対策が、COVID-19を前提として有効か
検証し見直す

４

STAGE 2・3 × COVID-19

～会社の存在が否定されないか・価値を創造していけるか～

STAGE 2・3ではCOVID-19をどのようにとらえていけばよい
か。
そのポイントは、COVID-19によってもたらされた人々の意識
や行動の変化により、
◦これまでの自社事業が提供していた価値が毀損されないか
【STAGE2】
◦その変化に対して新しい価値を提供することはできるか
【STAGE3】
を考えることにある。
COVID-19の影響は、
「第二次世界大戦以後最大の人類の危
機」、
「リーマンショックを超える経済危機」などと表現されるこ
とがあるが、COVID-19は、武器を用いて人の命を奪い街や生活

首都圏や西日本で発生する可能性のある巨大地震や、夏・秋

インフラを物理的に破壊する戦争とも、複雑な金融商品によって

に向けて多発している大型台風などは依然として脅威であると

もたらされた金融システム危機とも異なる
（COVID-19がそれら

同時に、COVID-19影響下で発生した場合は事業継続や復旧に

の事象を誘発する可能性は否定できないが）。
また、COVID-19

従来以上の支障をきたす可能性がある。
また、海外に目を向ける

を単に“ヒト・モノ・カネの流れを滞らせる事態”“景気の問題”など

とサプライチェーンのリスクのみならず、現地の公衆衛生や治安

と考えるだけでもその問題の本質は見えてこない。
そのため、
まず

悪化による駐在員の安全上のリスクなどもますます問題になっ

はCOVID-19がもたらしている変化とは何なのかをとらえるとと

てくるだろう。
目前のCOVID-19対策の優先順位が高まったこと

もに、
その変化の方向性と程度がどうなるかを考えることが重要

は確かだが、
それ以外のリスクが無くなったわけではなく“むしろ

である。

増大している”との前提に立ち、
あらためてそれらのリスクが自社

C O V I D - 1 9は、ヒト・モノの動きに制 約をもたらしている

内でどのような状況にあるのか、上記①～④の取り組みを通じて

が、その根底でどのような意識の変化や行動変容をもたらす
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だろうか。例えば、以下のような変化が起きている（または今
後起こる可能性がある）。

動きが出てくるかもしれない（前述の「物理的密→分散」の変
化）。
これは、いずれも事業環境の変化に伴う不確実性に対応
し、“新たな価値”を生み出すものである。
これまでは外食産業で
は
「営業時間中の顧客の回転率を高め、客単価を高める」
ことが

＜経済活動の土壌の変化＞

重要であり、人がたくさんいる密な場所に店舗を構えることを

◦公共から個へ…不特定多数の人間で共用する“公
（Public）
”

“価値の源泉”の中心に置いていたかもしれない。
しかし、それは

的な場・時間が制限・縮小され“個
（Personal・Private）
”

COVID-19により“価値の源泉”とは言い難くなった。一方で、“一

の場・時間が拡大する

般家庭では作ることのできないおいしい料理の価値”や、“料理を

◦物理的密から分散へ…許容されない物理的密状態が分

する手間や時間をアウトソースできる価値”などの価値は今後も

散される、都心から都心以外へ経済活動の場が移動する

必要とされるのではないだろうか。
そのような根源的な価値にあ

◦リアルからバーチャルへ…ある目的を達成するために、

らためて着目し、前述のような環境変化に合わせ価値提供の方

その場へ行かなくともバーチャル空間上で完結できる
＜経済活動における価値認識の変化＞
◦消費行動における“必要か不要か”の峻別の加速（以下は
峻別判断の軸の例）
日常生活上不可欠か否か
持続可能性に資するものか否か

法・手段を変えていけないか、柔軟に考えることが重要となる。
前述の四つの変化の例は、外食産業に対してだけでなく社会
全体へ変化を及ぼしている。そのため、COVID-19を踏まえた
STAGE2・3の議論はすべての業種・企業において実施されるべ
きである。
また、その際には自社のみならず取引先やエンドユー
ザーがどう変化するかなど、
自社のステークホルダーの変化も含
めて検証することが重要となる。

＜業務価値・就労価値の変化＞
◦人間の手で行うことが非効率な作業の実施方法の転換
◦無駄な業務・作業の峻別の加速
◦他律的な就労態度から自律的な就労態度への転換
◦時間ベースでの報酬構造から成果ベースでの報酬構造へ
の転換
＜投資家の意識の変化＞
◦成長・拡大重視から持続可能性への貢献度重視への変化
◦株主第一主義からマルチステークホルダー主義への変化

STAGE 2・3 × COVID-19のリスクマネジメント取り組み
①COVID-19による社会・消費者、顧客、株主、取引先、従業
員などステークホルダー全体の変化を具体化する
（自社
として咀嚼する）
②自社の経営目的および自社にとっての
『価値の源泉』
を明
確にする・再定義する
③自社におけるこれまでの価値創造・価値提供のあり方、
つまり事業構造や業務内容を確認し、
どこを変えていく
必要があるのか、
どこをそのままとしておくのかの試案を
検討する

このような変化を踏まえ、企業は自社の価値創造の基盤と仕
組みを見つめなおし、
どのように変化させていく必要があるのか
を考えることが重要となる。
その際に意識したいのが、“価値の源
泉（価値を創出するためのコアとなるもの）”である。
COVID-19により事業環境が厳しくなっている
「外食産業」
を

④①～③を総合し、発揮できる強みを明らかにするととも
に、弱みを克服し、COVID-19影響下およびCOVID-19後
のニューノーマルの世界でどのように新しい価値を生み出
していけるか考える
⑤以上の検討結果を会社のすべての活動（事業戦略、
マー
ケティング、製品企画など）
に反映させていく

例に考えてみよう。

9

外食産業では外出自粛により客足が遠のき、多くの事業者で

COVID-19による影響は、
ヒト・モノの流れが制限された、景

売り上げが落ち込んだ。
そのような中、宅配やテイクアウトを始め

気が減退したという表層的なものでなく、“経済活動の土壌や意

る事業者が増えた。
これは、前述の「公共→個」の変化に対応す

識が変化し、
その結果として従来の価値の評価基準が変わる”、

るための新たな動きといえる。今後は、家賃が高いにもかかわら

という観点でとらえることが重要である。
このような問題に立

ず昼間人口が戻ってこない都心での営業を止め、都心近郊の住

ち向かい新たな価値を創出していくため、上記①～⑤のような

宅街や地方都市に店舗を移し新たなスタイルで営業を再開する

STAGE2・3のリスクマネジメントが有効である。
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５

COVID-19を経て“変化しない（できない）
こと”が将来のさらなるリスクになる

変化しなければならないという危機感が醸成されない可能性
があるからだ。一方、甚大な被害を受けた海外諸国では、今後
様々な社会変革が生じる可能性が高い。行政や教育はますます

結局、COVID-19は何をもたらしたのかをSTAGE1～3の視点
で考えると、

オンライン化し、テレワークが常識となって労働生産性は一層
高まり、
モビリティや様々なサービス産業のあり方も全く違った

①様々な課題を浮き彫りにして

ものになるかもしれない。前述のとおり、成長・拡大重視から持

②すべてのものの本質的な価値を見つめなおさせ

続可能性重視への価値観のシフト、ESG投資の進展もさらに加

③新しい姿に向かって変容させる

速する可能性が高い。そのような場合、COVID-19以前の価値

といったプロセスを“加速させる”効用があった、
と言い換えるこ

観をベースにした経済活動をしていては、“世界のニューノーマ

とができる。①～③はCOVID-19の流行がなかったとしても業

ル”に対応できず、
ただでさえ落ち込んでいる日本の競争力やプ

種・企業に従来求められる普遍的な価値創造プロセスであるが、

レゼンスをさらに低下させることになりかねない。

COVID-19の流行はそれを否応なく“直ちに”実践することを強要
するものといえる。
COVID-19の流行を経て浮き彫りとなった課題の多くは、

COVID-19による影響が“のど元過ぎれば熱さを忘れる”こと
で終わってしまえば、中長期的にはさらに大きなリスクをもたら
すことになるだろう。
そうならないためにも、
すべての企業は今こ
そＥＲＭ（全社的リスクマネジメント）
を通じてCOVID-19による

ければならないのは、SDGs（ 持続可能な開発目標）
で掲げられ

変化を適切にとらえ、将来を見据えて変革を進めることが求め

ている地球規模の課題（貧困、飢餓、健康、差別、人権、労働と

られている。

いった社会問題から、地球温暖化問題、生物多様性、海洋汚染
などの環境問題）
の深刻化である。COVID-19が浮き彫りにした

以上

課題は、
もしCOVID-19の流行が発生していなかったとしても、
遅かれ早かれ対処しなければならなかったものばかりであり、
いずれにしても課題を解決していかなければ、地球の持続可能
性自体が損なわれる可能性がある。今、変わっていかなければ
ならないのだ。
しかしながら、COVID-19流行を経ても日本国内ではあまり
大きな変化は起きないかもしれない。なぜなら、
日本においては
（そのこと自体は不幸中の幸い、
といえるものの）欧米諸国ほど
の被害は発生しておらず、SARSやMERSが流行した時と同様、
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COVID-19以前から認識されていたものである。特に注視しな

風水災リスク①

水災BCPのポイントについて
～2018年、2019年の大水害を踏まえて～

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部 事業継続マネジメントグループ
上席コンサルタント

く ろ ず み

の ぶ た か

黒住 展 尭

要旨
▪本稿では、平成30年7月豪雨や2019年台風19号などに代表される近年の水災を踏まえた水災対策の必要性およびポイ
ントについて解説する。
▪水災対策のポイントは
「ハザードの確認」
、
「被害想定」
、
「リスクの処理」
、および
「検証・改善」
の四つの取り組みを適切に
実行することである。
▪
「リスクの処理」
の取り組みには
「直接的な被害を低減するための対策」
「
、有事の際の活動を迅速かつ的確に行うための
対策」
、および
「財務対策」
の三つがある。
▪「有事の際の活動を迅速かつ的確に行うための対策」
として、水災を対象とした活動計画の作成が挙げられるが、特に
「豪雨の発生が予見される段階
（災害発生前）
」
に何を行うかを整理しておくことが重要である。

１

水災リスクの増加と企業の対応状況

※
（参考）特定非常災害とは
「著しく異常かつ激甚な非常災害」
として指定された災害
で、①死者・行方不明者、負傷者、避難者等の多数発生、②

⑴水災のリスク増加
2018年は
「平成30年7月豪雨」
（いわゆる西日本豪雨）
や台風21

住宅の倒壊等の多数発生、③交通やライフラインの広範囲
にわたる途絶、④地域全体の日常業務や業務環境の破壊の
諸要因を総合的に勘案して判断・指定される。特定非常災

号により、2019年は台風15号および台風19号により、各地で甚大

害に指定されることで、被災者に対して、行政上の権利利益

な被害が発生した。平成30年7月豪雨は、地震以外で初めて
「特

に係る満了日の延長（例：運転免許証の有効期間の延長な

定非常災害（※）」
に指定されるなど、市民生活への影響も極めて

ど）
の救済措置が適用されることとなる。

甚大なものであった。2019年台風19号（いわゆる令和元年東日
本台風）
も平成30年7月豪雨に続き
「特定非常災害」
に指定され

また、経済的な観点からも、近年の水災の影響の大きさがわか

た。
その根拠法である
「特定非常災害特別措置法」
が1995年兵庫

る。次頁表1は、過去の水災などにより高額な損害保険金が支払

県南部地震を契機に制定されてから、特定非常災害に指定され

われた事例（見込み含む）
を示したものである。

た災害は6災害を数えることとなった
（1995年兵庫県南部地震、

保険金の支払額上位10災害の中に、2018年に発生した災害

2004年新潟県中越地震、2011年東日本大震災、2016年熊本地

が三つある。また、2019年12月9日時点の集計結果によれば、

震、平成30年7月豪雨、2019年台風19号）。
そのうちの二つが2018

2019年に発生した台風15号および台風19号の損害保険金の支

年と2019年の水災であり、近年の水災の威力が増していることを

払額は、それぞれ「4,656億円（台風15号）1）」、
「 5,826億円（台風

示唆していると考えられる。

19号）2）」
となっている。次頁表1に示す事例に2019年のデータを
加えると、2018年以降の約2年間に発生した水災が、支払保険金
上位の災害の多くを占めることとなる
（なお、次頁表1の数値には
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【表1】過去の水災等による高額支払保険金事例

順位

災害名

地域

年月日

支払保険金
（単位：億円）
火災・新種

自動車

海上

合計

1

平成30年台風21号

大阪・京都・兵庫等

2018年9月3日～5日

9,363

780

535

10,678

2

平成3年台風19号

全国

1991年9月26日～28日

5,225

269

185

5,680

3

平成16年台風18号

全国

2004年9月4日～8日

3,564

259

51

3,874

4

平成26年2月雪害

関東中心

2014年2月

2,984

241

－

3,224

5

平成11年台風18号

熊本・山口・福岡等

1999年9月21日～25日

2,847

212

88

3,147

6

平成30年台風24号

東京・神奈川・静岡等

2018年9月28日～10月1日

2,946

115

7

平成30年7月豪雨

岡山・広島・愛媛等

2018年6月28日～7月8日

1,673

283

8

平成27年台風15号

全国

2015年8月24日～26日

1,561

9

平成10年台風7号

近畿中心

1998年9月22日

1,514

10

平成16年台風23号

西日本

2004年10月20日

1,112

3,061
－

1,956

81

－

1,642

61

24

1,599

179

89

1,380

（出典：一般社団法人日本損害保険協会「過去の風水害等による高額支払保険金事例
（見込み含む）
」）

水災だけでなく、風災によるものも含まれる）。
行政の対応や、保険金の支払額といった観点のみならず、
自然
現象そのものの観点でも、大きな被害をもたらしうる水災の発

駅周辺のタワーマンションでは地下階に設置された機械設備な
どが被災した結果、停電や断水の発生、
エレベーターが使えなく
なるなどの事態も発生していた。
台風についても温暖化の影響により、将来的に発生頻度は低

1時間降水量50mm以上の年間発生回数」によれば、水災をも

下するものの、
一つあたりの勢力が大型化する可能性が懸念され

たらしうる強雨の発生回数が増加傾向にあることが読み取れる

ているなど、
わが国における水災リスクは確実に増加しており、水

（図1）。

災への備えを万全とすることが、企業経営上不可欠な状況となっ
ていると考えられる。
（参考）
内水氾濫とは
図２のとおり、堤防で囲まれている市街地などのエリアに
短時間に多量の降雨があることによって排水が間に合わな
くなり発生する浸水被害のことを言う。

【図1】全国
［アメダス］
1時間降水量50㎜以上の年間発生回数
（出典：気象庁「大雨や猛暑日など
（極端現象）
のこれまでの変化」）
【図2】
内水氾濫について
（出典：姫路市「姫路市内水ハザードマップについて」）

（図1から読み取れること）
①全国の1時間降水量50mm以上の年間発生回数は増加
（統計期間1976～2019年で10年あたり28.9回の増加）
②最近10年間（2010～2019年）
の平均年間発生回数（約327
回）
は、統計期間の最初の10年間（1976～1985年）
の平均
年間発生回数（約226回）
と比べて約1.4倍に増加

⑵企業の水災リスクへの対応状況
前項のとおり、わが国における水災リスクは増加傾向にある
が、
それらのリスクに対して、企業の対応はあまり進んでいないと
いえる。

一般的な下水道設備の排水能力は、1時間降水量50mmの降

自然災害への対策の取り組み状況を示す一つの指標として

雨を想定していることが多く、1時間降水量50mm以上の降雨の

「ＢＣＰ
（事業継続計画）」の策定率が挙げられる。例えばＭＳ＆

発生回数が増加するということは、排水の間に合わない、
すなわ

ＡＤインターリスク総研が2018年に実施した「事業継続マネジ

ち内水氾濫（図2）
と呼ばれる水災が増えることを意味する。2019

メント
（ＢＣＭ）に関する日本企業の実態調査」によれば、
ＢＣＰ

年台風19号においても、川崎市内で内水氾濫が発生しており、

の策定率は年々増加しており、
「 策定している」、
「 現在、策定中
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生可能性が高まっているといえる。気象庁の
「全国（アメダス）
の

である」
の回答割合の合計が70%を上回るなど、徐々に策定割合
が高まっていることがうかがえる
（図3）。
しかし、同調査の結果において、対象とするリスクについて、
「水災」
を選定している企業は、
同じ自然災害である
「地震」
と比べ
て少ないことも浮き彫りとなった
（図4）。

これは、
わが国において、
ＢＣＰ策定を推進する要因となった出
来事が
「東日本大震災」
を代表とする地震災害であった影響が大
きいと考えられる。
前項で示した保険金の支払額をみると、地震については、2011
年東日本大震災で「12,833億円」、2016年熊本地震で「3,859億
円」、2018年大阪北部地震で「1,072億円」
であった３）。経済的な
影響の大きさを示す一つの指標として保険金の支払額をみた場
合、
水災と地震で大きな違いはないにもかかわらず、
リスクへの対
応状況には差がみられる。水災のリスクが増大していく傾向を踏
まえると、地震と同様に水災についても備える必要がある。

※2010年度以前については、
「現在、策定中である」
「策定の計画がある」
の項目は統合されていた

【図3】
ＢＣＰの策定状況
（出典：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研「第8回事業継続マネジメント
（ＢＣＭ）
に関する
日本企業の実態調査」）

２

企業に必要な水災対策とは

⑴水災対策の全体像
前章では、わが国における水災リスクが増加傾向にあること、
および各企業の水災対策に関する取り組みは道半ばの状況にあ
ることを説明した。以下ではそのような背景を踏まえ、
これから企
業が水災対策に取り組む際に、
どのようなことが必要なのかにつ
いて解説する。
図5は水災リスクに対応するための一般的な取組手順を示し
たものである。次項から、
この取組手順～４つのステップについて
説明する。

ステップ①
ハザードの確認

ステップ②
被害想定

ステップ③
リスクの処理

ステップ④
検証・改善

【図5】水災リスクへの対応の取組手順

⑵ステップ①「ハザードの確認」
について
水災対策に着手する際、
まず行うべきはハザードの有無を確
認することである。1章で説明したとおり、水災リスクはわが国全
体として増加傾向にあると考えられるが、立地・地形などの個別
の要素によって、
その程度は大きく異なる。
また、
自社がどのよう
※2018年度調査では、2015年度調査における選択肢を以下のとおり変更している：
・
「異常気象（台風、洪水、ゲリラ豪雨、豪雪など）」を、
「水災（河川氾濫、内水氾濫、高潮）
」
「土砂災害」
「その他自然災害（風災・雪災・落雷等）
」の３つに分割
・
「火山噴火」を「火山噴火・降灰」に変更
・
「テロ（過激行動によるもの）
」を、
「戦争・テロ（過激行動によるもの）
」に変更

【図4】
ＢＣＰの対象リスク
（出典：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研「第8回事業継続マネジメント
（ＢＣＭ）
に関する
日本企業の実態調査」）

な水災のリスクに晒されているかを把握しなければ、
「水災リスク
がそこまで大きくないのに敷地のかさ上げや拠点の移転などの
過剰な対策を行う」
といった的確でない取り組みの要因となる。
そのため、
自社の水災リスクがどの程度の大きさなのかを把握す
ることが重要となる。
それでは、
どのように水災リスクを調べれば良いか。近年はIT
技術の発展により、
インターネット上から容易に各地域の水災に
関するハザードマップを閲覧することができる。
特に国土交通省の
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「重ねるハザードマップ」
（図6）は全国をカバーしており、
かつ操

従業員規模101人から300人の企業においては、約50%がハザー

作も容易であることから、水災リスクの調査に活用することを推

ドマップを見たことがないことが明らかとなっているなど、
ハザー

奨する。

ドマップの認知不足が課題となっている。前記のとおり、
ハザード

ハザードマップの効用は、平成30年7月豪雨および2019年台風

マップはインターネットで検索すれば容易に閲覧できるので、
自

19号でも明らかとなっている。
いずれの災害においても、事前に

社の立地する地域周辺のハザードマップを閲覧したことがない方

想定されていた浸水想定区域図と実際に浸水被害のあった地域

は、
ぜひ一度ご覧になることをお勧めする。

が概ね一致していた
（図7）。
このように、事前にハザードマップを確認しておくだけでも、水
災発生時の状況をイメージすることができ、災害対策上有効で
ある。
しかしながら
「2019年版中小企業白書」4）によると、例えば、

⑶ステップ②「被害想定」
について
ハザードの確認ができたら、続いて
「被害想定」
を行う。
つまり、
ハザードの内容から、
自社にどのような影響が生じうるかを推測
するのである。
例えば、浸水が50㎝未満と想定されている地域に自社が立地
しているのであれば、
「 建物の1階に浸水があるかもしれない」、
「地下階に設置された機械設備が浸水被害に遭うかもしれな
い」、
あるいは
「周辺一帯が浸水することで社員の出社が難しくな
るかもしれない」
といった被害が想定されるだろう。
このように、
浸水が自社にもたらすであろう被害を一つずつ具体的にイメージ
していくのである。

を低減することの根幹をなすため、被害想定は丁寧に実施する
必要がある。
そして、被害想定を的確に行うために、経営資源（ヒ
ト／モノ／カネ／情報）
を切り口にすることを推奨する
（表2）。

【表2】経営資源を切り口とした被害想定の例

経営資源
【図6】重ねるハザードマップ
（出典：国土交通省「重ねるハザードマップ」）

【図7】
（左）
浸水想定区域図
（出典：国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所「浸水想定区域図
（想
定最大規模降雨）
［千曲川］
」）
（右）
2019年台風19号の浸水実績図
（出典：国土地理院「【暫定】
＜速報＞令和元年台風19号に伴う大雨による浸水
推定段彩図
（千曲川３）
」）

影響
（例）

ヒト

◦従業員が自然災害の直接的・間接的影響で死傷する
◦スキルや決裁権限を有している社員が出社できない
◦自宅が被災し、当面出社できない

建物

◦建物の清掃が必要で当面、立ち入れない。このため、
事業活動を継続できない
◦復旧のために多額の費用を要する
◦休業損害が生じる

設備

◦設備が水損し、事業活動を継続できない
◦損傷した設備と同じ型の設備の生産が終了しており、
再調達できない
◦復旧のために多額の費用を要する
◦休業損害が生じる

ライフライン

◦電気、水、
ガスなどの供給が停止し、事業活動を継続で
きない
◦ライフラインの途絶により、冷蔵保管品等を廃棄せざ
るをえなくなる

システム

◦サーバーが水損することでデータが滅失し、受注状況
などが把握できなくなる
◦ネットワークの途絶により、
システムが利用できなくな
ることで、業務効率が著しく低下する

サプライヤー ◦物流が寸断することで、サプライヤーから原料等が調
達されない
◦自社は被災しなかったが、
サプライヤーが被災し、原料
等が調達されない。その結果、
自社の業務が停止する

RMFOCUS Vol.74〈2020 Summer〉 14

風水災リスク①

なお、被害想定を行う過程で洗い出された影響に対し、
ステッ
プ③「リスクの処理」において対策を講じることが、水災リスク

【図8】水災を対象とした対応事項のまとめ方
（例）

⑷ステップ③「リスクの処理」
について
被害想定において、想定されるハザードに対し自社に起こりう

②有事の際の活動を迅速かつ的確に行うための対策
水災が発生した、あるいは発生が予見される事態に至った
際の活動計画を取りまとめておくことも、水災リスクを低減する

る影響を具体化することができたら、次は想定される影響を極小

ために必要な取り組みである。水災を対象とした活動計画を考え

化するために各種対策を検討することとなる。
ここでは、
「①直接

る場合、地震とは異なり、
自社の拠点などに水災の原因となる台

的な被害を低減するための対策」、
「②有事の際の活動を迅速か

風などの事象が、
いつごろ接近してくるか、
ある程度予測できるた

つ的確に行うための対策」、
「 ③財務面の対策」の三つの観点で

め、
「 豪雨に見舞われている段階（災害発生時）」
および「豪雨が

具体例を紹介する。

通過した後の段階（災害発生後）」
のみならず、
「豪雨の発生が予
見される段階（災害発生前）」
において何を行うべきかを整理して

①直接的な被害を低減するための対策

おくことが極めて重要となる。

水災の直接的な被害として、
「建物内部の浸水」
や
「事業用の設

例えば、図8のように、
局面ごとに誰が何をする必要があるのか

備・機器の水損」
といったものが挙げられるが、
これら直接的な被

を整理しておくとよい。図8では事態の深刻度に応じて局面をス

害の影響を低減することは、企業が講じるべき水災対策のなかで

テージ1～5および終息期に分けており、台風が直撃する段階を

も欠かせないものである。代表的な対策としては「重要な設備・

ステージ4、台風通過後に深刻な被害が生じていた段階をステー

資産を高い場所に設置・保管する」
「
、設備・機器をかさ上げする」
、

ジ5などと整理している。

「建物開口部に設置する止水板・土嚢を準備する」、
「 拠点の立

図中に記載したとおり、被害が発生した後の対応は地震を

地する敷地のかさ上げを行う」、
「拠点を水災リスクの小さい地域

想定したＢＣＰと内容は大きくは変わらない。
そのため、既に地震

へ移転する」
などが挙げられる。

に備えてＢＣＰを作成している企業が水災対策に関わる活動計

これらの対策の特徴としては、金銭的コストが少なからず生じ

画を検討する場合は、特に
「豪雨の発生が予見される段階」
で何

ることである。特に、拠点の移転などは多額の費用が生じるだけ

を行うべきかを検討するところから着手するとよい。
なお、図中の

でなく、事業活動全体にも大きく関わってくることであるため、想

色付け部分は、水災が発生したことによって対応が必要になる業

定される水災リスクの大きさと、対策導入に必要なコスト、
および

務
（情報収集や帰宅指示など、
図ではそれらの業務を
「特別対応」

得られる効果の大きさを踏まえた経営判断が必要となる。

と呼んでいる）
を実施する局面を示している。

また、
これらの対策は金銭的なコストが生じるがゆえ、
水災リス
ク低減の取り組み単体で考えるのではなく、事業活動における設

前記のとおり、水災を対象とした活動計画を考える場合、
「豪
雨の発生が予見される段階」、
「 豪雨に見舞われている段階」、

備投資の判断とセットで考えることが有効である。例えば、新規

「豪雨が通過した後の段階」
の各局面に応じた対応事項の整理

に事業拠点を設ける際などに、候補地の選定の観点として水災リ

が必要であるが、
あわせてどのような条件でどの局面の活動を実

スクの大小といった観点を加える、
あるいは店舗の内装を刷新す

施するのか、
その判断基準を整理しておくことも重要である。

る際に、高額資産を高い位置に移動することも一緒に行うなどで
ある。

実際に豪雨等が近づいている場面で、現在はどの局面なのか、
事態の深刻度を判断するうえで参考となる情報についても、
イン
ターネット上からリアルタイムに近い形で多数収集することがで
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【表3】防災気象情報と警戒レベルとの対応について

きる。例えば気象庁のサイトからは、各種警報などの情報を収集
することができるため、
ぜひ参照いただきたい。

情報

警戒レベル

大雨特別警報
氾濫発生情報

警戒レベル５相当

土砂災害警戒情報
危険度分布
「非常に危険」
（うす紫）
氾濫危険情報
高潮特別警報
高潮警報※２

警戒レベル４相当

※１

なお、
気象庁から発出される警報などは多岐にわたり、
どのように
解釈・判断すればよいか難しいという声があったため、
「避難勧告
等に関するガイドライン」
（内閣府（防災担当））
が2019年3月に改
定され、5段階の警戒レベルを明記して防災情報が提供されるこ
ととなった。各種警報などの防災気象情報と警戒レベルの対応
は表3のとおりである。
なお、警戒レベルは本来、地域住民の避難要否の判断を容易
にすることを目的に設定されているが、避難の切迫性を5段階で
示しており、直観的に理解しやすい。水災時の活動の局面切り替
えに関する指標とすることを推奨する。
ここまで然るべき指標に基づき局面を切り替えること、
および
それに対応した行動計画を策定しておくことが有事の際の活動
を迅速かつ的確に行うことに資すると説明してきたが、
ここから
はその具体例を示したい。
次頁図10は2019年台風19号で被災した川崎市について、表3
に示した警戒レベルを切り口として、局面を整理した例である。
次頁図10の
「（参考）
ステージ」
という列に示した
「ステージ1」が

に対応している。
各種注意報・警報は横浜地方気象台の報告書に基づいて記載
しており、
「●」
は発表、
「○」
は継続、
「▼」
は警報から注意報への
変更、
「土浸」
は土砂災害および浸水害の双方に関することを示
しており、各記号横の数字は、
当該注意報・警報が発表された時
刻を示している。

危険度分布
「注意」
（黄）
氾濫注意情報

警戒レベル２相当

大雨注意報
洪水注意報
高潮注意報
（警報に切り替える可能性に言及され
ていないもの）

警戒レベル２

早期注意情報
（警報級の可能性）
注:大雨に関して、明日までの期間に[高]又は[中]
が予想されている場合

警戒レベル１

※１ これまでに経験したことのないような降水量の大雨が見込まれる際の大雨
特別警報を指します。
※２ 暴風警報が発表されている際の高潮警報に切り替える可能性が高い注意
報は、避難が必要とされる警戒レベル４に相当します。
※３ 夜間～翌日早朝に大雨警報
（土砂災害）
に切り替える可能性が高い注意
報は、高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当します。
※４「伊勢湾台風」級の台風等による大雨が見込まれる際には高齢者等の
避難が必要とされる警戒レベル３の大雨警報
（土砂災害）
が大雨特別警報
（土砂災害）
として発表されます。
（出典：気象庁「防災気象情報と警戒レベルとの対応について」）

また、危険度分布（「浸水害」、
「土砂災害」
および「洪水」）
につ
いては、気象庁のデータに基づき、各時間帯において川崎市の範
囲内に該当した最も危険度の高い情報を示している。
さらに「出来事」の列には、各時間帯において川崎市中原区
で生じていた状況を示した図9の6枚の写真を関連づけている。

写真①

写真②

写真③

写真④

写真⑤

写真⑥

【図9】2019年台風19号の際の川崎市中原区の状況
（出典：川崎市上下水道局「令和元年東日本台風による排水樋菅周辺地域の浸水に関する検証中間とりまとめ②」）
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警戒レベル2および2相当、
「ステージ2」が警戒レベル3相当、
「ス
テージ3」が警戒レベル4相当、
「ステージ4」が警戒レベル5相当

※３※４
大雨警報
（土砂災害）
洪水警報
危険度分布
「警戒」
（赤）
警戒レベル３相当
氾濫警戒情報
高潮注意報
（警報に切り替える可能性が高い旨に
言及されているもの）

写真①の時点では溢水（マンホールから水があふれる状態）
には

入力することで、該当拠点の立地する地域周辺で発出されてい

至っていないが、写真②の時点で溢水が始まり、以降、水災の程

る警報などの情報を一覧にまとめたCSV形式のファイルが生

度が激しくなっていく状況が示されている。

成される、
というものである
（次頁図11、図12）。ぜひご活用いた

図10の例では、
「ステージ2」
までに全社員を帰宅させる計画と

だきたい。

していれば、写真②以降の状況に巻き込まれることなく社員を帰

そのほか、局面の判断の参考となる情報として、交通機関が事

宅させることができるなど、各種警報に応じた局面を整理し、
さら

前に予告したうえで運行を中止する
「計画運休」
の実施状況が挙

におのおのの局面において取るべき行動を整理することで、水災

げられる。
「計画運休」
は2019年の二度の大型台風により一般的

の影響を低減することが可能であることをご理解いただけるので

になったと考えられるが、特に都市部において
「計画運休」
の実施

はないだろうか。

は社員の帰宅に関わる重要な情報であるため、局面の判断材料

一方で、局面切り替えの判断材料とする情報を収集する作

に加えておくことを推奨する。

業は、思いのほか、災害時の対応要員の手間になる。そこで

また、国土交通省よりトラック運送業界向けに示された異常

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、事態の深刻度に応じた局

気象時における措置の目安も局面判断に役立つと考えられる

面（ステージ）切り替えの判断材料とする情報を通知するシ

（次頁表4）。同指針では風速や雨量などを参考に、運送業務

ステムを構築した。情報を把握したい拠点の住所情報などを

の実施可否の判断基準を整理している。運送業を営む企業は

日付

時刻

2019年10月11日 15時00分
16時00分
17時00分
18時00分
19時00分
20時00分
21時00分
22時00分
23時00分
2019年10月12日 0時00分
1時00分
2時00分
3時00分
4時00分
5時00分
6時00分
7時00分
8時00分
9時00分
10時00分
11時00分
12時00分
13時00分
14時00分
15時00分
16時00分
17時00分
18時00分
19時00分
20時00分
21時00分
22時00分
23時00分
2019年10月13日 0時00分
1時00分
2時00分
3時00分
4時00分
5時00分
6時00分
7時00分
8時00分
9時00分
10時00分
11時00分
12時00分
13時00分
14時00分
15時00分
16時00分
17時00分
18時00分
19時00分
20時00分
21時00分
22時00分

出来事

大雨注意報

大雨警報

危険度分布
（浸水害）

危険度分布
（土砂災害）

洪水注意報

洪水警報

危険度分布
（洪水）

高潮注意報

高潮警報

● 16:57

（参考）ステージ
ステージ1

○ 21:42

● 21:42

◯ 4:24

黄

◯ 4:24

● 4:24
黄

◯ 6:23

黄

◯ 6:23

土浸 7:05

● 7:05

赤

◯ 6:23
◯ 7:05

ステージ2

赤
土浸 9:28

赤
黄

◯ 9:28

● 9:28

ステージ3

警戒 鶴見川

土浸 11:10

◯ 11:10

◯ 11:10

赤
写真①
写真②

警戒 多摩川
土浸 15:30

濃い紫

◯ 15:30

◯ 15:30
危険 多摩川

写真③
写真④

薄い紫
土浸 19:07
土浸 20:50

写真⑤
写真⑥
土浸 23:21
土浸 0:20

◯ 19:07
◯ 20:50

薄い紫
赤
黄

◯ 19:07
◯ 20:50
発生 多摩川

ステージ4

◯ 23:21
◯ 0:20

▼ 23:21
◯ 0:20

▼ 3:37

◯ 3:37

解 3:37

◯ 6:51

◯ 6:51

◯ 10:55
解 11:58

◯ 10:55
◯ 11:58

赤

解 16:03

黄

ステージ2

レベル1

【図10】2019年台風19号の際に川崎市で発令された注意報・警報等
（横浜地方気象台「令和元年 台風第１９号に関する神奈川県気象速報」、気象庁「令和元年東日本台風（台風第19号）
による大雨のときの危険度分
布」、
および川崎市上下水道局「令和元年東日本台風による排水樋菅周辺地域の浸水に関する検証中間とりまとめ②」
を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク
総研作成）
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もちろんのこと、その他の業種においても風速や雨量に基づ

な損害額、
さらには事業中断の期間に発生する固定費の支払額

いた業務の実施可否の判断材料として参考にしていただくと

など、水災対策として必要な資金の概算額を見積もることが必

よい。

要である。そのうえで、
これら災害時に必要な資金が、保有する
現預金、加入済みの保険などで足りているのかを検証する。
その

③財務対策

結果、不足しているようであれば追加で対策を講じるか検討す

被災した建物や設備の復旧にかかる費用の支払いや、一定期
間業務を停止せざるをえない状況下で発生する固定費の支払
いなどに備えて、必要な資金を準備しておくなど財務的な備えも

ることになる。対策の例としては、
「 損害保険や共済などを手配
する」、
「コミットメントライン
（金融機関の融資枠）
を確保する」、
「預金などの資金に厚みを持たせる」
などが挙げられる。

4）

水災対策の一環として必要である。2019年版「中小企業白書」

では、被災した中小企業が復興する際に活用した対策として、
「損
害保険」
と回答した割合が最も高いことが示されたことからも、
保険をはじめとする各種財務対策が、被害の影響を極小化する
有用な対策の一つであるといえよう。

⑸ステップ④「検証・改善」
について
リスクの処理のステップで計画した対策が、適切な内容となっ
ているのかを検証・改善することも非常に重要である。

財務対策の進め方としては、
まず、被災時に想定される直接的

まず、水災を対象とした活動計画の内容を、訓練により検証

【図11】MS&ADインターリスク総研が開発したシステムの画面イメージ

【表4】異常気象時における措置の目安

気象
状況

雨の強さ等

気象庁が示す車両への影響

降雨時 20～30mm/h ワイパーを速くしても見づらい

輸送の目安
輸送の安全を確保するための措置を講じる必要

30～50mm/h 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効か 輸送を中止することも検討するべき
なくなる
（ハイドロプレーニング現象）
50mm/h以上 車の運転は危険
暴風時 10～15m/s

輸送することは適切ではない

道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
に流される感覚を受ける

15～20m/s

高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる

20～30m/s

通常の速度で運転するのが困難になる

輸送を中止することも検討するべき

30m/s以上

走行中のトラックが横転する

輸送することは適切ではない

降雪時

大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき

視界不良
(濃霧・風雪等)時

視界が概ね20ｍ以下であるときは輸送を中止することも検討するべき

警報発表時

輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき
（出典：国土交通省、異常気象時における措置の目安）
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【図12】
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研開発のシステムにおいてユーザーに発出されるデータ
のサンプル

風水災リスク①

しておくことが重要である。検証方法として、例えば図13のよう
なワークショップ形式の机上訓練が挙げられる。
この机上訓練
は、講師より水災の局面ごとに想定する状況（図14）を提示し、
参加者が当該状況に置かれた際に実施すべき事項を検討・整
理してもらう内容である。本訓練により、策定した計画の内容
が適切であるか、水災時に実施すべき事項として計画に取りま
とめた内容に抜け漏れがないか、役割分担に不備がないかな
どを検証することが可能となる。
訓練を行うことで、計画の内容を従業員に周知することもでき
る。計画を策定するのみならず、訓練の実施も併せて行っていた
だきたい。
また、実際に水災が発生した際に、直接的な被害を低減するた
めの対策、有事の際の活動を迅速かつ的確に行うための対策、

【図14】図13の訓練で想定する状況の例

財務面の対策として導入していたことが機能したか否かを記録し
つつ、機能していなかった場合はその理由などを整理することも、
対策の実効性を高めるうえで効果的である。実際に水災が発生
した際には、今後の改善取り組みに生かせるよう、
ぜひ対策の効
果について記録していただきたい。

３

水災対策～備えは万全に

日本における水災リスクが増加していく傾向にあることと、
それ
①趣旨説明：訓練全体の進行等について説明後、局面ごとに訓練で想定する風水害の状況を提示
②検

討：上記問題の解答をグループ内で意見交換しながら検討。不明な点は都度コーディネー
ターに質問

③発

表：各グループから発表。発表を踏まえコーディネーターよりポイントを解説

を踏まえて企業に求められる対策の必要性、対策の例について
解説した。2018、2019年に経験した記録的な豪雨被害を踏まえる
と、実感として2020年以降の水災の影響が小さくなるとは考えづ
らい。各企業においては、水災がもらたす損失を極力小さくするよ
う、万全の備えを整えていただければと思う。
以上

講師

（出典の記載のない図表については筆者作成）
①

③

①

③

意見交換

意見交換
② ロールプレイング
作業

ロールプレイング ②

作業
Aグループ

【図13】水災に関する机上訓練のイメージ図

Bグループ
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気候変動による
風水災リスクへの影響
～ワーストケースシナリオ作成手法の紹介～
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
総合企画部 リスク計量評価グループ
主任コンサルタント

え ち ぜ ん や

わたる

越前谷 渉

要旨
▪大規模自然災害が頻発する昨今、気候関連財務情報開示タスクフォース
（以下、
「TCFD」
）
の提言に伴い企業において
は気候変動による影響を含めたリスクを把握することは重大な関心事になってきている。
▪気候変動により災害が激甚化することが予想されるが、その影響を定量的に評価するために物理的なモデルでシミュ
レーションを行う手法が存在する。
▪2018年台風第21号の
“気候変動の影響を考慮した将来の姿”
を予測したところ、風災、高潮へ大きな影響があることが示
され、首都圏を直撃するワーストケースシナリオを検討した。
▪シミュレーション技術を活用することで、企業のポートフォリオに合わせたシナリオを作成し、
リスクを定量的に評価する

１

頻発する大規模自然災害

風水災リスク②

ことが可能である。

（FSB）によって設置されたTCFDの提言に伴い、企業の財務に
対する温暖化を含めた気候変動の影響を把握することは重大な
関心事になってきている。

日本はユーラシア大陸の東側に位置し、北西太平洋に浮かぶ

そこで本稿では、気候変動による風水災リスクの影響につい

自然豊かな島国である。
この地理的特徴とそれに付随する温暖

て研究事例を交えながら解説する。その一例としてMS&AD

湿潤な気候は国土に豊かな自然をもたらす一方、
ときに大きな

インターリスク総研で実施したワーストケースシナリオ作成手法

気象災害を引き起こすことがある。2018年は7月に西日本豪雨、

を紹介する。

9、10月に台風第21号、24号が列島を襲い、大きな被害が発生し
た。続く2019年には9月に台風第15号、10月に19号が日本に上陸
し、被害をもたらしたことは記憶に新しい。次頁図1に示された
住宅物件に対する保険金支払状況の経年変化のとおり、被害の

２

変化する自然災害リスク

規模の大小はあるものの、毎年のように自然災害が発生してい
る。将来地球温暖化が進行した場合、災害の規模が次第に大き

気候変動が自然災害にどのような影響をもたらすのかについ

くなることが予想されるが、果たして被害はどの程度のものにな

て考えてみたい。IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第5次

るのであろうか。

評価報告書２）に示されている将来変化の可能性を一部紹介する

企業にとって自然災害リスクは当然考慮すべきリスクであ
り、保有している財物そのものが被害を受けるほか、サプライ
チェーンが被害を受けることで間接的に事業活動に影響を及ぼ
す場合がある。
また、気候変動という観点では、金融安定理事会

と以下のとおりである注１）。

⃝強い熱帯低気圧の活動度の増加

⃝大雨の頻度、強度、降水量の増加

⃝極端に高い潮位の発生や高さの増加
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【図1】
自然災害による支払状況

１）
（出典：損害保険料率算出機構「2019年度
（2018年度統計）
火災保険・地震保険の概況」
）

さらに、2019年9月に公表されたIPCCの海洋・雪氷圏に関する
３）

利用されている。気候変動の影響評価に一般的に用いられてい

特別報告書 では海面上昇の予測が見直され、
いわゆる4℃上

る手法として、以下の擬似温暖化実験や大規模アンサンブル実

昇シナリオと呼ばれるRCP8.5シナリオでは最大1.1mの上昇が

験がある。

予測されている
（表1）。
気候変動による影響は様々な方面に作用し、蒸発散量の増
加、海水温の上昇、氷床の融解などを通して上記の変化を引き

⑴擬似温暖化実験

起こすと考えられている。
これらの予測を踏まえ、将来風水災に

特定の台風や大雨等を対象とし、温暖化が進行した場合にど

よる被害がどのように変化するのかを定量的に把握する手法を

の程度ハザード強度が変化するかを調べる手法である。災害が

次章で解説する。

発生した当時の気象・海洋の状態と、温暖化予測に基づく擬似
的な将来の気象・海洋状態でそれぞれモデルによるシミュレー
ションを行い、
その差異が温暖化による影響と考える。領域気象

【表1】1986-2005年と比較した2100年における海面上昇予測

RCP2.6

RCP4.5

RCP8.5

0.43m［0.29-0.59m］ 0.55m［0.39-0.72m］ 0.84m［0.61-1.10m］
（出典：IPCC海洋・雪氷圏に関する特別報告書を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総
研作成）

３

モデルを用いることが多く、例として伊勢湾台風（1959年台風第
15号）、
りんご台風（1991年台風第19号）等で研究がなされてい
る４）５）。
この手法は想定最大規模を調べるようなシナリオ分析と
して利用可能である。

⑵大規模アンサンブル実験
シミュレーションをする際の条件を少しずつ変えた計算を行

気候変動の影響評価手法

い、多数のパラレルワールドを作成する手法をアンサンブル実験
と呼ぶ。例えば100個のパラレルワールドを作成し、現在の気候
では10個の世界で発生した災害が、温暖化した気候では20個の

気候変動による影響を定量的に評価するときには、大気や海

世界で発生するようになれば発生確率が倍増することになる。

洋の状態を物理的にシミュレートするモデルが用いられる。
モデ

この手法は計算量が膨大になるため、研究機関により気候モデ

ルには種類があり、気候モデルと呼ばれる地球全体を中・長期

ル等で既に計算されたデータベースが整備されており、多くの研

間計算するものや、領域気象モデルと呼ばれる領域・期間を限

究に活用されている。最近の研究事例としては、将来の豪雨頻度

定して高解像度で計算するものが存在し、その特性に合わせて

変化を調査したものが存在し、近未来で豪雨の頻度が増加する
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ことが報告されている６）。
この手法は災害の発生確率（頻度変

実際に被害が発生した紀伊半島から大阪湾沿岸の領域は風速

化）
の議論ができることが利点である。

が30%以上増加しており、被害がより深刻なものになることが予
想される。

４

2018年台風第21号を題材とした
研究事例紹介

高潮についてもシミュレーションを行っており、その結果が次
頁図4である。擬似温暖化実験では大阪湾の東側湾奥で顕著に
潮位が上昇することが確認された。
さらに、海面上昇の影響 注２）
を考慮すると、大阪の潮位観測点ではJebi通過当時より157cm

2018年台風第21号（Jebi）
は8月28日に発生し、9月4日に徳島

最大潮位偏差が上昇する結果が得られている。この結果は、

県南部に中心気圧950hPaで上陸した。その後は北上を続け兵

2018年当時は被害が発生していなかった地域でも、将来気候で

庫県神戸市に再上陸し、若狭湾を抜けて日本海へと進んだ（図

は高潮被害が発生しうることを示している。

2）。和歌山県、大阪府、京都府、兵庫県を中心に強風被害が発
生し、沿岸域では高潮による被害事例もみられた。日本損害保
険協会によると支払保険金額は1兆円を超え、風水災を原因と
する災害では過去最大の支払額となった８）。保険業界はもちろ
んのこと学術界でも本台風への関心は高く、土木学会では災害
調査報告会が実施されている。
そこでMS&ADインターリスク総研ではJebiの再現シミュ
レーションを行うとともに、地球温暖化が進行した場合にどの程
度の強さとなるのかを調査した。加えて、台風経路を変化させる
ことで首都圏を直撃するコースでの仮想シナリオを作成した。

⑴気候変動に伴う台風強化
Jebiを一つのシナリオとしてとらえ、3章で説明した擬似温暖
風水災リスク②

化実験の手法を用いた。大気、海洋の条件を気候モデルの結果
から設定し、“4℃上昇シナリオにおける21世紀末のJebi”を領
域気象モデルでシミュレートした。その結果、台風の強さを示す
中心気圧は上陸時に15hPa低下し、台風が将来強化されること
が確認された。図3に10分間最大風速の分布を示す。擬似温暖
化実験では内陸部も含めた広い範囲で25m/sを超えており、暴

【図2】Jebi経路図
７）
（出典：気象庁「台風位置表」
を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

風による被害を受ける地域が将来広がる可能性がある。
また、

【図3】10分間最大風速の分布

９）
（出典：井上ほか
（2019）
に加筆）
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【図4】最大潮位偏差の分布

10）
（出典：越前谷ほか
（2019）
に加筆）

⑵首都圏直撃ワーストケースシナリオの想定

首都圏に直撃するようJebiの経路を3.3～4.0度まで0.1度刻みに
東にシフトしたものである
（図5）。

気候変動下のシナリオ分析として、Jebiの擬似温暖化実験は

建物被害の計算には、風災被害関数 11）と木造住宅の資産

一つのワーストケースシナリオとして考えることができるだろう。

データを用いた。風災被害関数とは風速と被害率の関係を表す

しかしながら、近畿地方に資産を持たない企業にとってJebiは

関数であり、モデルで計算された風速を被害関数に入力するこ

ワーストケースになりえない。企業の抱えているポートフォリオに

とで、建物被害率が求められる。
この建物被害率を資産データ

応じて、
ワーストケースとなる台風経路は異なるものである。
そこ

と掛け合わせることにより最終的な被害額が算出される。計算

で、
ケーススタディとして、仮想の保険会社のワーストケースを考

の結果、最も被害額が大きくなったのは温暖化あり／なし共に

えたい。簡易的に被害を見積るため、風災に脆弱な木造住宅を

Jebiを3.5度東にシフトした経路であり、東京都、神奈川県、静岡

対象とし、エクスポージャ
（資産）が集積している首都圏に温暖

県の沿岸部で被害率が大きくなるパターンであることが確認さ

化あり／なしの条件でそれぞれ8パターンの台風経路を想定し、

れた
（図6）。

最も大きな被害の発生するシナリオを特定した。8パターンとは

【図5】
シミュレートした全パターンの台風経路
（MS&ADインターリスク総研作成）
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【図6】
ワーストケースシナリオの被害率分布

（MS&ADインターリスク総研作成）

風水災リスク②

５

気候変動を考慮した
自然災害リスク評価のポイント

自然災害リスクを評価する際には、確率分析とシナリオ分析
が存在する。確率分析とは、100年に１度、200年に１度などの頻
度で発生する想定被害額を求めるものである。そのためには、
災害の発生頻度を調べる必要があり、特に気候変動を考慮する
ためには多くの計算や検討が必要となる。一方で、
シナリオ分析
とは、Jebiを例として取り上げたように対象とするシナリオを選
定して想定被害額を求めるものである。
シナリオを選定するた
めの根拠が必要となるが、気候変動の影響評価は確率分析よ
り容易である。企業の自然災害リスクを考える上では、
目的に応
じて確率分析とシナリオ分析を併せて効果的に用いることが重
要である。
今回取り上げたのは4℃上昇シナリオ、21世紀末でのシナリオ
分析であり、TCFDにおいて物理的リスクの影響評価をする際に
は2℃上昇シナリオや中期的な視点等、別の仮定が必要であろ
う。
このような場合でも、気候変動の影響を定量的に評価する際
の手法としては第3章の考え方が基本となり、
シミュレートする
際の条件設定を変更すれば対応可能である。本稿を今後の検討
の一助としていただきたい。
以上
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道路交通法改正による
「あおり運転」
の罰則強化
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第二部 交通リスク第一グループ
グループ長
主任コンサルタント

ふ く し ま

やすし

あ ん ど う

れ い

福 島 康（左）
安 藤 令（右）

要旨
▪2017年6月に東名高速道路で発生した死傷事故、2019年8月に常磐自動車道で発生したあおり運転および暴行事件等を
契機に、
「あおり運転」
に対して、法律による厳正な対処が求められるようになった。
▪
「あおり運転」
を新たに定義し、罰則を設けることを含む道路交通法の改正案が国会で可決され2020年6月末に施行され
ることとなった。
▪運転中は、怒りの感情を喚起しやすく、攻撃行動が引き起こされやすい状態にあるため、誰もが
「あおり運転」
の当事者と
なる可能性がある。
▪企業においては、
「あおり運転」
の加害・被害防止のために、継続的に運転者の管理・指導を行い、安全第一の風土を醸成
することが望まれる。

の厳罰化を含む
１ 「あおり運転」
道路交通法の改正

２

法改正の背景・経緯

道路交通法の一部を改正する法律案が国会で可決され、
「あお

2017年6月に東名高速道路で発生した死傷事故、2019年8月に

り運転」
の罰則強化については、2020年6月末に施行されることと

常磐自動車道で発生したあおり運転および暴行事件は記憶に新

なった。今回の法改正は、75歳以上で一定の違反歴のある者に

しい。

対する、運転免許証更新時の運転技能検査実施など、
「高齢運転

東名高速道路での事故は、
「あおり運転」
を受けて高速道路の

者対策の充実・強化」
と
「妨害運転（「あおり運転」）
に対する罰則

追い越し車線上に停止させられたワゴン車に、後続で走行してき

の創設等」が大きな柱となるが、本稿では、
「あおり運転」
に関す

たトラックが追突し、
ワゴン車に乗っていた一家4名のうち夫婦2

る法改正やトラブル防止に焦点を当て、企業における事故防止に

名が死亡、
同乗の家族2名が負傷（加害者含め4名が重軽傷）
した

ついて検討する。

ものである。
「あおり運転」
をした被疑者は、
自動車運転処罰法違
反・危険運転致死傷罪などに問われ、横浜地裁での第一審の後、
東京高裁（控訴審）
での差戻判決を経て、横浜地裁での審理が継
続中である。
常磐自動車道での事件は、運転していた被疑者と同乗者が逮
捕され、被害者を殴打した被疑者は強要と傷害の罪で起訴さ
れた。2019年6月にも新東名高速道路でトラック前方に割り込ん
で急ブレーキをかけ、運転していた車を衝突させた別の事件で
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３

再逮捕されている。
これらの事件・事故に対する社会的な反響は大きく、運転者に

改正内容と罰則強化の概要

とって身近な危険であり
（図１）、
日常の道路交通における安全を
「あおり運転」
は、
一般的に、
走行中の蛇行や幅寄せ、
急停止や

脅かすものとして、
その後の動向を含め様々なメディアで報道さ
れた。

異常な接近、
急な車線変更などで相手を威嚇したり、
クラクション
やパッシング等を繰り返して相手に威圧感や恐怖を与え、
正常な
運転を妨害する悪質・危険な行為である。
今回の法改正ではこれ
らのような行為が具体的な禁止行為として明確に定義され、
道路
交通法での罰則が創設される予定となっている
（表１）
。
15.0%
7.0%
65.0%

【表１】妨害運転
（「あおり運転」）
に対する罰則の創設等

13.1%

■以下の運転行為に対する罰則を創設。免許の取消処分の対象に
「あおり運転」
を追加。
運転行為
①

通行妨害目的で、交通の危険のおそ 3年以下の懲役
れのある方法により一定の違反（車 または50万円以下の罰金
間距離不保持、急ブレーキ禁止違反
等）
をした場合

②

上記①により著しい危険（高速での 5年以下の懲役
停車等）
を生じさせた場合
または100万円以下の罰金

【図１】警察庁による2019年10月アンケート結果
（出典：参考文献１））

東名高速道路での事故に関する一審判決、控訴審での差戻判

罰則

決に対する世間の注目度も高く、警察庁は、2019年12月6日の交

（警察庁資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

通安全対策特別委員会で、最近における道路交通に関する情勢
に鑑み、道路交通法の条文を改正して
「あおり運転」
を法的に定
義し、新たに罰則の創設等を行う必要があるとして、法改正を行

これまでも、重大事故につながりかねない悪質・危険な運転行

う方針を示した。
そして、
「あおり運転」
の厳罰化を含む道路交通

為については、表２のような罰則が設けられていたが、
これらと比

法の改正案が2020年3月に閣議決定され、国会での審議を経て

べても、今回の改正で
「あおり運転」
については、
より罰則が強化

改正法が成立、今般、施行されることとなったものである。

されることが分かる。

道路交通法改正

【表２】違反種別と罰則

普通

二輪

原付

高速道路等

２

12

9

7

6

3月以下の懲役または5万円以下の罰金

その他道路

１

7

6

6

5

5万円以下の罰金

急ブレーキ禁止違反
（第24条）

２

9

7

6

5

3月以下の懲役または5万円以下の罰金

進路変更禁止違反
（第26条の2第2項）

１

7

6

6

5

5万円以下の罰金

追い越しの方法違反
（第28条）

２

12

9

7

6

3月以下の懲役または5万円以下の罰金

減光等義務違反
（第52条第2項）

１

7

6

6

5

5万円以下の罰金

警音器使用制限違反
（第54条第2項）

－

3

3

3

3

2万円以下の罰金または科料

安全運転義務違反
（第70条）

２

12

9

7

6

初心運転者等保護義務違反
（第71条第5号の4）

１

7

6

6

5 5万円以下の罰金
※ （※左記
「原付」
の反則金は小型特殊のみ）

車間距離保持義務違反
（第26条）

大型

違反基礎点数

違反種別
（道路交通法違反）

反則金(単位:千円)
罰

則

3月以下の懲役または5万円以下の罰金
（過失の場合は、10万円以下の罰金）

（警察庁資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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これまでにおいても、悪質・危険な行為が有形力の行使と認め

いった感情を喚起しやすい状況になっているといわれている。

られる場合は、
「暴行罪」
（刑法第208条）
が成立する場合があると

例えば、交差点で左折するために左折レーンへ入ろうとしたとこ

されてきたが、暴行罪の最高刑は「2年以下の懲役もしくは30万

ろ、隣の直進レーンを走っていた車が交差点の直前で車線変更

円以下の罰金又は拘留もしくは科料」
であることから、
「あおり運

し自分の前に入ってこようとした、
というような状況を想像して

転」
は、暴行罪より刑罰が重いということは付記しておく。

みてほしい。
この状況はどのように受け止められるかというと、
多くの場合は、次のいずれかになるのではないだろうか。一つ

また、
あわせて、
「あおり運転」
により人を死傷させた場合につい

目は、
「 急に割り込んでくるなんて、ぶつかったらどうするつもり

ては、
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関す

だ。」
というように、相手から危害を加えられたように感じる受け

る法律
（自動車運転処罰法）
」
が一部改正され、
表３に示す行為が

止め方である。二つ目は、
「この車はこの辺りの道に不慣れで、道

「危険運転致死傷罪」
の対象に追加される予定である。

を間違えたのだろう」
というように、ネガティブな感情と結びつ

いずれにしても、悪質・危険な
「あおり運転」
については、昨今の

かない受け止め方である。
このうち、一つ目の受け止め方をする

厳罰化を求める世論の広がりや死傷事犯（刑罰に処すべき違反

と、怒りの感情と結びつきやすくなり、腹立たしい気持ちがこみ

行為）
の実情等に鑑み、実態に即した対処を行うことを目的にこ

上げてくるのである３）。

れらの改正が行われるものであり、
「あおり運転」
は許されるもの
ではないことを、
ここであらためて認識いただきたい。

このような感情が行動として表面化したものが
「あおり運転」
と
いう攻撃行動であるととらえることができるが、怒りの感情が喚
起され、攻撃行動に転化するまでには様々な要因があると考えら
れる。

４ 「あおり運転」の心理

まずは、交通場面における対人コミュニケーションの方法で
ある。運転中のドライバー同士のコミュニケーションは、ウィン
カーやヘッドライト、
クラクションなどを用いて行われるが、光や

「あおり運転」
は決して許される行為ではないが、
なぜ人はこの
ような悪質で危険な行為をしてしまうのだろうか。

音を使った合図であり、同じ状況でも人によって使い方や理解
の仕方が異なるという問題点がある。
さらに、
ドライバーはお互

「あおり運転」に該当するような行為は、一種の攻撃行動であ

いに車内にいる状態でコミュニケーションを取らなければなら

り、
その背景には
「苛立ち」
や
「怒り」
の感情があると考えられる。

ず、相互の視認性が低く、合図の誤解や意味の取り違いが起こ

過去から、運転時の攻撃性や衝動性が危険な運転につながるこ

りやすいのである。例えば、信号の赤色灯火で停車している際

とが指摘されており、運転中に喚起される感情が運転行動に影

に、先頭車両が青色灯火に変わったことに気づかず後続車がク

響を与えることを示唆する調査結果などもある。
その中で、
「運転

ラクションを鳴らすことがある。
このクラクションが軽く短い音

中に感じる苛立ち」
を
「スピードを出すこと」
で解消するドライバー

であれば、信号の変化に気づくように促すための合図だと理解

は、事故・違反経験が多い傾向にあることや、運転中に
「怒り」
や

されるだろうが、強く長い音であれば、人によっては動揺したり

「焦り」の感情を感じるドライバーほど違反経験が多いことなど

不快に感じ、
自分に対する挑戦的で攻撃的な合図として受け取

２）

る場合がある４）。

が明らかになっている 。
感情は、自分が置かれた状況をどのように受け止めるかに

先ほどの状況の受け止め方の例でいうと、相手にそのような

よって変わるといわれ、運転中は、特に、焦り、苛立ち、怒りと

意図がなかったとしても、
自分は危害を加えられたように感じる

【表３】
自動車運転処罰法 「危険運転致死傷罪」
に追加される項目

自動車運転処罰法

第二条
（危険運転致死傷罪）

罰則

◦車の通行を妨害する目的で、走行中の車
（重大な交通の危険が生じることと
なる速度で走行中のものに限る。）
の前方で停止し、
その他これに著しく接近
することとなる方法で自動車を運転する行為
（第5号に追加）
◦高速自動車道路又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目
的で、走行中の自動車の前方で停止し、
その他これに著しく接近することとな
る方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさ
せる行為
（第6号に追加）

死亡の場合
1年以上20年以下の懲役
負傷の場合
15年以下の懲役
（無免許運転の場合、6月以上20年
以下の懲役）

（法務省資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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ことが起こりうるのである。
このようにドライバー同士の意思疎通が困難なことに加え、

５

管理者としての心構え

交通場面においては、
攻撃行動が引き起こされやすい要素が揃っ
ているといわれている。
それは、次の三つである。

「あおり運転」
については、現在、警察では運転者に対してあら

一つ目は、
「 公共空間」
という要素である。道路は、お互いに

ゆる法令を駆使して、厳正な捜査を徹底するとともに、積極的な

見ず知らずの相手が多く行き交う
「公共空間」
である。一般的に、

交通指導取締りを推進している。
また、
「あおり運転」等を行った
者に対しては、危険性帯有注１）による運転免許の停止等の行政処

「公共空間」では、人はお互いに無関心であり対人関係は持た
ない傾向にあるといわれている。その反動として、対人行動を取

分を行っている。

らなければならなくなった場合、匿名性も確保されていることか
ら、攻撃のような過剰反応となりやすいのではないかと考えられ

警察庁の公表資料によれば、高速道路における
「車間距離不

ている。二つ目は、
「相手の不可視性」
という要素である。前述のと

保持」違反の取締り件数について、2019年は、2017年の約2.25倍

おり、
ドライバー同士のコミュニケーションにおいて、相手は車内

となっている
（図２）。
これは、
「あおり運転」
に起因した悲惨な死

にいるドライバーであり、
自分からは見えにくいか、
もしくは全く見

亡事故が社会問題化したことを踏まえ、警察が取締りを強化して

えない状態である。
相手の様子が直接見えない状況下では、
相手

きた結果でもある。

との心理的距離が大きくなり、攻撃を抑制できない可能性があ

これらの取締り件数の推移や、図１
（26頁）に示した警察庁に

ると考えられている。
そして、三つ目は、欲求不満になりやすいと

よるアンケート結果、前章（「あおり運転」
の心理）
で述べた内容

いう要素である。運転中のドライバーは、
自分自身でコントロール

からわかるように、
日常の運転の中で、運転者が「あおり運転」
の

できない交通ルールや渋滞などの環境にあり、
ストレスや焦りに

被害に巻き込まれることがありえるし、
また、企業の管理者とし

よって欲求不満の状態となっている。
そこへ何らかの刺激（他者

てはあまり考えたくないことではあるが、
自社の運転者が、運転

から攻撃された等の経験）
が加わると、刺激に対する反応が攻撃

中の状況や怒りの心理状況によっては、
「あおり運転」の加害者

として現れやすいと考えられている２）。

になる可能性もある。
これらを踏まえ、管理者としては、運転者を

これらの中にはまだ研究中の分野も含まれ、実際には、他の要

管理・指導し、
「あおり運転」
の加害・被害防止に向けた対策を実

素も複雑に作用し攻撃行動が現れると考えられるが、運転中は、

施いただきたい。

外的にも内的にも怒りの感情を喚起しやすい要因があり、攻撃
行動が引き起こされやすい状態にあることは確かである。
そのた
め、
どのような人であっても
「あおり運転」
の加害者となってしま
う可能性をはらんでいるといえる。

道路交通法改正

15,000
10,000
件

5,000
0
2017年

区分
車間距離不保持
合計

年

2018年

2019年

2017
（平成29）
年

2018
（平成30）
年

2019
（令和元）
年

6,139件
（1.2%）

11,793件
（2.4%）

13,787件
（2.9％）

524,161件

494,528件

480,554件

上記違反件数には、
「シートベルト装着義務」
「チャイルドシート装着」
に関する違反件数を含まない。
【図２】高速道路における違反別取締り件数
（カッコ内は構成率）

（出典：参考文献５）６）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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６

日常の運転者指導

⑵被害防止の観点
「あおり運転」
は危険な行為であり、決して許されることではな

企業において、
「あおり運転」
の加害・被害防止のためには、
日

いが、被害を未然に防ぐ
「防衛運転」
も重要である。防衛運転と

常の継続的な運転者の管理・指導を行うことが望まれる。
「あお

は、運転者が交通事故を回避するために行う運転方法の一つで

り運転」
の防止について、運転者に対し、以下の観点等から、社内

あり、事故を防ごうとする意識と運転方法によって、危険から身を

における教育方針を決定し、機会を設けて計画的に指導いただ

守る手法である。

きたい。

「あおり運転」の被害防止に向けては、
「 思いやり・ゆずり合い
運転」
を基本とし、危険なドライバーを刺激しない運転を行うこと

⑴加害防止の観点
①法的要求事項の理解
企業の発展にとって、関係法令の遵守は重要課題である。
法令違反が、違反を犯した社員本人のみならず、社会的な注目

が大切である。
【表４】思いやり・ゆずり合い運転のポイント

●一般ドライバーの方

の関係法令の動向把握に努め、
「あおり運転」の防止について、

◦危険が発生した場合でも、安全に停止できるような速度と車間距
離をとる
◦他の車の前方への急な割り込みや、並進車への幅寄せはしない
◦みだりに車線変更しない。進路変更時はミラーや目視で安全確認
を行う
◦追い越し時は、追い越しが終わったらすみやかに走行車線に戻る

運転者に対し、罰則強化の内容と法改正の背景について周知い

●仕事で車を使うドライバーの方
（上記ポイントを含む）

ただきたい。

◦他の運転者の模範となるような運転をする
◦多忙、長時間運転等により集中力が欠如して、運転がおろそかに
ならないようにする
◦時間的な制約で焦りが生じないよう、時間に余裕を持った計画的
な運転を心掛ける

を集めるような事例に発展した場合には、企業にとっても大きな
損失をもたらすことを社員に理解させることが大切である。企業
の管理者においては、自動車の運転を含め、業務に関する最新

②感情コントロール
感情コントロールは、安全運転に求められる重要な技能の一
つである。車両操作に優れた技能を有していても、感情コント

（出典：参考文献７））

ロールが不十分であれば、対人的または時間的にストレスフルな
状況に置かれたとき、無理な追い越し、走行速度の超過、一時不

また、上記のほか、
「 後方から速いスピードで近づいてくる車

停止、狭い車間距離等、
リスクをともなう行動が引き起こされてし

が来たら道を譲る。」
「 制限速度を大きく下回る速度で運転しな

まう。例えば、無理に割り込んでくる車があった場合、事実がどう

い。」
ということも、
「あおり運転」
の被害に遭わないための対策と

であれ、
「相手は慌てていて、後方を確認する余裕がなかったのだ

して有効である。

ろう」
と解釈することで、喚起される怒りの感情をある程度低減さ
せることができる可能性はある４）。
運転に際し、業務や日常生活を含めた自己のストレスの状況を
客観的に評価し、他人への
「むかつき度」、時間的プレッシャーに
よる
「あせり度」
などを第三者的に認識したうえで、
自分の行動や

⑶危険なトラブルに巻き込まれた際の対処法
危険な運転者に後方から追われるなどした場合の対応として、
警察庁では、以下対応をとるよう案内している７）。

思考を客観的に
「メタ認知」注２）させ、適切な行動をとらせるよう
トレーニングすることが重要である４）。
また、
日常の仕事の進め方やコミュニケーションの取り方にお
いて、例えば、遅刻が多い、締切を守れない、
同僚への挨拶が少な

◦サービスエリアやパーキングエリア等、
交通事故に遭わな

い場所に避難
◦ためらうことなく警察に１１０番通報する

い、電話でよく怒っている等の行動がみられる人物は、
自分の感
情や行動のコントロールが不十分な要素があるとも考えられる。

危険な運転者から避難をする際には、

管理者は日常業務の中で、部下をよく観察し、他人に配慮できる
ような社会性の高い人財の育成に努めていただくことも大切で
ある。

◦駐車場など、
安全でできるだけ人目が多い場所に停車し、

警察に通報する
◦停車した際は、
窓を閉め、
ドアロックをし、車外に出ない
◦携帯電話の録画機能やドライブレコーダーで証拠を録画

する
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といった対処をとることが望ましい。
また、運輸事業者においては、事故、
ヒヤリ・ハット情報等の収
集・活用に際し
「あおり運転」に関する事項を加え、社内で共有
したり、運輸事業者以外の企業においても、運転者がこれらの
「あおり運転」
の被害に遭った場合の対処法を理解し、
万一の際に
確実に対応できるよう、社内で定期的に訓練しておくことも重要
である。

７

安全第一の風土づくりに向けて

新型コロナウイルス感染症対策として、2020年4月の緊急事態
宣言の発令や、同年5月初旬に緊急事態宣言の実施期間の延長
が発表される等、我々の日常生活が大きく変化している。物流事
業者では、品目による輸送量の増減の発生や、入荷の大幅な遅れ
や急な出荷対応、荷主企業のニーズへの対応や従業員や顧客の
感染防止への配慮等、
また、物流事業者以外の各業種でも、
テレ
ワークの実施や営業自粛等、
これまでに経験したことのないよう
な事象に直面している。
政府の専門家会議が提唱する、
感染拡大を予防するための
「新
しい生活様式」の実践例においても、買い物での「通販の利用」
や、食事での
「持ち帰りやデリバリーの利用」、公共交通機関での
「徒歩や自転車の利用」等、日常の交通場面に関する内容も案
内されている。
新型コロナウイルス感染症の影響により、都市部においては道
路の交通量が激減し、交通事故発生件数は大きく減少したもの
の、
自動車の走行速度の上昇や、歩行者の飛び出しの増加により

２）石田敏郎・松浦常夫編著『交通心理学入門』星雲社、2017年

環境の変化は、
ストレスの大きな原因となり、
ストレスは自動車
の運転にも影響が表れやすいことは前述のとおりである。
「あおり運転」
は、焦り、苛立ち、怒りの感情で喚起されやすいこ
とから、今回の法改正を一つの契機として、
「あおり運転」防止の
徹底と合わせ、
自己のストレスを客観的に評価し、
自分の行動や
思考を客観的に
「メタ認知」
させ、適切な行動をとらせるよう社員
をトレーニングする機会を設けるなど、
あらためて、安全第一の風
土を醸成いただきたい。
以上
（本稿は、2020年6月3日時点で明らかになっている事項に基づき
執筆しています。）

１）警察庁「道路交通法の一部を改正する法律案（概要）」
＜https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/200303/gaiyou.pdf＞（最
終アクセス2020年6月2日）
3）太田博雄編著『コーチングによる交通安全教育－メタ認知力の向上を
目指して－』ナカニシヤ出版、2018年
4）蓮花一己・向井希宏『交通心理学』一般財団法人放送大学教育振興会、
2012年
5) 公益財団法人交通事故総合分析センター「平成30年版
2019年7月

交通統計」

6）警察庁交通局「令和元年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法
違反取締り状況等について」令和2年2月13日
7）警察庁「あおり運転等はやめましょう」
＜https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/aori.html＞（最
終アクセス2020年5月13日）

注）
１）危険性帯有
「自動車を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれ
があるとき」
には、危険性帯有者として、点数制度による処分に至らない場合で
あっても運転免許の停止処分が行われる
２）メタ認知
自分の認知を、第三者のように高い次元から客観的に把握し、制御すること。
「認知していることを認知する」
ことをいう
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死亡事故が多発する傾向が見られている。

参考文献・資料等

健康経営

健康経営の推進における
重要な視点について
〜
「健康経営実態調査2020」
から見えたこと〜
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 健康経営サービスグループ
上席コンサルタント

に

し

だ

こ う た ろ う

西田 耕太郎

要旨
▪近年、上場企業の4社に1社が健康経営に取り組んでおり、その裾野が広がるとともに、従業員のヘルスリテラシー
向上のための取り組みも多様化している。
▪ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では今回、健康経営優良法人2019の認定企業のうち1,148社にアンケートに協力いた
だき、ヘルスリテラシー向上の取り組みや多様化する実態を調査した。
▪その結果、効果的な健康経営を推進するには、経営戦略・経営課題に基づいた推進が重要であることが明らかとなった。
▪また、健康経営の主たる目標は三つの型（①ワークエンゲージメント型、②生活習慣改善型、③幸福度型）
に集中し、
これら目標に応じて取り組み方に違いがあった。今後、企業で健康経営の様々な施策を推進する中で、目標に合わせ
た合理的な取り組みが重要となることが示唆される。

１

調査の背景:

健康経営に取り組む法人の増加と取り組みの多様化

方法に課題を感じている法人も多いことを把握していた。具体的
には、
「健康経営を経営戦略・経営課題とうまくひもづけができて
いない」
「目標値の設定方法・評価改善の進め方が難しい」
「健康

健康経営の取り組みが、
法人の規模を問わず、
急速に広まって
いる。経済産業省が推進する健康経営優良法人の認定制度は、
大規模法人部門と中小規模法人部門の2部門で構成されており、

無関心層を含めて、社内でどう浸透させていけばよいのか分から
ない」
などである。
健康経営を推進していく中で、課題をうまく乗り越えられる法

いずれの部門でも認定法人数が大幅に増加している。2020年の

人と、
つまずいてしまう法人の違いは何に起因するのか。
どのよう

認定法人数は、
大規模法人部門では、
1,481法人となる。
上場企業

な取り組み・工夫をすると、従業員のヘルスリテラシーを向上さ

に限ると964社となり、4社に1社が認定を受けていることになる。

せて、経営課題の解決、経営理念の実現、企業価値向上に結びつ

中小規模法人部門では、
6,095法人が認定申請を出し、
4,723法人

けられるのか。健康経営の推進における課題は一つではなく、解

が認定を受けている。
認定申請は行っていないが、
健康経営宣言

決への道も一つではない。先行事例・有名事例を参考にして、全

を行い取り組み中の法人数でみると、
既に3万社を超えている。

く同じように実行すれば課題が解決するわけではない。
「経営課

このように健康経営が広まる中、各社が抱えている状況や課題

題」
が異なれば、
「健康経営の目的および目標」
も異なるため、有

が異なるため、従業員のヘルスリテラシー向上の取り組みも多様

効な
「健康経営の取り組み」
も異なる。他社を参考にする場合、
そ

なものとなっている。
「食事」
「運動」
「睡眠」
「メンタル」
「女性の健

のような違いを踏まえておく必要がある。

康」
「両立支援」
などに始まり、各カテゴリ内でもテーマが細分化
されている。
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研も様々な法人の健康経営に関
わる中で、意義・成果を実感している法人がある一方で、推進
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ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、健康経営優良法人2019の
認定法人を対象とし健康経営実態調査を行い、約3分の1にあた
る1,148法人に回答をいただいた。ヘルスリテラシー向上の取組
実態の一端を明らかにし、取り組みの手掛かりを述べたい。

健康経営

２ 「健康経営実態調査2020」調査概要

３

効果的な健康経営の推進方法:
経営戦略・経営課題に基づいた推進

健康経営は、
「 従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦
略的に取り組むもの」
と経済産業省は定義しており、一般的に経

⑴調査目的

営戦略の一つとして推進するものととらえられている。
だが、健康

既に健康経営に取り組んでいる法人における
「従業員の

経営に取り組む法人の責任者・担当者からは、
「経営戦略・経営

ヘルスリテラシー向上を中心とした取り組み」
の実態と課題

課題とひもづいた取り組みができていないことが課題と感じてい

を明らかにすることを通じて、健康経営をさらに意義ある取

る」
との声をうかがうことがよくある。

り組みとして普及させること

実際には、経営戦略・経営課題にひもづいた健康経営を推進
することで、
どのような効果があるのか。
また、経営戦略・経営課

⑵調査対象

題とひもづいた健康経営を行っている法人は、従業員のヘルスリ

2019年健康経営優良法人の認定取得企業

テラシー向上のために、
どのような取り組み方・工夫をしているの

3,179社

か、
どのような傾向があるのか。本調査では、
「経営戦略・経営課

※全認定法人（3,318法人）
中、HP等の公開情報で住所確認

題に基づいて、具体的な健康経営の取組テーマを決めているか」

ができた法人（95.8%）

という設問によって、
「 経営戦略・経営課題にひもづいた健康経
営を行っている法人」
と、
それ以外の法人の2グループに分け、
比

⑶調査期間

較することで実態を明らかにした
（表1）。

2020年1月14日
（火）～2月3日
（月）

【表1】経営戦略・経営課題とひもづいた健康経営を推進している法人

⑷調査票の配布方法

法人数

人事部門等（健康経営推進担当者）
に郵送

ひもづけている法人

466

40.6%

ひもづけていない法人

682

59.4%

⑸回収状況
送付先

送付数

大規模法人

有効回答数

まず経営戦略・経営課題にひもづける効果については、
「従業

有効回答率

739

222

30.0％

中小規模法人

2,440

926

38.0％

全体

3,179

1,148

36.1％

法人割合

員の変化」
「取り組みへの参加率」
の2点を確認することができた
（図1、図2）。従業員の健康への関心・意識の向上や、健康を意
識した活動の増加、健康経営の意味・意義への理解度の向上、部
門間コミュニケーションの活性化という点に効果をみることがで
き、従業員のヘルスリテラシー向上につながっていた。

0

10

20

30

40

50

60

健康への関心・意識向上

70

80

68.8
41.4

30.8

健康経営の意味・意義の理解度向上

38.6

22.9

36.9
34.5

健康関連の話題が増加
部門間のコミュニケーションが活性化

経営戦略・経営課題
とのひもづけあり
経営戦略・経営課題
とのひもづけなし

28.3

16.3
22.3
20.2

予防接種やがん検診等の受診増加
【図1】健康に関する従業員の変化 ＊上位項目のみを抜粋

0

10

経営戦略・経営課題との
ひもづけあり
経営絵戦略・経営課題と
ひもづけなし
9割以上

7割以上～9割未満

20
27.3

25.4

30

40
15.5

13.2

5割以上～7割未満

50

60

11.2

12.0

13.0

9.1

3割以上～5割未満

70

80

90

13.3
11.3

100 （%）

20.8
28.0

1割以上～3割未満

無回答

【図2】従業員参加率
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健康を意識した活動が増加

90 （%）

80.0

次に経営戦略・経営課題にひもづけた健康経営を行っている法

あった。
また一方で、
「成果指標の設定」
を大きな課題としている

人には、
どのような特徴があるのか。
特徴の一つとして、
「健康経営

ことがうかがえる。
これは、戦略的に取り組んでいる法人ほど、

の目的」
の違いによって異なる傾向があることが分かった。
「従業

成果を定量的に把握しようとしていることを示していると思われ

員の働きがいの向上」
「理念・ビジョンの実現」
を健康経営の目的

る
（次頁図5）。

としている法人では、
経営戦略・経営課題とひもづけている法人
が相対的に多い。
一方で、
「人材確保」
「健康経営優良法人の認定

４

取得」
を健康経営の目的としている法人では、
経営戦略・経営課題
とひもづけていない法人が相対的に多いという特徴があった
（図

健康経営のタイプ分類:

健康経営の目標によって異なる３タイプ

3）
「
。健康経営の目的」
の違いが、
経営戦略・経営課題と健康経営
をひもづけられているかどうかに関係している可能性がある。

健康経営に取り組む法人が増えるとともに、従業員のヘルスリ

他には、経営戦略・経営課題とひもづけている法人には、
「健康

テラシー向上の取り組みも多様化している。企業規模や業種によ

経営の取組テーマは中長期で立てる」
「全体目標に照らした目標

りこれらの取り組みが異なることは想像されるが、本稿では、
「健

値を設定する」
「社長・経営陣が発信者となる」等の特徴もあった

康経営の目標」
が異なることによって、
どのような取り組み方の違

（表2）。

いが生じているかを紹介したい。調査結果を分析した結果、
ここ

また、
「従業員への意識づけのための工夫」
をみると、全般的に

に企業の取り組み方の特徴が表れたためである。

工夫している傾向もうかがえた
（次頁図4）。

本調査において、健康経営の目標として最も重視しているこ

健康経営では、経営戦略・経営課題とひもづけることが、
「効果

とを17項目の中から選択してもらったところ、上位三つの目標

（従業員の変化・高い従業員の参加率）」につながっており、経

で全体の7割近くを占めた
（次頁図6）。
そこで、
この上位三つ、
す

営戦略・経営課題とひもづけができている法人は、前述のよう

なわち①ワークエンゲージメント型、②生活習慣改善型、③幸

な特徴をもって健康経営に取り組んでいる法人が多い傾向に

福度型に着目し、それぞれを目標とする企業を比較することで、

0

10

20

30

40

50

60

従業員の働きがいの向上

62.9
49.6

従業員のパフォーマンス向上
35.0
35.9
32.6

安全衛生の維持・向上
人材の確保

健康経営優良法人の認定取得
社会貢献（SDGs、ESG等）
長時間労働の是正
売上・利益の拡大

80 （%）
71.9

53.5

40.6

25.1
27.9

ブランド力やイメージの向上
理念・ビジョンの実現

70

10.4
13.7
8.7

22.7
22.1

13.5

12.7
11.1
11.8
12.2

経営戦略・経営課題
とのひもづけあり
経営戦略・経営課題
とのひもづけなし

【図3】健康経営の目的
【表2】経営戦略・経営課題とひもづけて健康経営を推進する法人の傾向

推進および取り組みの傾向
（ひもづけている法人／他法人）
取組計画

長期計画・中長期計画を立てている傾向が強い

38.8% / 30.5%

目標値

全体目標と照らした上で、個別施策へ設定する傾向が強い

32.4% / 18.0%

効果測定

金額もしくは数値換算で実施している割合が高い

44.8% / 30.5%

社内案内
（発信者）

社長・経営陣が発信者となる傾向が強い

44.4% / 21.4%

取り組みの対象者

管理職も対象として意識する傾向が強い

40.1% / 27.7%

健康経営の取組テーマ＊1

ワークライフバランス53.6%/29.3％、女性の健康47.2%/30.9%、
病気と仕事の両立支援43.3%/27.3%、
コミュニケーションの改善60.1%/45.5%

＊1:経営戦略・経営課題とひもづけている法人とそれ以外の法人で傾向の違いが大きい項目
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0

5

10

15

20

25

外部専門事業者に話をしてもらう
個別指導を実施する

20.4

セミナー内でワークを実施

8.9

14.2

9.2

13.1

7.0

アフターフォローの実施

7.0

同じテーマで、バリエーションを変えて繰り返し実施

6.6
6.0

従業員の家族も参加できるようにする

3.1

大学教授・研究員等の外部専門家に話をしてもらう

2.9
4.1

内容の理解度確認テストを実施

1.6

専用SNS等に投稿できるようにして、
仲間づくりと継続的意識づけの仕組みを提供

1.8

事前に質問を受け付けて、セミナーに反映する

1.5

30.0

22.9
24.7

15.5

11.3

自社制度等を絡めた実践的な内容を実施

35 （%）

15.9

本人に今後の目標を作成（宣言）させる
専用ツールを使って、自分の状態を判定させる

30

11.8
10.1

5.8

経営戦略・経営課題
とのひもづけあり
経営戦略・経営課題
とのひもづけなし

3.6
3.2

【図4】従業員への意識づけ効果の高かった工夫

0

5

10

15

20

25

成果指標を立てるのが難しい

30

35
35.8

26.0

どの施策が有効か判断基準がない
健康課題への対策だけでなく、よりいきいきと
働くことにつなげたいが、方法がわからない

17.3

担当部署の人員が不足している

17.2

効果・成果が実感できない

社内の医療専門職が不足している

7.5

12.6
10.9

20.6
19.8
20.6
20.6
19.5

14.5

予算が不足している

40 （%）

17.8

10.7
9.2
9.9
9.4

現場管理職の理解を得るのが困難
外部にどのような資源（メニュー、人材、ノウハウ、
事業者）があるのか知らない
7,3
6.9

社外の専門家とのネットワークがない
5.4

経営層のコミットが不十分
経営課題との結びつきが弱い

7.2
7.3

12.0
21.0
21.3
20.4
23.3

就業時間内に実施できない
従業員の理解を得るのが困難

経営戦略・経営課題
とのひもづけあり
経営戦略・経営課題
とのひもづけなし

【図5】健康経営推進における課題

ワークエンゲージメント
生活習慣の改善
従業員の幸福度
健康診断受診率
残業時間
生産性
社内コミュニケーション活性度
離職率の改善
プレゼンティーイズム
有休消化率
従業員の企業へのロイヤルティ
特定保健指導の対象者率
創造性
高ストレス者率
アブセンティーズム
健康セミナー・プログラムの参加率

【図6】健康経営の目標
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10

15

20

25

35 （%）

30
29.5

20.0
18.9
7.0
4.9
4.2
3.6
2.8
1.5
1.4
1.0
1.0
0.6
0.4
0.3
0.2

上位3項目に
約7割が集中。

最重要視
（単一回答）

最も重視する目標
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健康経営

0

相対的な特徴を紹介したい
（表3）。

四つに続く取組テーマにも、若干の違いではあるが、①ワーク

まず従業員規模別でみると、
中小規模法人に③幸福度型が多

エンゲージメント型は「コミュニケーションの改善」
「ワークライ

いことが分かる
（図7）。
ここでは詳述しないが、中小規模法人ほ

フバランス」
「女性の健康」、③幸福度型は
「病気と仕事の両立支

ど従業員の働きがいの向上を重視している法人が多いという結

援」、②生活習慣改善型は
「食事」
に多く取り組んでいる傾向がみ

果も出ていた。働きがいの指標として、幸福度を意識している法

られた。

人が多いことが推察される。

従業員のヘルスリテラシー向上のための意識付方法をみると、

ヘルスリテラシー向上の対象として意識している従業員
（次頁

「最も効果があった工夫」
（ 37頁図10左グラフ）
としては、
「 外部

図8）
をみると、
より傾向の違いがうかがえる。
「健診で所見ありの

専門事業者に話をしてもらう」
「個別指導を実施」
「本人に目標を

従業員」
「予備軍を含めた生活習慣病の従業員」
を対象として意

作成・宣言させる」
「専用ツールで自分の状態を判定」
「セミナー

識する点は、全タイプに共通した傾向だが、②生活習慣改善型で

内でワークを実施」
が上位となる。
これらは3タイプに共通してい

は特に多いという特徴が出ていた。他には、①ワークエンゲージ

るが、一部の工夫では②生活習慣改善型がやや多い。
「 今後取

メント型は、
「女性従業員」
が相対的に高く、③幸福度型は、
「健康

り組みたい工夫」
（37頁図10右グラフ）
については、
「最も効果が

な従業員」
が相対的に高いという特徴もうかがえた。3タイプそれ

あった工夫」
と比較して特に増えている項目として
「本人に目標を

ぞれ重視している目的や目標が異なるため、
その結果、健康経営

作成・宣言させる」
「アフターフォローの実施」
「従業員家族も参加

の取り組みにおいて意識する対象の従業員の違いにつながって

可能」
の三つが挙げられ、
いずれのタイプでも多い。特に、
「 従業

いると思われる。

員家族も参加可能」
は、
すべての方法の中でも最も増え、
とりわけ

健康経営の取組テーマ
（次頁図9）
をみると、
3タイプに共通して

①ワークエンゲージメント型の法人で顕著に高い関心を持って

「生活習慣病の予防」
「 喫煙」
「 運動」
「メンタル対策」に取り組む

いる様子がうかがえる。

法人が多いことが分かるが、最初の三つは特に②生活習慣改善

以上のように、
目標タイプごとに、
健康経営で対象として意識す

型で多く取り組まれており、最後の
「メンタル対策」
は①ワークエ

る従業員も、取組テーマも取り組み方（従業員の意識付方法）
も

ンゲージメント型で多いという傾向がみられた。

異なる傾向にあった。

【表3】健康経営の目標タイプ別の特徴一覧

①ワークエンゲージメント型

②生活習慣改善型

③幸福度型

29.5％

20.0％

18.9％

法人割合
法人規模

法人規模に関係しない

中小規模法人に多い

健康経営の目的
（上位三つ）

働きがいの向上 75.2％
パフォーマンス向上 58.7％
人材の確保 36.9％

働きがいの向上 62.2％
パフォーマンス向上 52.2％
安全衛生の維持・向上 47.8％

働きがいの向上 76.0％
パフォーマンス向上 47.5％
人材の確保 32.6％

対象として意識する
従業員

（右記に加えて）
女性従業員

健診で所見ありの従業員/
予備軍含めて生活習慣病の
従業員

（左記に加えて）
健康な従業員

共通して多い
取組テーマ＊2

生活習慣病の予防

/

喫煙

コミュニケーションの改善
ワークライフバランス
女性の健康

取組テーマ

/

運動

/ メンタル対策
コミュニケーションの改善
ワークライフバランス
病気と仕事の両立支援

食事

＊2:3タイプすべてで、実施が50％を超えている取り組み

0

10

ワークエンゲージメント型

20
27.7

生活習慣改善型

30〜49名

【図7】従業員規模別の法人数割合
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50

100〜299名

60

16.2

70

80

20.9

20.4

12.6

35.5

50〜99名

40
14.7

29.1

幸福度型
30名未満

30

17.4

18.0

19.4

300〜999名

1,000名以上

100 （%）

90
9.4

5.2
14.7

無回答

10.0
13.9
6.0

0.9
1.3

6.5

0.0

健康経営

0

10

20

30

40
41.3

健診で所見ありの従業員

52.6

41.5

38.3

予備軍含めて生活習慣病の従業員

60 （%）

50

55.2

40.1
36.0
32.6 35.9
32.7

管理職
女性従業員

22.2 25.3
18.0
17.8

健康な従業員

23.5

19.5
14.3 18.4
18.9
13.9 18.0
18.0
17.0
17.1
15.3
12.2
17.5

高ストレス従業員
特に意識した従業員はいない
新入社員
高齢従業員
5.3
6.1

傷病治療中の従業員

8.8

5.0

育児中の従業員

1.7

介護中の従業員

2.9
0.0
1.8

ワークエンゲージメント型
生活習慣改善型
幸福度型

8.8

【図8】
ヘルスリテラシー向上の対象として意識している従業員

0
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40

50
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70
67.6

生活習慣病の予防
喫煙
運動

75.1

上位4テーマは、3タイプとも傾
向に違いはあるが、すべて50％
を超えており、共通して取り組ま
れているテーマでもある。

64.6
62.7
62.2
51.2

メンタル対策
コミュニケーションの改善

43.5
44.2

食事
ワークライフバランス
（介護と仕事の両立等含む）

32.6

20.9
25.7
20.3
22.1
21.7
18.9

睡眠
肩こり・腰痛

セルフマネジメント
（マインドフルネス等）
花粉症対策

54.3
57.1
56.0
54.4

90 （%）
83.5

71.3
70.9

64.0

52.6

次点の5テーマは、3タイプとも
25％を超えているが、すべてが
50％を超えている分けではな
く、共通してよく取り組まれてい
るテーマというわけではない。

13.9

19.6
13.8
13.6
13.9
16.6
10.6
9.6
7.4
6.8
10.0
6.5

ワークエンゲージメント型
生活習慣改善型
幸福度型

【図9】健康経営の取組テーマ
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健康経営

病気と仕事の両立支援

心理的安全性の向上

44.7
44.0
41.0
41.9

37.0
36.4
34.2
28.3
37.3

女性の健康

歯科／口腔ケア

80

健康経営

0

10

30 （%） 0（%） 0

20

20.6

個別指導を実施

20.7
11.8

本人に目標を作成・宣言させる

12.0
11.2

専用ツールで自分の状態を判定

アフターフォローの実施

内容の理解度確認テストを実施
専用SNSに投稿できるようにして仲間
づくりと継続的意識づけを実施

16.5

16.1

15.7
14.2

19.6

11.3
13.8
10.9
12.2
15.2

20.1
17.8
22.6
11.2

14.8
12.0

5.0

5.7
5.5
3.5
3.9
5.1
2.9
2.2
0.9
1.5
1.7
2.3
1.5
1.7
2.3

【図10】
ヘルスリテラシー向上のための意識付方法

５

29.1

2.4

特に工夫していない／特にない

30.0

21.5
22.2
19.8
24.5
25.7
26.7

12.7
10.4
12.0
10.0
8.3
12.9
8.6
10.9
9.7
8.8
8.7
7.4

自社制度を絡めた実践的内容を実施

事前質問を受け付けて
セミナーに反映

29.1

25.4
26.5

15.2

9.7

セミナー内でワークを実施

従業員家族も参加可能

30 （%）

20

25.4
27.4
27.6

外部専門事業者に話をしてもらう

同じテーマで、バリエーションを
変えて繰り返し実施
大学教授・研究員等の
外部専門家に話をしてもらう

10

7.8
6.5

6.1
5.2

10.0
9.7
8.6

24.2

8.8
8.3

8.3
6.2
6.5
7.8

11.5
9.6
14.3

17.4
17.5
15.3

ワークエンゲージメント型
生活習慣改善型
幸福度型

最も効果があった工夫
（左グラフ）
／今後取り組みたい工夫
（右グラフ）

今後の健康経営の進め方について

健康経営の取り組み方の傾向にも、大きな違いがあった。ＭＳ＆
ＡＤインターリスク総研ホームページ（下記）に掲載している調
査報告書には、業種別・規模別の調査結果も補足資料として掲

企業における健康経営の取り組みはますます多様化していき、
幅広く様々な施策を進めていくことが想定される。
そのような中

載しているので、関心のある方はこちらも併せて確認いただき
たい。

で、効率的に成果を生むためには何を重視すればよいのか。
今回の調査結果を踏まえると、効果的な健康経営の推進のた
めには「経営戦略・経営課題とひもづいているか」
という点が重
要である。
ぜひ、
自社の取り組みを振り返り、経営戦略・経営課題

MS＆ADインターリスク総研
「健康経営実態調査2020報告書 ヘルスリテラシー向上の取

と健康経営をつなげるストーリーを描き、経営層から従業員まで

り組み実態について」

うまく巻き込んで効果的な取り組みができているか確認・検討

＜https://www.irric.co.jp/reason/research/index.

いただきたい。

php＞

また今回、健康経営の目標タイプごとに、取り組み方も異なる
様子が明らかとなった。効率的に推進するためには、
自社の目標
を踏まえて、取組テーマ・取り組み方（従業員の意識付方法）
を選

以上

択することが必要である。
したがって、
自社が健康経営の目標を
どこに置き、何を優先して取り組むのか、
そのようなことが明確に
なっているか確認いただきたい。
なお、本稿では紙面の都合で紹介できなかったが、業種別（製
造業、運輸業、建設業、商業、金融業、サービス業）
・規模別の
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認知症高齢者にやさしい
まちづくりとその実践について

～認知症の人の尊厳を守り、生きがいを高めるためのアート
（参加型芸術文化活動）
の活用～

認知症対策の新潮流④
東京都健康長寿医療センター研究所
自立促進と精神保健研究チーム研究員
臨床心理学博士

す ぎ や ま

み

か

杉山 美香 氏

要旨
▪ 日本では、2020年には認知症施策推進大綱が制定され、
「認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日
常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の視点を重視しながら｢共生｣と｢予防｣を車の両輪として施策を推
進」
することが基本理念とされ、認知症の共生社会に向けた取り組みが推進されている。
▪アート
（参加型芸術文化活動）
の効果としては、社会的孤立の低減や抑うつや不安感の改善、身体機能の改善、
ウェル
ビーイング、QOLの改善、
などが報告されている。
▪“Living Well with Dementia”
（認知症とともによりよく生きる）
やDementia Friendly Communities
（DFCs）
を
目指した、英国のアート
（参加型芸術文化活動）
を活用した取組事例を紹介する。
▪ 認知症高齢者にやさしいまちづくりの事例として、筆者らがアクションリサーチを行っている
「高島平ココからステー
ション」
を紹介する。

1

“Living Well with Dementia”
（認知症とともによりよく生きる）

「認知症の人々とケアラーのための権利憲章」が示されるこ
ととなった。
そして、国連障害者権利条約の人権基準に則した
「PANEL原則（Participation：参加、Accountability：責

「認知症」
という言葉の持つイメージはどのようなものだろう

任、Non-discrimination and Equality：差別されないこと、

か。
これまで、認知症は
「暴力」
「妄想」
「徘徊」
などの言葉ととも

平等であること、Empowerment：力を与えること、Legality：

に、回復することが困難で、多くの人が「認知症にはなりたくな

合法性の五原則）」に基づくアプローチを認知症の領域にも
適応することが求められた。
スコットランド自治政府に働きか

偏見はとても根深いため
「“Living Well with Dementia”（認

けることにより2010年には第1次認知症国家戦略に①早期診

知症とともによりよく生きる）」
という言葉を聞いたとき、
どうい

断、②良質な診断後支援、③よくトレーニングされた人材育成

う意味だろう？と考えてしまうかもしれない。

という三つの提言が取り入れられ、認知症診断後の支援をす

しかし、
スコットランドでは2002年に認知症当事者による
「ス

るリンクワーカーの制度が出来上がった。

コットランド認知症ワーキンググループ」が発足し“Nothing

英国では、2012年に認知症の人が希望する地域コミュニ

about us without us”（ 私たちのことを私たち抜きに決め

ティーで暮らすことができるように地域の保健・社会サービ

ないで）をスローガンとして活動を行ったことをきっかけに、

スの改善を行うための基本方針であるPrime Minister’ s

2009年には認知症の本人と家族の人権についての基本原則

Challenge on Dementiaが示されて以来、Dementia
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い」
と思う病であったのかもしれない。
このような、認知症への

Friendly Communities（以下、
「DFCs」）
が活発化されるよ

などの生活習慣病、運動や栄養、知的活動、社会交流などの

うになった。後述するが、DFCsは日本では「認知症にやさし

生活習慣が深く関与していることが知られている。
しかし、認

い地域・社会」
と呼ばれることが多いが、認知症への差別や偏

知症には根本的な治療薬や予防法は確立されておらず、共生

見の解消、認知症とともに生きる人々の包摂や社会参加を促

すなわち“Living Well with Dementia”やDFCsの考え方を

す取り組みである。
その他、
オランダ、ベルギー、台湾、
アメリカ

核とした施策や取り組みが求められる。

など世界各国でDFCsへの取り組みは活発化し、2015年には

現在、行政をはじめ地域包括支援センター、病院、民間等で

WHO（世界保健機関）が、2016年にはDementia Alliance

は認知症カフェ７）が開設され、認知症の人が地域の中で気軽

International（国際認知症連盟）が「認知症とともに生きる

に行ける居場所づくりや当事者会、家族会が行われ、若年性

人の人権に基づくアプローチ」
を定義している１）２）。

認知症の人の就労支援や、認知症の人と一緒に走ったり歩い

このような世界的な流れをうけて日本では、2015年に
「認知

たりしながらタスキをつなぐという
「非日常な」体験・出会い・

症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」に認知症の人の視

気づきから、認知症の人と一緒に誰もが暮らしやすい地域づく

点の重視が盛り込まれ、2017年には日本認知症本人ワーキン

りを目指すRUN伴８）という活動もある。そして、共生の取り組

３）
ググループ
（JDWG）
が発足し、2018年にJDWGは
「認知症と

みの一つとして、効果が期待されるアート
（参加型芸術文化活

ともに生きる希望宣言」
を厚生労働省内で記者会見して発表

動、以下「アート」）
がある。

した。
この宣言（表1）は「一足先に認知症になった人からすべ
ての人たちへ」向けられたメッセージであり、JDWGの活動目
的である
「認知症とともに生きる人が、希望と尊厳をもって暮
らし続けることができ、社会の一員としてさまざまな社会領域
に参画・活動することを通じて、
よりよい社会をつくりだしてい
くこと」
の実現にむけた認知症の当事者たちの声である。
また、

２

認知症とともに暮らす人々への
アートの活用

認知症や認知機能低下を持つ人にとって、様々な社会的活

現在では認知症の人の声を聴き、
より良い地域をともに創る

動や芸術文化活動への参加、他者とのコミュニケーション、
自

ための「本人ミーティング」が各地で行われている。厚生労働

己決定の尊重や活動の選択などが困難な状況であることが多

省においても認知症の人本人から発信の機会が増えるよう、

い。
その原因として考えられるのは、
「 認知症になると何もでき

2020年1月に５人の認知症の方々を認知症に関する普及啓発を

なくなる」
などの偏見や
「認知症の人とどう接してよいかわから

行う
「希望大使」に任命し、認知症の当事者自身が様々な声

ない」
などの無理解といった社会的な要因と、認知症の人自身

を届けるための取り組みが始まっている。

が「新しいことにチャレンジしたり、楽しみを持つことはできな

４）

い」
などの自己効力感の低下や自信の喪失がある事などが考
【表1】
日本認知症本人ワーキンググループ 認知症とともに生きる希望宣言

認知症とともに生きる希望宣言
1．自分自身がとらわれている常識の殻を破り、前を向いて生きてい
きます。
2．自分の力を活かして、大切にしたい暮らしを続け、社会の一員とし
て、楽しみながらチャレンジしていきます。
3．私たち本人同士が、出会い、つながり、生きる力をわき立たせ、元
気に暮らしていきます。

えられる。
DFCsの実現のためには、地域社会や住民が偏見を解消
すること、それ以上に認知症の人自身が“Living Well with
Dementia”（認知症とともによりよく生きる）
のために、
自分に
対してブレークスルーし、
自信を持って人生を過ごせるための
きっかけや経験が必要である。そこで、活用が期待されるのが
アートによる取り組みである。
ここで定義されるアートとは、写
真や音楽、歌、ダンスや運動、読書やものを書く作業、絵画や

4．自分の思いや希望を伝えながら、味方になってくれる人たちを、身
近なまちで見つけ、一緒に歩んでいきます。

工作、陶芸、手芸、
アプリを使ったデジタルアート、
タブレット端

5．認知症とともに生きている体験や工夫を活かし、暮らしやすいわ
がまちを、一緒につくっていきます。

む様々な創造的な活動である。
これまで、病院や施設等で行わ

末での描画プログラムのほか、バーチャルリアリティなどを含
れてきた治療を目的とした音楽療法や芸術療法とは一線を画
すものである。

その後、2020年には認知症施策推進大綱 が制定され、
「認

高齢者や認知症の人へのアートの効果を検証するには課題

知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生

もあり、高齢者や認知症の人を対象にしているために、研究に

活を過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の視点を重視

協力する対象者の少なさ、RCT（無作為割り付け）
による研究

しながら｢共生｣と｢予防｣を車の両輪として施策を推進」する

が実施できないなどの研究上の方法論的な問題点が指摘され

ことが基本理念とされた。認知症予防についてはRMFOCUS

ている。その効果は限定的であるが、①コミュニケーションの

Vol.72,2020 にて解説されているとおり、高血圧や糖尿病

手段となり、高齢者が自身の体験や思考、感情を築き、示し、

５）

６）
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アイデアを表現するための幅広い方法や手段、
素材を提供する
ことができること、②身体的な健康の増進、③選択や自己決定

⑴自分たちも踊りたい！ ～Art of Age～

を促し拡大すること、④自尊感情や自己効力感の増加、⑤抑う

サドラーズ ウェルズ劇場“Sadler’s Wells Theatre”14）は、

つ、不安などの改善、⑥孤独感や社会的孤立の軽減、⑦QOLの

英国でも有数のダンス専門の劇場であるが、高齢者や幼児、

改善、⑧ウェルビーイングの改善などがあげられる

。
また、

障害を持つ人とともに作り上げる様々なプログラムを用意し

イングランドでの長期縦断調査の結果から、博物館や美術館、

ている。
また、同時にアーティストの育成や教育もアートプログ

エキシビション、
劇場、
コンサートやオペラなどの文化芸術活動

ラムの一環として取り組んでいる。
その中の高齢者向けの取り

へ関わっているかどうかが、
認知機能、
精神的健康、
身体活動の

組みとして“Art of Age”がある。
その一つとして有名なのは、”

頻度など他の影響を差し引いても、死亡率に関係するという報

Company as Elders“という60歳以上の高齢者のダンス劇

告もあり、
アートがもたらす健康への影響が注目されている 。

団であり、30年以上続いている活動である。彼らは、3年に一度

９）１０）

１１）

“Elixir Festival”（ Elixirは不老長寿の万能薬という意味）に

３

海外の取組事例

て公演を行っている。また、“Lilian Baylis Arts Club”はもと
もとはダンス鑑賞のクラブが「自分たちも踊りたい」
ということ

～英国の高齢社会とアートの取り組み～

で始まった60歳代から90歳代の高齢者のダンスクラブで週に

英国等ヨーロッパ各国では地域のGP（一般医、家庭医）が

他、劇場へアクセスできない人向けのプログラムとして、地域

おり、住民はまずGPの診察を受け、その後検査や専門病院の

のコミュニティセンターへプロのアーティストが出向いていく

紹介、薬の処方箋を得ることが基本となっている。特に、高齢

アウトリーチ型の高齢者向けの活動を通して、
ダンスへの敷居

者の相談ではGPは単に薬等の処方のみでなく、
「 薬を超えた

を低くして様々な人がダンスをできるというイメージを伝えて

解決策」
として、社会的孤立の解消や自分らしい生活を取り戻

いる。Elixir Festivalは、
日ごろ劇場に足を運んだことがない

すための手助けとなるように、運動や音楽、
アートなどの地域

高齢者やマイノリティの人々の参加を促すことができ、
これを

活動への参加を勧める
「社会的処方（Social prescribing）」

きっかけに劇場が行っているアウトリーチ型のプログラムへの

を行う。
この試みはGPの自主的な取り組みとして1980年代か

参加に結び付ける機会となっている。

1回の活動と年1回のパフォーマンスの発表を行っている。
その

ら始まり、2006年に保険省の「私たちの健康、私たちのケア」
で推奨され徐々に広がりをみせ、2012年の医療と社会的ケ
ア改革を経て、2017年にはロンドンを中心に国内で100以上
の地域で取り組まれ、様々な課題はあるものの2018年には保
険省の補助金が用意されるようになってきた。イングランド
にもスコットランドと同様に認知症と診断された場合にはリ
ンクワーカーという認知症の人への支援担当者がおり、社会
的処方の受け皿としてアートセクターの活用が期待されてい
る。
これらの施策の背景には、ベーリング財団（The Baring
Foundation）や様々な団体が行ったアートと高齢社会に
ついての調査研究があり、クリエイティブヘルスの報告やガ
イドブックが作成されている１２）。また、カルチャー・ヘルス・ア
ンド・ウエルビーイング・アライアンス（Culture Health &
Wellbeing Alliance）
のConnecting Culture and Health
は、3,000から4,000のアライアンスが参加している団体があり、
筆者は2019年9月にBritish Councilが主催した高齢社会
とアート英国研修プログラムに日本の劇場関係者とともに参

⑵誰でもダンサーになれる・パーキンソン病患者
へのプログラム ～Dance to Health〜
ウェールズのダンスカンパニーであるナショナル・ダンスカン

加する機会を得た。
この研修プログラムは、イングランドおよ

パニー・ウェールズ“National Dance Company Wales”で

びウェールズのArts Councilの協力を得て、先進事例を学び

は“Dance to Health”として、
パーキンソン病の患者ダンスク

日本での高齢者とアートの活動を推進することを目的に企画

ラスがあり、
「 誰でもダンサーになることができる」
としてダン

されたものであった。
ここでは、現地の実際の取り組みを中心

スを訓練ではなく楽しむこととして、週に１回、90分間と家での

に事例を紹介する。

30分間のホームワークを行い、転倒リスクの低減や歩行機能
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アートセクターと地域連携の推進を行っている１３）。

【写真１】
サドラーズウェルズ内のダンスのセッションの会場
（筆者撮影）

の改善、社会交流やコミュニケーションの増加などの効果がみ
られている。
また、
これらのクラスを担当するプロのアーティス

⑷劇場で会いましょう ～Meet Me Albany～

トの養成や雇用等を行っている15）。ダンスでのアプローチは、

英国のエンテレキー・アーツ“Entelechy Arts”という芸術

病院やコミュニティーなど様々な場所で行われており、
プロの

団体と、
アルバニーシアター“The Albany Theater”では、

アーティストの活躍が期待されている。

“Meet Me Albany”として、演劇やダンスの指導を受けた専

⑶認知症を持つ人と家族のコーラスグループ
“The Forget Me Not Chorus”

門家や高齢者を起用し、介護施設や劇場でアート活動を行っ
ている17）。
エンテレキー・アーツやアルバニーシアターはじめ様々な
芸術団体が主催した“Festival of Creative Ageing”で

音楽は多くの人が取り組みやすく、高齢者や認知症を持つ

は、2019年9月から10月にかけて様々な演劇や音楽、コーラ

人との様々な活動は非常に多く、楽しみや表現について理解し

ス、
ファッションショー、絵画やアートワークが行われた。
また

やすいアートの一つである。
ウェールズのカーディフで行われ

A 21st Century Tea Danceではカリビアンなどのマイノリ

ている“The Forget Me Not Chorus” では、認知症を持

ティグループの伝統的なダンスの発表などが行われた。
また、

つ人とその家族が週に１回集まってコーラスを行っている。参

日本のさいたまゴールド・シアター 18）
（故・蜷川幸雄彩の国さ

加者は20歳代から90歳代までと幅広く、昔からよく聞きなれて

いたま芸術劇場芸術監督が2006年に創設した高齢者の劇

いる楽曲などを中心に、それぞれの創造性を発揮して孤独や

団員からなる演劇集団）の劇団員による“BED”という作品に

不安感の解消を行っている。
このコーラス団は定期的に地域

出演し、路上にベッドを置いて高齢者の役者が様々なストー

での発表会なども行っている。
この取り組みは、認知症ととも

リーを道行く人とともに作り上げる演劇パフォーマンスを

に生きる人々へ力を与えまたそれを鑑賞する人々へも新たな

行った。

16）

視点を持つことができるような学びの機会を与えている。

【写真２】The Forget Me Not Chorusの練習風景

（筆者撮影）

【写真3】The Forget Me Not Chorusの参加者
（The Forget Me Not Chorus提供）
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【写真４】A 21st Century Tea Danceでのダンスパフォーマンス（筆者撮影）

【写真５】A 21st Century Tea Danceでの合唱

（筆者撮影）
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認知症カフェの機能を持ち、開室時間内には何度でも自由
に出入りできる地域の居場所である。利用者の主な年代は
30歳代から90歳代と幅広い。ステーションには保健師等の
専門職がおり、週に1回は医師の相談を受けることもできる
という特徴がある。ステーションでは、認知症への偏見や差
別の解消に向けた取り組みの一環として、住民向けの健康
講座「ココからミニ講座」やイベントを開催している。内容は
音楽や落語、アートリップの会などのアートや文化活動、介
護予防、健康、権利擁護、見守り支援などの社会貢献など多
彩である。音楽や落語といったアートや文化活動は大変な
【写真６】The Albany theaterの壁面のアートワーク

（筆者撮影）

人気があり、認知症の人もそうでない人も平等に楽しめ、
と
もに会することができる活動となっている。ステーション内
では、自由に過ごす中で、様々なアートワーク
（かるたやすご

その他の劇場の取り組みとして、英国・リーズ市にあるリー

ろくの作成）や折り紙、自然な形で歌を歌うなどの活動がみ

ズ・プレイハウス“Leeds Playhouse”19）は、創造的劇場をベー

られている。アートの良さは、年齢や性別に関係なく、誰もが

スに認知症の方の参加を促すために、認知症の方が取り組む

平等であること、高齢者だから、認知症だからといったステ

のにやさしい制作物以外に、認知症の方と共同で行うフェス

レオタイプを超えて、創造性を表現できること、人を批判する

ティバルの監督役なども務めている。

４

日本におけるアートと高齢者社会の発展の可能性
～高島平ココからステーションの取り組みから～

日本においては、先に述べたさいたまゴールド・シアターの
取り組み、神奈川芸術劇場が県の共生共創事業で活動を開
始したシニア劇団である、横須賀の「よっしゃ！！」や綾瀬市の
「もろみ糀座（こうじざ）」、一般社団法人アーツアライブが
行っている名画をみて話したり意見を言い合ったりするアート
リップ、世田谷パブリックシアターが都心の集合住宅である下
馬アパートで行っているアウトリーチ型の活動など、
アートセ
クターがアウトリーチを行い、地域との連携による様々な取り

【写真７】高島平ココからステーションの弦楽器コンサート
（高島平ココからステーション提供）

組みが行われ始めている。
ここでは、筆者らが東京都板橋区の
高島平地区でDFCsを目指す取り組みとしてアクションリサー
チを行っている「高島平ココからステーション」
（ 以下、
「ス
テーション」）
について紹介し、地域の居場所におけるアートの
可能性について述べる。
ステーションは、東京都健康長寿医療センター研究所が研
究事業として2017年に開設した認知症支援のための地域拠
基礎研究レポート

点である20）21）。
ステーションは高島平2丁目にあり、
この地区に
は大規模集合住宅（高島平団地）があり高齢化率が4割以上
と著しく高い場所にあるのが特徴である。
ステーションでは、
認知症カフェや専門職による相談事業を基軸にして、先に述
べた、スコットランドの「認知症の人々とケアラーのための権
利憲章」に示されるPANEL原則を基本理念に考案された事
業プログラムを稼働させている。高齢者でも若者でも、認知
症の人もそうでない人も、障害があっても、誰でも利用できる

【写真８】高島平ココからステーションのカフェスペース
（高島平ココからステーション提供）
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ことがなく、自由であることであろう。ステーションでも今後
様々なアートを活用して“Living Well with Dementia”（認

５ おわりに

知症とともによりよく生きる）のための活動を認知症の人も
そうでない人も地域とともに一緒に作り上げる取り組みを
進める予定である。

現 在（ 2 0 2 0 年 5 月 下 旬 ）、新 型 コロナウイルス 感 染 症
（COVID-19）の世界的な流行により、感染拡大予防のため

また、今後日本でアートを高齢社会の課題解決に活用して

日本では緊急事態宣言が発令され、英国でも感染拡大の影響

いく際の課題は、高齢者施策や健康施策に関連する行政担当

を受け都市封鎖が行われている。高齢者はCOVID-19の罹患

者へのアートの活用についての理解の促進、
アートの心理社

（りかん）
による重症化のリスクが高いことから、外出等の自粛

会面、健康面への効果評価と評価法の確立、地域において医

やこれまで参加していた様々な地域活動の中止により社会的

療や福祉、介護といったセクターとアートセクターとの連携体

孤立や不安感の増大、身体が不活発になることによる健康上

制のための中継点となる組織の設立、医療、介護、地域活動で

の問題や筋力低下によるフレイルの進行などが課題とされて

活躍できるアーティストの人材育成や財源の確保であろう。

いる。そこで、政府、自治体、民間、研究機関をはじめ、先に述
べた各団体や様々な組織が、インターネット上に様々な動画
やコンテンツをアップしてそれらの課題を解決しようと試みて
いる。
英 国では、T h e A g e o f C r e a t i v i t y 2 2 ）という1 , 0 0 0
人 を 超 えるプ ロ の ア ー ティストの ネットワ ー ク 団 体 が
「#ThursdaystheDay」
としてCOVID-19の状況下の様々な
クリエィテブな活動を集約している。その中でも課題としてと
りあげられているのは、特に高齢者において、インターネット
上の有益な情報を活用することが難しいというICTリテラシー
の問題である。人と接触できない状況下で、いかに人とつな
がっていけるのかが世界共通の大きな課題となっている。特
に、認知症を持つ人やその家族にとって現在の状況は社会的
孤立などによる心理的問題や身体的健康の問題、経済被害な
どの問題を引き起こす可能性が高い。また、活動が全面的に
中止、
自粛となっている文化芸術機関の運営や組織団体の保
護、
アーティストの生活支援等も大きな課題であろう。

【写真９】利用者の自作のかるた
（絵と文章はすべてオリジナルで共同制作）
（高島平ココからステーション提供）

現在、高島平ココからステーションは一時閉室し、開室準
備中であるが、筆者らの研究チームではその中でできることと
してポータルサイトを公開している23）。取り組みの一例として
は、ステーションの利用者への保健師による電話訪問、
「ココ
から通信」
という配布物の作成とステーション前の配置、郵送
などの方法により、
つながりを持つための取り組みを行ってい
る24）。
「ココから通信」の記事には、返信はがきを活用して、
こ
のような時期だからこそ、
自宅で制作した川柳、書字、写真、絵
画、手芸などの楽しみや生きがいとなるような作品を投稿する
コーナーを作り、
アートを発表する場を提供している。“Living
Well with Dementia”（認知症とともによりよく生きる）
に向
けて、
アートができること、その可能性は大きいと信じて、今を
乗り越えていければと思う。
以上

【写真１０】
スタッフの手書きの立て看板
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（高島平ココからステーション提供）
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Disasters & Accidents information

災害・事故 情報
対象期間：2020年3月〜2020年5月

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

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
RMFOCUS 編集部

火災・爆発

疾病関連

●病院で人工呼吸器から火災、新型コロナ患者5人が死亡【ロシア】

●新型コロナウイルス感染症の急拡大で緊急事態宣言

ロシア第二の都市サンクトペテルブルクの病院で5月12日、火災が発

日本政府は4月7日、新型コロナウイルス感染症の急拡大を受けて、

生、新型コロナウイルス感染症の治療で集中治療室（ICU）に入ってい

特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令した。当初東京、神奈川、埼

た患者5人が死亡した。5人の患者はいずれも人工呼吸器を装着してい

玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の７都府県を対象区域に指定し、宣言期間は

た。人工呼吸器が漏電により発火し、酸素濃度が高かったため爆発し

１カ月間（4月8日～5月6日）
とされた。

たとみられている。発火した製品はロシア国内で生産され、5月から使

その後全国で感染者数が増える傾向に歯止めがかからず、4月16日

用を開始したもので、当局は、製品の設計・生産や病院側の注意義務

に宣言の対象区域は全都道府県に拡大、5月4日には、医療崩壊の懸念

について、刑事上の過失がないか調べている。

などを踏まえて、全都道府県を対象に期間は5月31日まで延長された。
政府は5月14日に、緊急事態措置を実施すべき対象区域を北海道、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府および兵庫県に変

自動車・鉄道・船舶・航空機事故

更し、他の39県を対象区域から除外。さらに5月25日、緊急事態措置を
実施する必要がなくなったと認めて、緊急事態宣言を全面解除した。

●自動運転で事故 ドライバーに有罪判決
「レベル２」の運転支援機能を持つ乗用車を運転していて交通事故を
起こしたドライバーの刑事責任が争われた一審裁判で3月31日、
ドライ
バーの有罪判決が下された。
事故は2018年4月に神奈川県内の高速道路で発生、
「レベル２」自動

製品安全
●自動車エンジン欠陥訴訟 車所有者と和解【米国】

運転の乗用車が別の事故で前方に止まっていたバイクなどを検知せ

米自動車メーカーは3月27日、エンジン点火スイッチの欠陥をめぐっ

ず、時速約38kmまで加速して衝突し、1人が死亡、２人が重軽傷を負っ

て車の所有者が提訴していた裁判で、原告側に約1億2,000万ドル（約

た。自動ブレーキは作動状態であったが、
ドライバーが眠気に襲われ

130億円）を支払い和解することで合意した。米国ではこの欠陥による

て目を閉じた約1分後に、車が加速して事故が発生した。

死亡事故が124件確認されており、車両価値の低下で損失を被ったと

検察は男の居眠りが事故原因として自動車運転処罰法違反（過失致

して車の所有者らが自動車メーカーを訴えていた。連邦地裁に提出

死傷）罪で起訴。裁判で弁護側は、居眠りの事実を認める一方で、
「運

された和解内容によると、自動車メーカーから7,000万ドル、補償基金

転支援システムの故障によって事故が起きた」
と主張していた。地裁判

から5,000万ドルが支払われ、原告側の訴訟費用3,450万ドルも自動車

決は、
ドライバーに禁錮3年、執行猶予5年（求刑・禁錮3年）の有罪判決

メーカーが負担する。自動車メーカーは、点火スイッチの欠陥問題で

を言い渡し、
ドライバーが控訴しなかったため判決は確定した。

2014年以降に260万台余りの車をリコール（回収・無償修理）
し、米司法

判決では、
レベル２の自動運転車ではドライバーに安全運転義務が

省などに制裁金や和解金として26億ドル以上を支払っている。

あるとの原則を示し、その上で、現場の状況などから、事故は居眠りを
しなければ衝突を回避できたとして、
ドライバーの刑事責任を認定。実
際に自動ブレーキが作動しなかった理由については「故障か、機能の
限界かは判然としない」
とするにとどめた。

施設・設備安全、業務遂行上の事故
●化学工場でガス漏れ 13人死亡【インド】

●旅客機が墜落 乗員乗客97人死亡【パキスタン】

韓国企業系列の化学工場で5月7日未明、スチレン（合成樹脂）を含む

の住宅密集地に墜落した。乗客乗員99人のうち97人の死亡が確認さ

有毒ガスが漏れる事故が発生した。子供を含む13人が死亡、200人超

れ、地上では複数の負傷者が出た。現地日本大使館によると、
日本人乗

が病院に搬送された。ガス漏れは同日午前2時半ごろ発生し、影響は一

客がいたとの情報はない。

時半径約3kmの範囲におよび、約1,000人にのぼる周辺住民が呼吸困

旅客機は東部ラホールからカラチに向かっていて、空港に着陸を試

難や目の痛みを訴えたという。工場では、
プラスチック製品の材料とな

みたあとすぐに高度を上げて旋回、再着陸をしようとした際に墜落し

るプリスチレンなどを生産していたが、新型コロナウイルスの影響で

た。関係者の証言によると、パイロットが最初に車輪を出さず胴体着陸

操業を停止していた。ロックダウン（都市封鎖）に伴う40日以上の工場

しようとした際に、事故機のエンジンが滑走路に接触した可能性があ

閉鎖を経て、7日から操業再開する準備をしていたところガス漏れが発

るという。軍関係者は23日、
ブラックボックスを回収したことを明らかに

生したことから、当局は事故との関連を調べている。

している。
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インド南部のアーンドラ・プラデーシュ州のビシャカパトナムにある

パキスタン南部シンド州の州都カラチで5月22日、旅客機が空港近く
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●業務中の加害事故賠償金を雇用主に請求可能 最高裁判決
業務中に事故を起こしたトラック運転手が、被害者に支払った賠償
金について、雇用主の会社に賠償金の負担を求めていた裁判で、最高
裁は5月28日、従業員が支払った賠償金の負担を雇用主に請求するこ
とを認める判決を下した。

テロ・暴力行為
●銃乱射・放火事件で23人が死亡【カナダ】
カナダ東部ノバスコシア州で4月18日夜に銃撃事件が発生、23人が
死亡した。容疑者の男は、同州北部の集落で18日深夜に銃撃を始め、

原告の女性は、運送会社に勤務中の2010年、仕事でトラックを運転し

複数の家屋に放火したとみられる。その後約12時間逃走、警察との銃

ていて自転車の運転者を死亡させる交通事故を起こし、事故後に退職

撃戦の末に死亡が確認された。当局者によると、事件当時容疑者は本

して、遺族に約1,500万円を賠償した。女性は2015年に、運送会社に賠

物の警察の制服を着ており、車も警察車両によく似たものを使用して

償金の負担を求める裁判を起こし、1審の地裁判決は請求を認めたが、

いた。周囲から警察と見間違えられたため、長期間にわたり拘束され

2審の高裁判決では請求は棄却されていた。最高裁判決は2審を破棄

なかった可能性がある。

して審理を高裁に差し戻した。
民法は、従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、その雇用主
が損害賠償責任を負う
「使用者責任」を定め、雇用主が被害者に賠償

事件現場は16箇所に及んでおり、現場周辺では5箇所以上の建物や
車両で火災が発生している。警察は容疑者が乱射と前後して放火した
疑いがあるとみて捜査している。

した場合は、従業員に対して賠償金の負担を請求できる規定がある
が、従業員が支払った賠償金の負担を雇用主に請求するケースについ

●黒人死亡で抗議デモ 一部暴徒化【米国】

ては明確なルールがなかった。最高裁は、雇用主である会社とその従

米ミネソタ州で黒人男性(46)が白人警官の暴行によって死亡した事

業員のどちらが先に被害者に賠償したかによって、会社の負担額が異

件をきっかけに、各地で抗議デモが広がった。一部の民衆が暴徒化し、

なるのは「損害の公平な分担」の観点から相当ではないと判断した。

略奪行為などによる被害が拡大した。事件は5月25日、白人警官に偽札
を使った疑いで逮捕された際、拘束された黒人容疑者男性が、意識を
失って病院に搬送された後、死亡したもの。路上にうつぶせの状態で、

情報漏えい関連

警官のひざで首を上から押さえつけられ、
「息が出来ない」
と訴える黒

●ホームページに患者個人情報の誤掲載で賠償

がった。州捜査当局は、男性の首をひざで押さえつけ、事件後免職処分

新型コロナウイルス感染患者490人分の氏名などの個人情報が誤っ

人男性逮捕時の映像がインターネット上に拡散し、警察への反発が広
となった元警官の男を、殺人などの容疑で逮捕、起訴したと発表した。

て県のウェブサイトに掲載された。5月5日午前9時30分から約45分の

ミネソタ州知事はデモの暴徒化を受けて5月28日に非常事態を宣

間、誰でも閲覧できる状態になっていた。県民からの問い合わせで

言、抗議デモは140都市に拡大し、首都ワシントンやサンフランシスコ

すぐに削除されたが、正午まで一部の利用者が見られる状態が続い

など40を超える都市で夜間外出禁止令が出された。外出禁止令の広が

た。
この間に700件を超えるアクセスがあった。県は専門業者に委託し、

りは公民権運動を主導したキング牧師の暗殺が起きた1968年以来、約

ネット掲示板やSNSを検索するなど調査したが、情報の悪用や二次被

５０年ぶりの規模という。

害は確認されていないという。
医療に関する個人情報が漏れた点を踏まえ、県は5月28日、490人全
員に賠償金を支払うと発表した。賠償額は、氏名が出た396人には4万

各州は治安維持に向けて州兵（ナショナルガード）の動員に乗り出
し、米国防総省によると、5月31日午前の時点で首都ワシントンと15州
で5,000人が動員された。

円、氏名が出なかったが入院先の医療機関や関連するクラスター（感

暴徒化した群衆による略奪行為は各地で相次ぎ、企業は営業中止や

染者集団）が掲載された94人については2万円を支払うという。賠償額

従業員の安全確保などの対策に追われた。小売り大手企業では、全米

の総額は1,772万円となる。

約200店を一時的に閉店したり営業時間を短縮、大手IT企業の店舗で

県によると同ウェブサイトには、新型コロナウイルス感染患者の氏名

は実際に略奪が起き、多くの店舗を閉鎖した。ECサイトを運営する大

や性別、年代などが入力されたリストから、個人情報を削除して「県内

手企業では、
ドライバーの安全確保のために、ロサンゼルスやシカゴ

発生事例一覧表」
として掲載している。前日のデータ作成時に県の担当

など抗議活動が激しい地域で配送業務を縮小し、経路を変更した。

者が個人情報の削除を忘れたという。
●サイバー攻撃で新聞社の社員情報が流出（1万2,000件）
新聞社で5月12日、グループ従業員のパソコンからコンピューター
ウイルスに感染し、本社と一部グループ会社・団体の社員やアルバイ
トらの個人情報約1万2,000件が流出した。同社によると、被害は5月8
日に発生、ウイルス検知システムによる対策を講じていたが、従業員
が受信したメールの添付ファイルに、新種のウイルスが仕込まれてい
たという。
流出した情報は新聞社内のネットワーク端末を使用した社員らの情
報で、氏名や所属、メールアドレスが含まれていたが、取材で得た情報
や顧客データの流出はなく、社内システムにも異常はない。流出した
情報が悪用された事例は見つかっていないが、会社の広報室は、今後
社員や関係者になりすましたメールが増える可能性があるとして注意
を呼び掛けている。
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Information
医療機関向けサイバーセキュリティ評価サービス（BitSight Security Ratings）の
無償提供について
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社は、
BitSight Technologies.
（ビットサイト・テクノロジーズ社、以下「ビットサイト社」）
と共同で、
現在ご提供しているサイバーセキュリティ評価サービスについて、
医療機関を対象とし、2020年9月1日までの期間限定での無償提
供を行っています。

（4）評価レポート
ビットサイト社での評価が完了したのち、BitSight Security
Ratingsシステムへのログインを行っていただくご案内（英文）が
ビットサイト社より送られます。同システム内で評価の閲覧が可
能です。評価に基づく精緻なリスク実態を把握でき、お客さまは
セキュリテイ実態に応じて、最適なリスクへの備えが可能となり

１ 経緯
新型コロナウイルスの感染拡大に関連し、世界各地でサイバー
犯罪が増えており、医療機関へのサイバー攻撃事例も報告されて
います。医療機関がサイバー攻撃を受けると、患者情報（個人情報
や医療記録等）
が流出・改ざんされたり、
また、
ランサムウェアに感
染したPCがロックされたり、
ファイルが暗号化されて、手術等の医
療行為ができない、新型コロナウイルスの検査ができない、急患を
別の医療機関に搬送する、
といった医療業務上の支障が生じてし
まいます。
そこで2020年9月1日までの期間、外部サイバーセキュリティ診
断として当社がビットサイト社と提携している
「サイバーセキュリ
ティ評価サービス
（BitSight Security Ratings）」
を、医療機関

ます。

（5）費用
無償でご提供させていただきます。

（6）お申込方法
下記「（7）情報の取扱いについて」
を必ずご確認いただいたうえ
で、
インターネットからお申し込みください。
お申し込み先
https://ms-seminar.smktg.jp
/public/seminar/view/2364

向けに無償でご提供させていただくことといたしました。

（7）情報の取扱いについて

２ 提供内容
（1）
サイバーセキュリティ評価サービス
（BitSight Security Ratings）
について
本サービスでは、
サイバーセキュリティ対策等の状況を
「システ
ム感染」
「不具合情報」
「ユーザー行動」
の三つに分類して、
インター
ネット接続機器が最新の状態に更新されているかなど、
サイバー
セキュリティレベルを900点満点でスコアリングします。
お客さまの
システム環境にソフトウェアをインストールする等の変更を加える
ことなく、
インターネットから確認することができるサイバーセキュ
リティの状況の分析・評価をすることができます。分析結果は、
ス
コアの根拠となる脆弱性や設定に変更を加えた方がよい該当機
器やその原因を特定できるため、
お客さまにて各種対策につなげ
ることができます。

（2）無償提供の対象業種
医療機関のみとさせていただきます。
※分析・評価方法の特性上、組織・団体で独自のドメイン
（インター
ネットの住所、
ホームページの●●.co.jpや、
メールアドレスの@
マークの後ろ）
を取得されていない団体は評価ができません

（3）無償提供の期間
下記「（6）お申込方法」に記載のサイト上で必要な事項をご記
入の上、お申し込みいただいた後、当社にてシステムへの登録を
行います。
システム登録後から2020年9月1日までご利用可能です。
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◆お申込みの際にご登録いただきましたお客さまの情報は、ＭＳ
＆ＡＤインターリスク総研およびビットサイト社に共有されます
が、
お客さまに無断で営業目的に使用することはありません。

◆以下にあたる場合、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研担当者から
ご連絡を差し上げます。
―無償提供期間終了のご案内をお送りする8月頃
―独自ドメインがない、
あるいはインターネット上で取得できる
情報が少ない等により、
サイバーセキュリティ評価ができな
かった場合
―その他、
サイバーセキュリティ評価に関する事項でご連絡す
ることが必要となった場合

〈本号でお話をうかがった方
（敬称略）〉

RMFOCUS

竹内 一郎
（たけうち いちろう）
横浜市立大学 救急医学教室 主任教授
横浜市立大学附属市民総合医療センター
高度救命救急センター センター長
【学歴】
1997年
【職歴】
1997年
1999年
2001年
兼任 2012年
2016年

2017年6月

群馬大学医学部卒業
静岡済生会総合病院
榊原記念病院
北里大学病院
新潟大学 救命救急医学 特任准教授
Columbia University Department of Medicine,
Division of Pulmonary, Allergy and Critical Care
Medicine.
横浜市立大学医学部 救急医学教室 主任教授
横浜市立大学附属市民総合医療センター 高度救命
救急センター長

現在に至る
●行政での活動
横浜市メディカルコントロール協議会 会長
神奈川県災害医療コーディネーター
横浜市災害医療コーディネーター
●今回のダイヤモンドプリンセス号に関する活動
3,700人の乗客・乗員を乗せたダイヤモンドプリンセス号からは500
名以上の患者が医療機関へ搬送された。横浜の救急医療の責任
者の一人として
（横浜市メディカルコントロール協議会の会長）
ダイヤ
モンドプリンセス号からの搬送患者について重症度に応じた搬送体
制作りに尽力した。
また、横浜市大附属市民総合医療センター 高度救命救急センター
長として、交通事故など通常の救急体制の受け入れと新型コロナ関
連での重症患者の受け入れの両立についても尽力した。

杉山 美香
（すぎやま みか）
東京都健康長寿医療センター研究所
自立促進と精神保健研究チーム研究員
臨床心理学博士
【専門分野】
臨床心理学 老年学
【経歴】
2000年聖マリアンナ医科大学神経精神医学教室研究員
2001年より東京都老人総合研究所精神医学部門客員研究員、介護
予防緊急対策室客員研究員などを経て
2009年より東京都健康長寿医療センター研究所
（東京都老人総合研
究所）
自立促進と介護予防研究チーム研究員から現職
【研究の概要】
国や自治体の認知症に関する調査研究事業、
パンフレット開発、認知
症アセスメントスケールや介護予防・認知症予防の評価方法の開発な
どに携わっている。
東京都内自治体等の介護予防の推進及び認知症支援体制構築の
ための研究事業などに携わっている。
【著書】
「痴呆予防のすすめ方 ファシリテートの理論・技法とその事例」
（2003年）
「失敗しない認知症予防のすすめ方」
（2007年）
（真興交易医書出版部）
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