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内容紹介
「防災ISO」
は
「仙台防災枠組」
を基軸に防災・減災の活動を推進するための基本概念を定義した国際標準であり、国際社会の防災力を向上
させるため、災害の多い我が国で生み出されてきた防災技術やシステムを新しい防災産業の創出に結びつけることによって継続的に発展
していける防災活動を目指すものである。本稿では、東日本大震災の教訓をふりかえるとともに、
この日本発で始まった防災ISO〜国際規格
発行の取り組みについて東北大学災害科学国際研究所所長今村文彦教授にお話をうかがった。

東日本大震災から10年②

新型コロナウイルスの感染懸念が長期化する中で、今まで以上に健康管理に気を配る必要がある。
しかし免疫力向上や健康の維持向上に
向けた生活習慣の改善を実行に移せない人が多い。他人に対して行動変容を促すのはなおさら難しい。本稿では、人を動かす健康アプロー
チ方法について、自治体を対象に実証実験を行い、
ユニークなアイデアと最先端の技術を使って健康的な街づくりに取り組んでいる奈良県
立医科大学の梅田研究教授にインタビューした内容を紹介する。

健康経営

サイバー攻撃の件数は年々増加傾向にある。
また企業・組織を狙う攻撃の手口や手法は高度化・巧妙化しており、深刻な影響をもたらす事例
が発生している。サイバーセキュリティへの取り組みは企業にとって重要な経営課題である。MS&ADインターリスク総研では企業における
サイバーセキュリティ対策の実態調査を実施した。この調査を通じて明らかになった傾向を踏まえて、企業に必要なサイバーセキュリティ対策
について五つの提言を行う。

サイバーセキュリティ

アメリカは一部の州や市で損害賠償の認定などで被告にとって不利な判断が下される傾向があり
「司法地獄」
（Judicial Hellhole）
と呼ばれ
ている。アメリカ不法行為改革財団
（ＡＴＲＦ）
は毎年
「司法地獄レポート
（Judicial Hellhole Report）
」
を公表し、被告に不利な裁判所・地域を
ランキング形式で紹介している。本稿では、
その報告書の内容を紹介するとともに、司法地獄のリスクに備えるため日本企業がどのように
対応するべきか考察する。

司法地獄

新型コロナウイルス感染症の影響の下、非対面・非接触の新しい生活様式が推進され、
デジタルトランスフォーメーション
（DX）
の波が押し寄
せたことで、働き方が変わりつつある。ワーケーションは、企業には優秀な人材確保、離職防止など、自治体には関係人口・定住人口の創出
などのメリットが期待できる一方で、導入にあたっては、通信環境や会議室などのインフラ整備やサイバーリスク対策、労務管理などの課題
がある。本稿では、
ワーケーション普及に向けた課題・リスクを考察する。

ワーケーション

国内の農業は担い手不足が長年の課題であり、国は農業施策としてスマート農業の推進を掲げ、課題の解決とともに農業を産業として
成長させることを目指しており、各地の自治体において取り組みも行われている。中山間地域自治体においてもスマート農業の普及推進が
期待されているが、人口減少等による地域活力の減退が厳しく、農地が狭小・不整形・急傾斜等が多いなどの課題も抱えている。本稿では、
この中山間地域において持続的で有望な地域活性化策となりうる
「スマートアグリタウン」
構想の実現に向けた制度設計について考察する。

スマート農業

人工知能
（AI）
はディープラーニングと呼ばれる手法の発展により、
これまで難しかった画像、動画、文章、音声等の非構造化データの処理が
可能になり、急速に進化した。それとともに倫理的な課題やブラックボックス性
（結果の説明が困難であること）
の問題も浮上した。本稿では、
人工知能の仕組みや最先端事例を概説したうえで、倫理的な懸念点等について考察する。また、国内外で進められている人工知能の開発
ガイドライン等、倫理的課題を含む人工知能のあり方を紹介する。

基礎研究レポート

東日本大震災から10年 ②

東日本大震災から10年、
国際規格発行を目指して

〜防災ISOでレジリエントな社会の実現に向けて〜
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はじめに

▪
2021年3月11日に東日本大震災発生から10年の時を迎え、

▪

多くの教訓を新たな防災・減災対策へとつなげていく動きが
活発化している。
また、世界規模の気候変動の影響により各国
での災害による被害が拡大している。国連で採択されたSDGs
（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目
標）
でも17目標のうち、
「目標11．住み続けられるまちづくりを」
と
「目標13.気候変動に具体的な対策を」
において防災・減災と
密接なゴールが設定されている。
これらの目標達成に向けて、
日本をはじめとする各国の防災技術が相互に導入しやすくな

▪

る仕組みを提供し、国際レベルでの防災・減災力を大きく高
めるための取り組みとして、
「 防災ISO（国際標準化）」がある。
「防災ISO」は、2015年9月に国連総会で承認された仙台防災
枠組のグローバルターゲット達成を目指した取り組みでも
あり、2020年10月にISO/TC268/SC1「スマート都市インフラ」

▪

の中にWGが設置され、2023年の発行が予定されている。
我が国発案で推進されている「防災ISO」の活動について
紹介すべく、
この防災ISOの中心人物である東北大学災害科学
国際研究所所長である今村文彦教授にお話をうかがった。

1
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東日本大震災から10年②

2

東日本大震災の教訓

重要な教訓として、災害情報というのは即時的に出さなけれ
ばならないものであり、
そこには不確実性、不確定性が伴いま
す。信頼性は低くはなりますが、災害情報を我々がどう利用する
のかを考えなければなりません。時間の経過に伴い、観測も充
実し解析も進むことでより正確な情報となりますが、避難が遅
れてしまうといういわゆる
「災害情報のトレードオフ」
が存在し

の教訓について何が課題となり、
これまでどのような対策

ます。
「災害情報のトレードオフ」
は根本的に解決できない状況

を実施してきたのか教えてください。

であるので、
「災害情報のリテラシー」
を根本的に考えなければ
なりません。

大きく分けて科学技術における観点と地域全体における減
災への取り組み（地域の備え）
の二つが教訓として挙げられま
す。科学技術の観点においては、特に津波警報に関して課題
が明らかとなり、多くの教訓が残っています。
また、
この10年間

Q.この10年間で津波警報に関する科学技術にはどのような
進展があったのでしょうか。

で改善も進んでいます。地域全体における減災への取り組み
については、事前の備えとして耐震化、啓発活動および避難訓

過小評価は非常に大きな課題でありましたので、地震計と水

練により減災できた面と難しかった面が教訓としてあると思

圧計が一体となった観測装置を海底ケーブルで接続し、
日本

います。

海溝から千島海溝海域に至る東日本太平洋沖に150箇所の観
測装置を設置したS-net（日本海溝海底地震津波観測網）1)が
防災科学技術研究所によって設置されました。
この観測網によ

Q.津波警報に関する課題と教訓についてもう少し詳しく教
えてください。

り、世界でも高密で正確な観測が可能になり、地震と津波の発
生がリアルタイムで観測できるようになりました。
また、地震以
外でも地滑りや火山で発生する恐れがある津波を並列設置さ

東日本大震災は地震の規模がM9.0でしたが、気象庁が発

れている水圧計で監視、検知ができます。
このような観測網は、

表した第一報の速報はM7.9でした。地震計で通常は初動で

西日本の太平洋沖にある南海トラフへも応用されており、大き

あるP波とS波の最初の部分をとらえれば、過去の例では全体

な進展、向上があったと思います
（次頁図1）。

の地震規模は推定できました。
しかし、東日本大震災において
は、超巨大であり、何回か分割して多方面に波及したプロセス
であったために、最初の速報がM7.9という過小評価になって
しまいました。当時の津波警報システムは、量的データベース

Q.地域全体における減災への取り組みにはどのような課題
と教訓が挙げられるのでしょうか。

を構築した、世界最新のシステムで精度の高いものであった
けれども、最初の地震規模が過小評価であったために、宮城

地域の備えとしては、中央防災会議の専門調査会での千島

県で6m、岩手県、福島県で3mという値が出てしまいました。

海溝・日本海溝の評価を基に様々な地震津波対策を推進して

実際、沿岸部や東北地方の住民の方は、地震の揺れから津波

いました。
その時の宮城県、岩手県あたりで想定された地震は

発生はすぐに想起されて一定の避難はできたと思いますが、

宮城県沖連動型のM8クラスの地震であり、
それに対する対策

岩手県の3mという値は避難をするのに判断を難しくさせたと

はしっかり行えていたと思います。実際発生した地震規模はM9

思います。岩手県では、
ほぼ5m以上、場合によっては10mの防

でした。揺れは長時間であり最大震度7を記録しましたが、耐

潮堤が整備されており、3mという気象庁の情報は
「もうちょっ

震化が進んでいたために揺れによる被害は最小限に抑えられ、

と情報を待ってから避難しようかな」
という状況があったと直

世界でも驚かれる対応であったと思います。
しかし、津波におい

接的、間接的に住民の方におうかがいし、非常に残念に思い

ては予想よりはるかに大きな浸水深となり、避難ができなかっ

ました。ただ、当日の15時過ぎにはGPS波浪計の実測値とし

たり避難先で津波に飲み込まれたりという被害がありました。

て、沖合であっても高さ6mを超えた巨大津波の観測ができま

合わせて地震津波の後に漂流物が押し寄せたり、津波火災が

したので、情報をアップデートして宮城県で10m、岩手県、福

発生したり、黒い津波で土砂泥が押し寄せたりといった様々な

島県でも6m、
その後逐次、観測情報も含めて情報が更新され

複合災害が起きてしまいました。福島原発の事故も発生してし

正確な情報となりました。

まいました。
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Q.東日本大震災から10年目を迎えるにあたり、
この10年間

【図1】防災科学技術研究所
（NIED） 海底地震津波観測網1）

我々の教訓としては、一定の備えで減災効果はありました

作られた枠組みといえるかと思います。世界では、仙台防災

が、備え以上のことはできなかったということが挙げられます。

枠組は非常に高く評価されるとともに推進されています。仙台

今後、備えをしていくにあたり、特に
「想定」
というのは当時は

防災枠組は、
日本での認知度が低いという問題がありますが、

否定的な受け止め方もありましたが、
「想定」
はいろいろな対策

海外の会議では何度も話題にあがるものです。各国においては

をしていく中で不可欠なものであり、
どのように信頼性をあげて

仙台防災枠組の7つのターゲット達成に向かって、4つの優先行

いくのかが課題となります。

動を目標として取り組んでいますが、途上国などではどうして
も優先行動の三つ目である
「事前投資」
が難しいという状況が
あります。
そういった課題解決のためにも、
きちんとリスクを評

3

防災・減災の新しい動き

Q.東日本大震災は世界にも大きな影響を与えたと思いま
す。
また国際的な共通目標としてSDGsも動き始めまし
た。
防災の大きな枠組みとして仙台防災枠組がある中で、
今、
防災・減災はどのような方向に向かっているのでしょ
うか。
仙台防災枠組は、
国連が主導して立てた国際的な指針の一
つであり、2015年3月に議論して成立しています。
その後SDGs
が9月に、
パリ協定が12月に成立しているため、
世界に先んじて

3
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価して、事前にどのように減災するのか、初動対応から復旧復
興へ導いていくのかを考えることが重要となってくると思います
（次頁図2）。

東日本大震災から10年②

仙台防災枠組（４つの優先行動）

東日本大震災から10年②

【図2】仙台防災枠組における4つの優先行動と7つのターゲット

4 「防災ISO」
とは

（東北大学 今村教授よりご提供いただいた資料の一部抜粋）

インフラ
（ハードとソフト）
を整えていく方向に動き出している点
です。
このインフラについてハード面だけではなく、情報や保険
などの支援も含めたソフト面も概念定義をし、様々な取り組み
に関して
「ものさし」
を用意します。
「ものさし」
とは、
どのような
視点で総合防災を評価し、
それぞれ防災・減災の技術の効果が

Q.東日本大震災の教訓と国際的な潮流が
「防災ISO」
の取

どのくらいのレベルであるのかという客観的な評価を与えるも

り組みに結び付いているとうかがいました。
この
「防災

のです。
この
「ものさし」
の議論をしていくと、
おそらく我が国で

ISO」
について、
もう少し詳しく聞かせてください。

の取り組みというのは高い評価になると思われます。今のとこ
ろ客観的な評価がないため、海外から見ると
「日本でやってい

仙台防災枠組、SDGs、パリ協定の国際的な3大アジェンダ

るから良いかな、素晴らしいじゃないか、確かにすごいね。
でも、

のもとで世界ではいろいろな取り組みがされています。
とりわけ

値段は高いしどれくらい実装できるかは不明だね。」
といったよ

SDGs、
パリ協定については民間を含めて取り組みが活発であ

うな声があり、
日本の防災技術の導入に二の足を踏んでいると

り、ISOについても多くの規格ができています。一方で防災に関

いう状況も聞いています。国際規格ができることによって、
それ

しては、
なかなかそのようなものがない状況です。ISOに関して

ぞれのシステムや技術が客観的に評価でき、高い評価であれば

は危機管理やBCPといった規格は仙台防災枠組が発効する

それなりの値段であっても導入が可能となります。
日本の様々

前の取り組みであり、仙台防災枠組を受けてのISO規格がない

なプラスアルファの効果が入った技術をどのように導入するか

のでそれを作っていかなければなりません。規格を作っていく

ということが議論できるようになります
（次頁図3）。

上でのポイントは、
先ほども述べました優先行動の三つ目である
「事前投資」
であり、
これがしっかりなされなければ、その後の
対応も難しくなります。
では、
「 事前投資」の中で何に注目したかと言いますと、今
後の都市開発がスマートシティというものを目指しながら
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【図3】防災ISOの全体イメージ：スマートシティを支える都市インフラ開発に「事前の防災投資」
を含めた総合防災
の考え方と、優れた防災・減災技術を導入しやくするための国際規格づくりを目指している
（東北大学 今村教授よりご提供いただいた資料の一部抜粋）

Q.
「防災ISO」
がISO/TC268/SC1
「スマート都市インフラ」
の中に位置付けれらている背景が理解できました。
この
TC268の現状について教えてください。

目指しています。
同時にSWG（Sub-Working Group）
を設置して、地震計に
ついての国際規格も個別テーマの第一号として準備を進めて
いるところです。今後、保険、情報などが発展的に出てくるもの

TC268（Technical Committee：専門委員会）
は、
スマート

と考えています
（次頁図4）。

コミュニティがテーマで、
その中にSC1（Special Committee：
分科委員会）
のスマート都市インフラがあります。
この中にはも
ともとWG（Working Group：作業グループ）
が1～5まであり、
交通やエネルギーなどのＷＧが活動しています。2020年10月に

Q.
「事前投資」
に加えて特徴的な取り組みがあれば教えてく
ださい。

日本提案でWG6（防災）
がメンバー国の選挙によって認められ
新設されました。WG6では、総合防災の考え方や、
どのような

防災ISOのもう一つのキーワードは、
「地産地防」
です。地域

指標があるかということをまとめたり、
防災についての社会課題

で培った、
または作り上げた
「人」、
「 情報」、
「 仕組み」などのシ

との関わり方を明文化することをやっていきます。第一回WG6

ステムを地域での防災に活用するということです。日本では、

国際会議を11月に実施しましたが、予想よりも多くの国の参加

活発に取り組まれていますが、今の世の中では一つの災害が

が得られました。第二回を2021年3月に実施します。

グローバルに影響を与えるので、
「 地産地防」を超えた取り組

通常WGが立ち上がりましたら、国際標準化の原案を作って

みをしていく必要があります。3.11がまさにそのとおりでした

いきますが、今回のWG6（防災）はTC292等とのリエゾン関係

が、国際的なサプライチェーンの中で日本において発生した

がありますので、
レビューをして最初にテクニカルレポートを

災害が世界中に影響を与えてしまいました。
また、逆に地球規

作った方がよいという提案もいただいております。各国におい

模の気候変動で生じている現象が日本にも影響を及ぼしてい

て何ができていて、何が課題となっているのかというところを

ます。そのような意味においては、国境を超えた防災の取り組

示してからISOを作るという準備をしています。
このテクニカル

みをしていかなければなりません。我々は「地産地防」を第一

レポートは、2021年中に作られ承認されれば、
そのもとで防災

のコンセプトとして日本から発信していきますが、地域にとど

ISOの概念の原案が作られます。
いくつかのプロセスがありま

まることなく、それをグローバル化していくことが大きな柱と

すが、最終的には180か国以上の国が投票して成立という流れ

考えています。

になります。
あと2年くらいかけて、2023年に防災ISOの成立を

5
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【図4】国際規格の体制と
「防災ISO関連委員会」
：防災
（概念など）
に関するISO化は、
「TC268/SC1
（スマート都市インフラ）
国内
審議委員会」のもとに2020年10月に設置されたWG6で検討される2）3）
（東北大学 今村教授よりご提供いただいた資料の一部抜粋）

Q.SDGsやパリ協定などのグローバルなフレームワークが

を持っていただきました。いろいろな方に聞いたところ、丁度

あり、
「 地産地防」
のようなローカルな防災目標、
技術が

スマートコミュニティインフラのT C があり、エネルギー 、

ありますが、
その融合において課題や難しい点があれば

情 報 など様々なインフラでやっていたが 防 災という要 素

お聞かせください。

がなく、せっかくのインフラがいざというときに使えないと
いうことを補うために始まりました。しかし、インフラとい

ローカルからグローバルにつなげていくことの必要性は皆

うものはハードとソフトがあるといいながらも既 存のT C

さん感じているところではありますが、現実は簡単ではありま

ですとB C Pやファイナンスといったものと連 携する必 要

せん。特に災害対応になると個別の技術やノウハウが必要に

があります。まずはT C 2 6 8というスマートコミュニティの

なり、導入するにはできるだけ幅広い機能を持たせる必要が

中で必 要な要 素を入れていきながら関 連したものと連 携

あります。快適な日常生活をおくるためのインフラ整備をして

していきます。概 念はスマートコミュニティで作っていき、

いく中で、その中の効果として防災の要素を入れていくことが

個別の案件はいろいろなところと連携しISOを取得していくと

重要です。そのインフラがターゲットとする災害には地域の歴

いう戦略で進めています。具体的にはリスクファイナンスにつ

史的な災害を入れることは当然ですが、グローバルな視点か

いては、TC292等と連携してステップを踏んでいくと思います。

ら今後起こる可能性がある災害も入れていくことが必要であ

このような戦略は、我々のような防災の専門家ではわからな

り、そのことがローカルとグローバルを結びつけることになる

いのですが、国際標準の専門家の方に声をかけていただき、

と思います。

新しいテーマとして防災に関心を持っていただくことができた
ために、彼らのサポートを得られ、現在スムーズに進んでいる
と思っています。

Q.
「防災ISO」
は、
マネジメントシステムを外観から評価する
ような既存のISO規格とは異なり、
防災に関するハード
そのものに対して認定するということをうかがいました。
その内容について詳しくお聞かせください。
認定までいけばとても良いと思いますが、
まず「防災ISO」
を
どこから提案していき、
どこで議論するかというところに関心

RMFOCUS Vol.77〈2021 Spring〉 6

「防災ISO」
がもたらす
5
未来社会

さらなる遅れをとってしまう恐れがあります。

Q.国際標準化することによって日本の海外向けの防災商品
や防災サービスが普及しやすくなるというメリットがあ

Q.2023年の発行を目指している
「防災ISO」
が策定される
と、
日本や国際社会にはどのような未来が待っているので

ると思いますが、
この防災ISOの狙いとして考えていいで
しょうか。

しょうか。
今後の展望をお聞かせ下さい。
そのとおりです。
個別の技術や総合システムにおいても客観的
日本でも防災の取り組みに関していろいろな評価が始まって

な指標がないので、
導入する際の参考資料として海外で比較で

いますが、国際標準の中で防災に関する評価項目が上がって

きないところがあります。
そこは今回の防災ISOによって情報とし

きます。
それに対して、格付けとまではいかなくともそれぞれの

てしっかり出せるようになると思います。
それが一番の狙いです。

システムや技術に対する評価結果が出てきます。製品等に限ら
ず、
自治体の取り組みや企業の取り組みに応用でき、現状の防
災への取組状況を一定評価でき、今後何をしないといけないか
という課題が明確になっていくものと期待しています。
災害が発生すると、その後の復旧や復興で様々な支援や予

6

日本の産業界に期待すること

算がついて、防災への備えは充実していきます。逆に災害が発
生しないと防災への備えがおろそかになり、災害が発生しても
被害を繰り返すということがあります。
日本においては多様な

Q.保険業界も含めて日本の産業界が
「防災ISO」
に貢献でき

災害が発生するので、総合的な評価が大切であると思います。

るようなことがあるのでしょうか。
もし期待することがあれ

また、海外においては災害の発生頻度が非常に低い地域もあ

ば教えて下さい。

るので、
そのようなところに事前の評価を入れていくことが大切
だと思います。産業においては、今後の個別のテーマ次第で新
しい産業が生まれてくるものと思います。

二つのアプローチがあると考えています。一つ目として、我々
は台風、洪水、地震と多様な災害を経験しているので、産業と
してまたは民間の技術やシステムとして、
どんな技術があってど
んな貢献ができるのかを日本として整備していくことを、皆さん

Q.世界に目を向けたとき、
防災に対して事前投資をしていく
ことが受け入れられるのでしょうか。

で集約してやっていきたいと考えています。その中から個別の
テーマがいくつも出てくるのではないかと思います。二つ目とし
て、国際的なSDGsの取り組みと同じように日本が国際社会に

まだ議論中ではありますが、
イメージ的には海外においても

貢献し一緒に歩むというところに防災も加わっていくのが良い

必要性は感じていると思います。昨今の各国における洪水や米

と思います。SDGsにおいては、
自治体と企業の取り組みが既に

国西海岸、
オーストラリアでの森林火災など被害が大きくなっ

あり、
マスメディアでも
「SDGsの日」
という取り組みが行われる

てきています。緊急対応だけでの抑制がなかなか難しく、
これま

などSDGsに対する理解が進んで、国民の関心が得られる良い

でとは状況が違ってきているものと思います。

形になっていると思います。
そのようなところへ防災も入ってい

反対に日本は残念ながらインフラ整備は10年くらい前から
投資が抑えられていますが、世界のインフラ整備への投資は

かなければならないと考えています。企業とメディアの参画によ
り、国や行政の活動にも広がっていくと良いと考えています。

桁違いです。例えば日本と韓国では10年前までは日本の方が
断然インフラ投資の額が大きく、整備率も高かった状況でし
たが、現在は韓国に完全に抜かれています。中国、
ヨーロッパ、
アメリカもインフラ投資を進めています。それらの投資は防災

Q.防災ISOの中で、
保険・金融の視点で何か議論がなされて
いること、
求めるものは何かありますか。

の課題解決のためだけではなく、
スマートコミュニティの確立

7

を目指したインフラ整備であり、
より効果的なものを目指して

保険業界にも大きな期待を持っています。
事前防災において

います。
日本もそのような状態になっていかなければ、世界に

は、保険というものはなくてはならないものだと思っています。
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保険が導入されることによって事前に防災意識や災害認知とい

目指している。
また、
防災・減災技術が客観的に評価できる指標

うものが進んでいきます。
3.11でもまさに個人レベルで実感しま

（ものさし）
を用意することにより、
日本の海外向けの防災商品

したが、発災直後に保険のサポートがあることによって生活再

や防災サービスが普及しやすくなり、
そこから新しい防災産業

建が早くなりました。
さらにレベルアップが図れれば、
災害に対

の創出も期待されている。
東日本大震災の教訓として、備え以上のことはできず、備える

が取り組んでいる防災を格付けして評価することによって、
融資

ためには事前の想定が不可欠であり、想定における信頼性を

がしやすくなる等のメリットが生じるようなシステムを作るとい

いかに向上させるかが課題であることが挙げられた。
この10年

うことが必要だと思います。
ヨーロッパでは、
パリ協定やSDGs

で科学技術は大きく進展し、特に本稿でご紹介いただいた津

を見据えてグリーンイノベーションなどのようなゼロカーボンを

波警報技術など、
センサーやICT（情報通信技術）、IoT（様々な

目指す新しい取り組みをキーワードとして作っており、
基金も桁

物がインターネットにつながること）
などを活用した防災・減災

違いの資金を集めています。
おそらく開発も進めながら世界の

技術は目覚ましい進歩を遂げている。
リスクマネジメントにお

今後のイニシアティブをとっていくことを鮮明にしています。
日本

いても、様々なリスクを漏れがないように想定した上で、優先度

はその後追いの立ち位置になっていますが、
防災において日本

を決めて対策を実施していくことが基本となる。想定における

はリーダーの立場として新たな軸でグリーンボンドやいろいろ

信頼性の向上には最新の科学的知見や利用できる情報・デー

なものを先導していくチャンスや役割があると思っています。

タに目を向け、効果的な防災・減災技術を活用していくことが

今後どのように発展していくかわかりませんが、今のところ防

キーポイントになる。
また、災害時の事業継続や危機管理にお

災ISOは日本の得意な領域として自然災害を中心に始めていま

いても、災害の状況を早期に把握し、
より的確な判断や行動が

す。
そこは我々がリードしていますが、気候変動や新型コロナウ

できるように、衛星データの解析技術やシミュレーションによ

イルスも災害としてどのように融合していくかという課題もあり

る災害予測技術などの活用が今後ますます広がることが予想

ます。気候変動はヨーロッパがイニシアティブをとっております

される。
「防災ISO」
により、
このような防災・減災技術が客観的

が、我々は自然災害で強みを認識、発揮して真の連携をとれる

に評価できる指標が提供されるようになれば世界規模で普及

ような姿が理想の姿だと思っています。

が進み、災害に対してレジリエントな未来社会の実現にもつな
がるものになるであろう。
「防災ISO」
の取り組みはSDGsやパリ協定などの国際的な

7

おわりに

共通目標にも貢献するものであり、
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総
研もこの活動に賛同して、
「防災ISO」
の広報・地域連携タスク
グループに参画している。
リスクコンサルティングサービスの提
供企業として、
また損害保険事業の関連企業として、今後も
「防

東日本大震災の教訓と、その教訓を世界各国の防災・減災
対策につなげるための活動としての
「防災ISO」
の現状や今後

災ISO」
の動向に注目し、
その発展の一助になるような活動を
促進させていきたい。

の展望について、東北大学災害科学国際研究所所長の今村文
彦教授にお話をうかがった。

以上

「防災ISO」
は、2020年10月に正式にTC268/SC1「スマート都
市インフラ」
におけるWG6「Disaster Reduction（防災）」
とし
て設立された取り組みである。TC268/SC1は、
スマートシティ
を支える都市インフラ
（上下水道、交通、
エネルギー、情報通信
など）
の評価指標を日本主導で国際標準化することにより、
日
本の優れた都市インフラが適切に評価され、世界各国で進めら
れているスマートな都市開発に日本が大きく貢献・関与できる
環境の構築を目標にしている。WG6は日本における災害の教
訓から得られた
「事前防災（備え）」
を含めた総合防災の考え方
を国際社会に浸透させ、仙台防災枠組の４つの優先行動の一
つである
「事前の防災投資」
をスマートな都市開発に融合させ
ることにより、飛躍的に各国の防災力向上を図っていくことを

参考文献・資料等
1）防災科学技術研究所（NIED）：海底地震津波観測網、日本海溝
海底地震津波観測網：S-net
＜https://www.seafloor.bosai.go.jp/S-net/＞（最終アクセ
ス2021年3月10日）
２）日本規格協会グループ:ISO/TC 268/SC 1（スマート都市インフラ）
＜https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/
dev/iso_tc268_sc1/＞（最終アクセス2021年3月10日）
３）International Organization for Standardization（ISO）：
ISO/TC 268/SC 1 Smart community infrastructures
＜https://www.iso.org/committee/656967.html＞
（最終アク
セス2021年3月10日）
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してより強くなれると思います。
また、
金融面では企業や自治体

健康経営

人を動かす健康アプローチとは
～ 街 づくりの 事 例 から～

【聞き手】

【お話をうかがった方】

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

奈良県立医科大学
研究教授
う

め

だ

と も ひ ろ

梅 田 智広 氏

主任コンサルタント

た な か

田 中 ゆか

要旨
▪新型コロナウイルスの感染懸念が長期化する中、私たちは今まで以上に健康管理に気を配る必要がある。
▪免疫力向上や、将来の健康維持・向上に向けた生活習慣の改善について、必要性は感じているものの、なかなか実行に
移せないという人が多いのが現状である。
▪他人に対して行動変容を促すのはさらに難しい。地域や職域、家族間でも、
どうすれば相手に関心を持ってもらえるか、
試行錯誤しているという声を多く耳にする。
▪そこで、自治体を対象に実証実験を行い、ユニークなアイデアと最先端の技術を使いながら、健康的な街づくりを実現し
ている、奈良県立医科大学の梅田研究教授に、人を動かす健康アプローチ方法についてインタビューを行った。

１

人を動かす健康アプローチとは

⑴今の自分の状態を知る
まず、健康診断結果で、
ご自身がある程度健康なのかそうでな

生活習慣病はサイレントキラーといわれます。はじめのうちは

いのかが分かります。
この結果で一喜一憂している人も多いです

痛みも自覚症状もなく、症状が出たときにはかなり進行していま

が、
ちょっと待っていただきたい。健診日はいわば「1年で一番状

す。
こうなる前に生活習慣を改めるべきですが、
ついつい誘惑に

態の良い日」
かもしれないのです。健診日に向けて運動や禁酒を

負けてしまうというのはよくある話です。健康診断結果を放置す

行い、ベストコンディションで健診に臨み、健診後に自分へのご

る人も多いですね。私はある自治体のダイエット教室で、生徒1名

褒美としてお酒やスイーツを口にし、元の生活に戻る、
なんて人も

を除き、参加者全員を痩せさせました。
また、別の自治体でも地

いますよね。
そうすると、普段はこの健康診断結果より状態が悪

域住民の食習慣改善につなげました。参加者が生活習慣改善に

い可能性が高いのです。何もしなければ加齢により身体は日々衰

成功したポイントは次の五つです。
いくつか事例を交えてご紹介

えます。後で述べるように、
このままの生活習慣だとこうなる、
と

します。

いう未来予測があると、
より危機感を抱きやすくなるかもしれま

（１）今の自分の状態を知る
（２）
このまま放置するとどうなるかを知る

9

せん。
加えて、血圧計や体組成計、
スマホアプリやスマートウォッチな

（３）
身近な成功事例で自分事にさせる

どで日常的なデータを継続的に取ることで、一番リアルな状態を

（４）
「これならできそう」
と思える改善策を複数提示する

把握できます。定点に加え、変化を見ることで、
よりリアルな危機

（５）
良さを体感する

感を持つことができます。
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街づくりでの事例では、
スマートウォッチを通じて、
「雪道の運
転のときに血圧が上がっている」
といった通知もしています。

8,000歩と平地で住む人の8,000歩では運動量レベルが違います。
地域によっては、近所のコンビニやごみ捨ても車で行くのが当た
り前という地域も多いです。冬の雪深い時期はなおさらです。
した

⑵このまま放置するとどうなるかを知る

がって、その地域の平均歩数を示したり、地域特性を意識した
アドバイスをしたりします。
その方が、皆さん関心を持ちます。

「あなたはこの病気になりやすい」
「このままだとこんな体型に

また、対象者の方と同じ性別・年齢層の方の成功事例も例に挙

なる」
「このままだと医療費がいくらかかる」
「どんな栄養素が必

げました。
「あなたと同じような方では、
○○を継続しただけで、無

要」
といった情報を示すと良いです。生活習慣病に限らず、便秘

理なく○○kg痩せ、
内臓脂肪は○○cm²低下した。無理なく行っ

になるとか、腰が痛くなるといったような身近な症状でも良いで

ていたのでその後のリバウンドもない。
こういう傾向の人はこうな

しょう。

るんだ。」
といった具合です。
自分と近いタイプの人が成功した事
例は、
自分事としてとらえて考えることができますし、説得力が増

⑶身近な成功事例で自分事にさせる

参加者の認知をどう変えるかが勝負なので、
ひたすら最先端のコ
ホート研究

注1）

の結果や身体、健康に関する話をしました。筋肉量

は生活習慣病と骨粗鬆症と相関関係にあります。
では、筋肉量を

よっては身近な家族や先祖、地域のデータの方が参考になること
もあります。食事や生活習慣、住環境などが、
自分に近い事例の
方がリアルですから。
ご自身を含め地域の方々の健康データを、
家族や街の遺産として残すことで、次の世代の健康づくりに有効
活用できると考えています。

増やすためには、
どうするか。筋トレももちろん良いのですが、手

そのほか、毎月計測会を実施して、変化もチェックしました。教

軽にできる方法としては、
たくさん歩くことです。実際に、歩数を増

室では特にこれをしなさいという指示や、
ノルマのような設定は

やしたことで、血圧や体重、体脂肪が改善した研究結果などを紹

一切しませんでした。

介し、歩くことの必要性を理解してもらいました。
では、
どれだけ

この教室には全員が最後まで参加してくれました。恐らく
「他

歩けばよいのか？これは、相手の実態を踏まえた設定をしてあげ

では得られない」
と、この教室に価値を感じてくれたからだと

るべきです。
よく１日8,000歩といったりしますが、山奥に住む人の

思います。
ちなみに、運動の授業と称しながら、運動はほとんど

当人のBMIに加
え、当人と同じ性
別・年齢・身長を
参考に、全国平
均の 体重、や や
スリムな美容体
型 で の 体 重、モ
デル の 体 重 ( 痩
せ す ぎの 例 ) を
記載。

地域の平均値
(デ ー タ が 豊富 な 場
合は 、当人と同じ性
別・年齢層での平均
値を提示)

【図１】
ダイエット教室での結果レポート
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ある自治体のダイエット教室の事例を紹介します
（図１）。
まず、

します。近年では「ビッグデータ」が注目されていますが、場合に

取り入れませんでした。
ある地域でのアンケートでは
「もっと運動

②超・わかりやすい！健診結果とひもづけたおすすめメニュー

したかった」
という回答があったくらいです。
しかし、運動をメイン

この栄養素を取りましょうというアドバイスをもらっても実際に

でやるのではなく、頭の中を変える思考変容をメインとした教室

何を食べればよいかわからず、実行に移せないということは多い

でしたので、結果的に行動が変容し、多くの方が痩せました。

と思います。
これをわかりやすく示した仕組みを開発しました。26
種類の生活習慣病を対象に、
自分がどんな食材を食べればよい

⑷「これならできそう」
と思える改善策を複数提示する

かがすぐにわかる、
というものです。具体的には、
その人の状態か
ら必要な栄養素を逆算し、
その方に相応しいメニュー（次頁図３）

例えば、
たばこはダメ、
お酒はほどほどになど
「そんなこと言わ

を複数提示します
（特許取得済）。
また、対象者には事前にその方

れなくても分かってるよ」
というアドバイスは、相手に響きません。

の状態・重症度レベルを示す色をお知らせしておきます。例えば、

相手にとって、複数のメリットが見いだせれば付加価値が出て、

高血圧かつ中等症の人には
「あなたは黄色」、糖尿かつ軽症の人

行動に移しやすいです。
ある自治体との取り組みでは、
「こちらが

には
「あなたは青色」
と伝えます。

推奨するこういう食事を○○日続ければ、血圧は○○mmhg下

そして、
メニューにも対応する色を付けておき、一目でその方に

がり、体重は○kg下がり、医療費として年間○○○○○円削減

相応しい推奨メニューが分かるようにも工夫しました。要するに、

できる可能性が高い」
など、具体的な内容でアドバイスしました。

黄色の人は
「黄色」
のメニューを、青い人は
「青色」
のメニューを食

肝心な
「これならできそう」
と思える工夫は次のとおりです。

べればよいのです。
我慢ばかりでは続きません。途中でかつ丼や唐揚げなどを食

①食事の“いろどり”作戦

べたくなることもあるので、そんなメニューも一部織り込んでい

スマホで食事の写真を撮り、食材の色で食べたものを機械的
に分析します。
たとえば、
みどりは野菜、
あかは肉や赤身魚、
しろ

ます。
これは食べるなという制限はストレスになるのでしません。
「全体のバランスを考えて食べるように」
と伝えます。

はごはんやパン、
と言った具合です。
まずは
「みどりのものをたくさ

レシピ通り自分で調理しても良いですし、似たようなメニューを

ん食べようね」
と指導します。
とりあえず、緑っぽい物（例外的にグ

買ってきても構いません。
レシピと全く一緒である必要はなく、傾

リーンカレーなどもあるが、緑の食べ物といったらほとんど野菜）

向がつかめれば良いのです。参加者は２週間程度でこの食生活に

を食べればよいので、
とても簡単です。結果は図２のように、
きち

慣れて、無理なく続けられています。

んとフィードバックします。

また、この取り組みに賛同する地元のコンビニやスーパー

食べた食材の色の割合と、その変化をフィードバックする

【図２】個人へのフィードバック

11
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自分の「色」の記載がある
メニューを選ぶ

健康経営

【図３】
おすすめメニュー

には、弁当・惣菜のパッケージに黄色や青色などのシールを貼っ

図４は、参加者がその良さを実感して、
日を追うごとにみどりの割

てもらうように打診しました。料理のレシピは、
もともと栄養士さ

合が上がっています。参加したある老夫婦のエピソードですが、

んが力を入れて作っており、栄養素も量も明確です。そのため、

今まで野菜など買ってきたことがなかったおじいちゃんが、
ある日

どういった方により相応しいメニューであるかを評価する上で、

ピーマンを買ってきて、
ご飯の上に乗せて食べたのです。
それを見

情報も正確なためそのまま使えます。
したがって、
スーパーや食堂

たおばあちゃんがとても喜んでいましたね。

でも簡単に提供できます。
こうした取り組みが進めばその地域の
医療費削減にも効果が期待できます。
（極端な話ですが、
これを
見て、健診結果は
「あなたは黄色・〇点です」
と
「数字と色」
を知ら
せるだけでも効果は出るのではないかと思ったくらいです。）

⑸良さを体感する
前述の
（４）①食事の“いろどり”作戦では、
しばらくみどりを意識
して食べ続けると、
お通じが改善したり、肌つやがよくなったりと、
体調の改善を実感します。すると、その後も続けられます。次頁
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【図４】40代女性のみどりの食事割合の変化

2

コロナ禍における健康課題

様々なデータを活用した評価アルゴリズムを確立し、従来にない
新しい見守りサービスを行う予定です。
コロナ禍の話に戻りますが、働く世代でも、
コロナ禍で筋力低

コロナ禍で、特に高齢者は外出に対して不安になっています。

下やロコモ注4）のリスクが高まっています。
これまでは通勤や外回

感染リスクが怖くて、病院さえ行くのをためらう方もいらっしゃい

りで動くことがベースにあった人達が、外出自粛で動かなくなっ

ます。彼らに起こりがちなのが、運動不足や生活習慣病はもちろ

てしまったからです。座りっぱなしによる肩こりや腰痛も増えてい

ん、肥満のリスク、
メンタルヘルスへの影響です。
これに対しては

ます。
また、QOLにも二極化が見られます。
ステイホームで時間を

今、状態変化に即対応できるように各種生体情報のデータを、家

有効活用し、
自己啓発の時間にあてたり、実家に戻って楽しく過

族などへ通知するためのサービスやアラートを発するなどの対応

ごす人がいる一方、友人に会えない、外にも出なくなった、食事も

を進めています。他にも先述の身体情報に基づいた推奨メニュー

レトルトになったと、QOLが低下する人もいます。
フィジカル面に

の提案、QOL注2）や身体疲労度の評価などのフォローを行ってい

加え、
メンタル面のフォローも必要です。

ます。

また、職場では、
リモート勤務などで顔を合わせる機会が減り、

高齢者といえば、少し話がそれますが、高齢者の見守りにつ

メンタルヘルスや健康管理が難しくなったという声が多く出て

いてユニークな例があります。北海道沼田町では、以前から、家電

います。現状把握の方法としては、1日の活動パターンの把握や、

（冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、炊飯器等）の電力データを使った

ヒアリングを行うなどの方法があります。
これである程度は把握

情報収集を始めています
（次頁図5）。
電力データがあれば、
ウェアラブル端末

13

できます。
より詳しく調べるなら、ＷＨＯ
（世界保健機関）
のQOL
注3）

を付けていなくて

テストやCMI健康調査票 注5）を用いる方法もあります。ただし、

も、
ある程度の生活リズムが把握できます。
例えば、
炊飯器や電子

これは臨床で使われているものであり、
質問数も多く、
費用もかか

レンジの利用状況をみれば、3食食べているか、何時ごろ食べてい

ります。街づくりの研究の場では、過去の分析結果を踏まえてよ

るかも分かります。夜中に電力量が増えれば、
中途覚醒が多いな

り簡易な内容の調査票を作り、
まずはそれを地域住民の方に受

んていう情報も分かります。電力量の計測機器をつけるのは簡単

けてもらい、現状把握をしています。

です。機器を設置するという仕事も地域に生まれるなど、副次的

従業員の健康管理方法としては、電話やオンラインの健康相

効果もありました。
こうしたデータの活用は、離れて暮らす子供が

談も有効だと思います。気楽にいつでも相談できる、
その環境が

老親の見守りとしても使えます。今後は得られたデータを基に、

あるのとないのとでは個の満足感は大きく異なると思います。
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【図５】時間毎の消費電力情報

今は通院するのも大変な状況です。デジタル化が一気に進んだ
昨今、電話やオンラインであれば時間や場所の融通が利くので、
忙しい働く世代にも重宝します。

3

まとめ

新型コロナウイルス感染への懸念が続く中、私たちは心身の
健康管理により一層気をつけなければなりません。地域や職域、
ご家族間での健康管理においても、
まずは相手の心と身体の健
康状態を把握することが大切です。今回梅田研究教授にお話し
いただいたユニークなエピソードなども参考にしながら、
その人
に合った方法で、
コロナ禍の健康管理に取り組んでいただけれ
ば幸いです。
以上
（本文中の図表は梅田研究教授作成）

注）
１）コホート研究
疾病の要因と発症の関連を調べるための観察的研究の手法の一つ。対象集団
（コホート）
を決め、仮説として考えられる要因を持つ集団
（曝露群）
と持たない
集団
（非曝露群）
を追跡し、両群の疾病の罹患率または死亡率を比較する方法の
こと
2）QOL
Quality of Lifeの略。生活の質
3)ウェアラブル端末
主に衣服状や腕時計状で身につけたまま使えるコンピューターのこと。スマート
ウォッチなど
4）ロコモ
ロコモティブシンドロームの略。立ったり歩いたりするための身体能力
（移動機
能）
が低下した状態のこと。ロコモが進行すると、将来介護が必要になるリスク
が高くなる
5）CMI健康調査票
CMIは Cornell Medical Index の略。幅広い身体的・精神的自覚症状を把握
できる質問紙
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サイバーセキュリティ

日本企業における
サイバーセキュリティ対策への提言
～企業向け実態調査結果を踏まえて～

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

か

く

た

ゆ

う

き

角田 悠樹

要旨
▪企業におけるサイバーセキュリティへの取り組みは、社会的な責任に応え、企業の持続的な成長を下支えするために
も、重要な経営課題である。
▪ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研で実施した企業におけるサイバーセキュリティ対策の実態調査を通じて明らかになった
傾向から、企業のサイバーセキュリティ対策に必要な五つの提言を行う。
▪本調査結果およびＭＳ＆ＡＤインターリスク総研からの提言を、ぜひサイバーセキュリティ強化の取り組みにご活用頂き
たい。

サイバー攻撃の件数は年々増加傾向にある。
また企業・組織を

本稿では、本調査結果を通じて明らかになった傾向について解

狙う攻撃の手口や手法は高度化・巧妙化しており、深刻な影響

説するとともに、企業のサイバーセキュリティ対策に必要な五つ

をもたらす事例が発生している。
サイバーセキュリティは企業・組

の提言を行う。

織において重要な課題であり、適切な対策を講じず大きな損害
が発生した場合、経営責任や法的責任を追及される可能性があ
る。
また多くの企業で取り組みが始まっているIT活用による経営
改革・イノベーションの推進、
テレワークなどの働き方改革には安

１

調査概要

心・安全に利用できるICT注1）環境が必要であり、
サイバー攻撃は
その前提を脅かすものである。
つまり、
サイバーセキュリティ対策を講じることは、企業経営に
おいて、避けては通れない重要な課題であるといえる。
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では毎年、
サイバーセキュリティ
対策への取り組みや被害の状況、課題等、企業のサイバーセキュ
リティに関する現状および傾向をとらえ、今後のサイバーセキュ
リティリスク低減に資することを目的とした企業の実態調査（以
下、
「本調査」）
を実施している。2020年度は新たにテレワーク等
のニューノーマルに対応した働き方に関連したセキュリティ上の
課題や対策実施状況等の設問を追加した。

15
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⑴調査手法
質問紙郵送法（Web回答併用）

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

⑶有効回答数
557件

サイバーセキュリティ

⑷調査項目
「Cyber Security Framework注2）
（CSF）」
を踏まえて
次の六つの内容（社内管理体制、社外管理体制（外部委託
管理）、
リスクの特定、防御、検知、対応・復旧）
を考慮したう
えで設定

2

考察・提言

本調査により判明したサイバーセキュリティ対策に関する実態
の概略は以下のとおり。

⑴サイバーセキュリティ体制を整備することがサイ
バーセキュリティ対策の第一歩

⑶テレワーク等のニューノーマルに対応した働き方
のサイバーリスクにも留意

る企業では、
サイバーセキュリティ対策においても、
サイバーリス

テレワーク等、ITを活用した新たな働き方には、新たなセキュリ

クを補償する保険の加入率等においても、比較的優位な結果が

ティリスクが生じる。例えば境界防御注3）の外に持ち出した端末の

出ている。組織体制を整備することで関係者間での情報共有や

ウイルス感染や、
テレワーク中に標的型攻撃メールをクリックし

ルールの明文化、PDCAサイクルの実行、組織をあげた改善への

た際に報告が遅延することなどが挙げられる。

取り組み、経営者によるサイバーセキュリティに対する理解等が

本調査では、組織体制がない企業ほどテレワークの課題を認

促されることが、対策が進む理由の一つに挙げられる。
また、企業

識しておらず、標的型攻撃メール訓練の見直しをしていないとい

外の団体・組織（日本シーサート協議会、NPO日本ネットワーク

う実態がわかった。組織として対応することで、企業全体を巻き

セキュリティ協会（JNSA）、地域のセキュリティコミュニティなど）

込みながら課題を認識し改善することにつながり、企業のルール

への参画や、
サプライチェーンの組織間での交流により、情報交

として明文化・浸透させていくことができる。働き方改革における

換が活発化することで、
当該企業として実施すべき対策などが明

セキュリティ対策においても組織体制を整備し、文書・規程類を

確になっていくことが考えられる。

拡充させることから始めていきたい。

⑵文書・規程類を着実に整備

⑷効果的な脆弱性管理は重要度を見極めて組織で
対応

組織体制整備に加えて、文書・規程類についても、
ポリシー（方
針・行動指針書）⇒スタンダード
（基準・標準）⇒プロシージャ
（手

本調査では、企業におけるサイバーセキュリティの脆弱性管

順書）
と対応がより実務的なものに発展していくことも、
セキュリ

理が進んでいないことがわかった。2020年度はソフトウェアベン

ティ対策を講じるうえで重要なポイントであることを確認した。

ダー等による新たな脆弱性の公表をきっかけに、
その脆弱性を悪
用するサイバー攻撃が増えている。
また既知の脆弱性を悪用され

上記を踏まえ、効果的なサイバーセキュリティ対策を講じるた
めには、図1のような運営が必要であると考える。

る事例もあり、
サイバー攻撃による被害だけでなく、既知の脆弱
性についての対策を怠ったと判断され企業の評判にも影響しか
ねない。
脆弱性対応についても、組織体制がある企業において、
より対
策が進んでいるという結果がでている。組織として取り組むこと
で、真に対応が必要な脆弱性を見極め、効率的な対応をすること
が可能となる。
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サイバーセキュリティ体制（以下、
「 組織体制」）を整備してい

【図１】
サイバーセキュリティ対策〜運営のサイクル

⑸保険は付加サービスも含めて必要性を検討
サイバー保険への加入率は依然として高くない状況であるが、
サイバー保険そのものの認知度は徐々に高まっている。
また、
サイ
バー保険に加入していない企業では、期待する付帯サービスとし
て
「防御～検知～事故時の初期対応をまとめたパッケージサー
ビス」
を挙げている企業が多い。
サイバー保険そのものに加えて、付帯サービスも含めて必要性

さらに従業員数別にみると、従業員1,001名以上で最も多く設
置されているのは
「CSIRT注5）」
・
「SOC注6）」
（それぞれ43.9%）
であ
り、企業規模（従業員規模）
が組織体制の設置と関連すると考え
られる
（図3）。
また
「その他」
の回答として、
本調査開始以降初めて
「PSIRT注7）」
の記述を確認した。
なお、
「ない」
を選択した企業の理由としては、人材・知識・スキ
ル不足、経営陣の理解不足等が挙がっている。

を検討することを推奨する。
②半数の企業はセキュリティに関する文書・規程を順序立てて

3

整備できている

調査結果詳細

セキュリティに関する文書・規程の整備状況を、ポリシー⇒ス
タンダード⇒プロシージャ⇒ガイドラインと整備することを想定
し、次頁表１のとおりレベル別に五つに分類したところ、文書・規

⑴社内管理体制
①組織体制のない企業が回答企業の過半数を占める
回答企業の過半数が組織体制を構築していない状況であり、
組織体制が「ある」
と回答した企業のなかで最も多く設置されて
注4）

いたのは
「CISO

」
であった
（図2）。

【図2】設置されている組織体制

【図3】設置されている組織体制
（全体と従業員数1,001名以上の企業との比較）
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程を順序立てて整備している企業が本調査開始以降初めて半数
を超えた
（次頁図4）。
文書・規程などが
「ある」
と答えた企業のなかで、
セキュリティに
関する文書・規程に定められた内容が実行されているか、監査を
実施しているかを確認した。最も多いのが「社内自部門で監査し
ている」
であった
（38.8％）
（次頁図5）。

サイバーセキュリティ

【表１】
セキュリティに関する文書・規程整備レベル

○・
・
・あり ―・
・
・なし
ポリシー
（方針・行動指針書）

スタンダード
（基準・標準）

プロシージャ
（手順書）

ガイドライン
―

レベル１

○

―

―

レベル２

○

○

―

―

レベル３

○

○

○

―

レベル４

○

○

○

○

それ以外

レベル１～４に該当しないものすべて

【図4】
セキュリティに関する文書・規程整備状況
（整備レベル別）
サイバーセキュリティ

【図5】
セキュリティに関する文書・規程整備状況
（前年度対比）

また2019年度調査と比較して
「出来ていない
（計画もない）」
が
減少しており、体制整備が進んでいることがわかった
（図5）。

組織による統制が十分でない状況下においては、
「課題を課題
として認知できていないこと」
が考えられる。例えば、前述の課題
内容を具体的に確認したところ、
「書類の印刷や押印業務が実施

③テレワーク実施にあたっての課題は、組織体制を整備した上

できない」
については、組織体制が無い企業が、組織体制が有る

で対応する

企業を下回った
（次頁図7）。十分な統制がない状態でテレワーク

テレワークの実施形態別（「自社オフィスと同等の業務」
・
「一部

のリスクを認識しないまま業務を行うことは、情報漏えいなどの

に限定した業務」）にテレワークの課題を調査した。回答を組織

可能性を高めかねない。課題を解決するためにも組織体制を整

体制有無別に確認したところ、
いずれのテレワーク形態において

備することが改めて重要となる。

も、組織体制が無い企業は、組織体制が有る企業より
「課題は無
い」
と回答する割合が高い
（次頁図6）。
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【図6】
テレワーク実施にあたっての課題有無
（組織体制有無別）

【図7】
テレワーク実施にあたっての課題状況
（組織体制有無別）

⑵社外管理体制（外部委託管理）

⑶リスクの特定

①クラウドサービス事業者選定時のセキュリティ評価が進む

①脆弱性管理は十分とはいえない

クラウドサービス事業者を選定する際のセキュリティ評価の有

脆弱性（例えばWindowsやAdobe Flash 等の脆弱性）
を管

無を確認した。2019年度の調査と比較し、
「評価をしている」
と回

理しているかどうかについて確認した。
「 管理方法を規定（文書

答した割合が増加した。
テレワークなどにより、社内の資産をクラ

化）
し、実施している」
および「一部実施している」
を合わせて
「実

ウドサービス上に移行する必要があり、各企業で評価を行う体

施している」
とすると、2019年度は7割超の企業が実施している状

制が構築されたことも一因と考えられる
（次頁図8）。

況であったのに対し、2020年度は7割を割り込んだ。
また文書化し

全体でみた場合、調査票の選択肢では
「中小企業のためのクラ

て実施している企業は全体の３割に満たない
（次頁図10）。

ウドサービス安全利用の手引き注8）
（IPA）
を活用している」
が組織

組織体制有無別にみると、体制が有る企業では「管理方法を

体制の有無にかかわらず最も多い(11.3％）
が、一方で、組織体制

規定（文書化）
し、実施している」
と回答した企業が36.3%であっ

のない企業は
「評価していない」
が最も多い
（38.2%）
（次頁図9）。
「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」
のよ

たが、
体制が無い企業では14.3%にとどまっており、大きな差が生
じている
（次頁図11）。

うに、今後ますます拡大するクラウドサービス利用におけるセ

日々新たな脆弱性が発見され、
サイバー攻撃への悪用事例が

キュリティ対策については、政策・実証等に基づいた
「企業が安心

発生しており、既知の脆弱性も含めて対応の優先順位を見極め、

して利用できるクラウドサービスを含めた推奨システム構成のモ

組織として効果的に対応することが求められる。

デル化策定」
などが求められる。
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【図8】
クラウドサービス事業者選定時のセキュリティ評価実施状況
（前年度対比）

サイバーセキュリティ

【図9】
クラウドサービス事業者選定時のセキュリティ評価実施状況
（組織体制有無別）

【図10】脆弱性に対する管理状況
（前年度対比）

【図11】脆弱性に対する管理状況
（組織体制有無別）
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⑷防御状況

⑸検知状況

①境界防御状況は、機器の導入が進むが、運用・メンテナンスが

①組織体制がある企業はセキュリティ監視システムのアラート

出来ていない企業も一定数存在

発生時対応や、対応プロセス自体の見直しが進んでいる

インターネットと自社ネットワークの境界防御の実施状況につ

セキュリティ監視システム
（IPS・IDS注11）等）
でのセキュリティア

いて確認した。全体でみると、
「ファイアウォール等の機器を購入

ラート発生時の対応や、
その対応プロセスを見直しているか確認

しており運用を行っている」企業は56.0％と半数を超える企業で

した。全体でみると、
「監査・対応・見直しまで実施している」
と回

導入が進んでいる。
その一方、
「購入はしているが、運用まで行え

答した企業は28.6%にとどまり、十分に対応ができているとはい

ていない」企業は29.8％に上り、
サイバー攻撃に即時対応できな

えない状況である。組織体制有無別でも同様の傾向ではあった

い、効果を十分に発揮できないといったセキュリティ対策として

が、
「監査・対応・見直しまで実施している」
と回答している割合に

の有効性に課題が残る状況である
（図12）。

ついては倍近い差がみられた
（体制が有る場合は38.2%、無い場

なお、
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研がIPAから受託して実施し
た
「サイバーセキュリティお助け隊事業

注9）

」
でも、UTM

合は18.6%）
（図13）。

注10）

が設置

されているにもかかわらず、担当者が把握できていなかったケー
スが確認されている。

②セキュリティ・インシデント
（事故）発生時の緊急支援サービス
等の契約は減少

自社で運用までリソースが割けない企業向けに監視やインシ

2019年度と比較して、全体の回答割合の傾向に大きな変化は

デント対応までワンストップで提供するセキュリティサービスが

ないが、
「インシデント発生時の緊急対応サービスを契約してい

必要であると考える。

る」や「緊急対応は社内で実施する」の割合が減っている
（次頁
図14）。
限られた予算や人員に起因して、万が一にむけて確保可能な
リソースが減少している可能性がある。
このような状況において、
事故発生時にはサイバー保険に付帯する専門事業者紹介などの
サービスを積極的に活用する余地は大きいと考える。

【図12】
インターネットと自社ネットワークの境界防御
（ファイアウォールなど）

【図13】
セキュリティ監視システムのアラート発生時対応や、対応プロセスの見直し状況
（組織体制有無別）
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【図14】
セキュリティ
・インシデント
（事故）
発生時の緊急支援サービス等の契約状況
（前年度対比）

⑹対応・復旧
①不審メール着信の訓練（標的型攻撃メール訓練）の取り組み
が進む

企業は、全体の75.7%を占めており、訓練内容の見直しを計画し
ている企業（9.8%）
を含めると、見直しをしている／する予定の有
る企業で8割以上となる
（図16）。
標的型メール攻撃において、開封率をゼロにすることは難しく、

不審メール着信の訓練（標的型攻撃メール訓練）
を実施してい
るかについては、全体でみた場合4割（42.5%）
の企業が「訓練を

開封してしまった際に素早く・適切に報告などの対処ができるよ
うに教育・トレーニングを行うことが重要である。

と答えている。組織体制有無別にみると、組織体制が有る企業で
は
「訓練を実施している
（IT部門以外も参加・IT部門のみ参加）
の
合計数）」
と回答した企業が多い
（59.1%）。一方で組織体制の無
い企業では3割以下（27.5％）
にとどまる
（図15）。
訓練結果の振り返りや訓練内容の見直しを現在実施している

⑺サイバー保険等について
①保険加入率は高いとはいえない
保険加入率を確認したところ、全体でのサイバー保険の加入
率は16.8%と低い結果となった。組織体制有無別に確認すると、

【図15】不審メール着信の訓練
（標的型攻撃メール訓練）
実施状況
（組織体制有無別）

【図16】不審メール着信の訓練
（標的型攻撃メール訓練）
結果の見直し状況
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実施している
（IT部門以外も参加・IT部門のみ参加）
の合計数）」

体制が有る企業と体制が無い企業では保険の加入率に差がみら

②サイバー保険の付帯サービスとして期待するもの第一位は

れる。
サイバー保険の加入率は体制が有る場合は21.7%であり、

「相談受付コールセンター」、保険未加入企業では「防御・検
知・対応を含めたワンパッケージサービス」
に期待

体制が無い場合（11.2%）
に比べると倍増している
（図17）。
サイバー保険に加入していない理由を2019年度調査と比較し

全体でみた場合に保険に期待する付帯サービスとして最も多

たところ、2019年度最も多かった回答は
「サイバー保険があるこ

かったのが、
「相談受付コールセンター（55.9％）」、
「事故時の駆

とを知らなかった
（30.7％）」
であったが、2020年度最も多かった

けつけサービス
（41.2％）」、
「脆弱性診断（31.7%）」
であった。

回答は
「保険に加入する必要性を感じない(28.0％）」
であった
（図

さらに保険加入有無別で比較したところ、保険に加入していな

18）。
サイバー攻撃を受けた場合、損失が高額化する場合も多く、

い場合「防御～検知～事故時の初期対応をまとめたパッケージ

自社を取り巻くサイバーリスクを客観的に評価し、進化している

サービス
（23.4％）」
が上位に入った。保険未加入者は、事後対策

サイバー保険の補償内容を踏まえて、加入の要否を判断すること

だけではなく、防御、検知、初動対応につながるような付帯サービ

が期待される。

スを求めていることがわかった
（表２）。

【図17】保険加入状況
（組織体制有無別）

【図18】保険に加入していない理由
（前年度対比）
【表2】
サイバー保険の付帯するサービスとして期待するもの
（保険加入有無別）
全体
順位

サイバー保険に加入していない企業
順位

期待する付帯サービス

1

相談受付コールセンター
（55.9％）

1

相談受付コールセンター
（57.5％）

2

事故時の駆けつけサービス
（41.2％）

2

事故時の駆けつけサービス
（42.6％）

3

脆弱性診断
（31.7％）

3

脆弱性診断
（33.2％）

4

23

期待する付帯サービス

セキュリティ診 断（スコアリング ）サービス
（25.7％）

4

セキュリティ診 断（スコアリング ）サービス
（25.1％）

5

対策方針・基準・手順等文書作成支援
（24.2％）

5

防御～検知～事故時の初期対応をまとめた
パッケージサービス
（23.4％）

6

サイバー保険つきセキュリティ機器
（22.6％）

6

サイバー保険つきセキュリティ機器
（23.2％）

7

防御～検知～事故時の初期対応をまとめた
パッケージサービス
（22.5％）

7

対策方針・基準・手順等文書作成支援
（22.9％）
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全体との比較
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4

ＭＳ＆ＡＤサイバーセキュリティプラットフォーム
を活用したサイバーセキュリティ対策

改めて本稿の提言を振り返ると、
企業が実施すべきことは、
まず
は
「社内管理体制を構築」
すること、
同時に
「文書・規程類を整備」
し、
自社の対策状況・ルールを可視化することである。
そうするこ
とで、組織としてのサイバーリスクを認識し、他のリスク管理体制
との整合性を図りながら改善、
振り返りのPDCAサイクルを実施
することができる。
また、
「テレワークのセキュリティ対策」
や、
近年
脅威を増す
「脆弱性を悪用した攻撃に対する対策」
は、優先度の
高いサイバーセキュリティリスクとして対策を講じる必要がある。
そして対策を講じても残存するリスク
（事故発生時の費用や賠償
等）
に対しては保険でカバーすることを検討する。
その際には
「付
帯サービスも含めて、
トータルに自社の弱点を補うことを検討」
す
る。ＭＳ＆ＡＤグループでは、
サイバーセキュリティ対策フレーム
ワークに対応したソリューション
（サイバーセキュリティ対策や保
険の導入等）
を“ＭＳ＆ＡＤサイバーセキュリティプラットフォーム”
としてまとめている
（図19）
。
本プラットフォームでは企業の抱える
御する体制構築をワンストップで支援、
「管理体制の整備」
「リス
クの特定」
「防御・検知」
「 対応・復旧」
の各フェーズに対応したメ
ニューを提供している。
自社単独で対策を実行できない場合は、
専門事業者を活用する、残存するリスク対策としては保険に加
入する、
という対策を検討することが望まれる。
企業においてサイ
バーセキュリティ対策を講じるにあたっては、本プラットフォーム

1)ICT：Information and Communication Technology(情報通信技術)の
略でパソコンやサーバー、モバイルデバイスなど、様々な形状のコンピュー
ターを使った情報処理や通信技術の総称
2)Cyber Security Framework：米国国立標準技術研究所
（NIST）
が発行する
サイバーセキュリティ対策のフレームワーク。企業が行うサイバーセキュリティ
リスクマネジメントの支援を目的に、サイバーセキュリティ対策における要求事
項やベストプラクティスをまとめている
3)境界防御：インターネットと社内ネットワークの境界で脅威の侵入を防御するセ
キュリティ対策
4)CISO：Chief Information Security Officerの略。最高情報セキュリティ責
任者
5)CSIRT：Computer Security Incident Response Teamの略。コンピュー
ターセキュリティにかかるインシデントに対処するための組織
6)SOC：Security Operation Centerの略。情報セキュリティ機器、サーバー、
コンピューターネットワークなどが生成するログを監視・分析し、サイバー攻撃
の検出・通知を行う組織
7)PSIRT：Product Security Incident Response Teamの略。組織が提供す
る製品の脆弱性に起因するリスクに対応するための組織。自社製品の脆弱性
への対応、製品のセキュリティ品質管理・向上を目的として活動を行う
8）
中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き：独立行政法人情報処
理推進機構(IPA)が発行する、情報セキュリティ対策に取り組む際のクラウド
サービスを安全に利用するための留意事項やチェック項目を記したもの
9）
サイバーセキュリティお助け隊事業：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た、経済産業省の補助による独立行政法
人情報処理推進機構(IPA)からの請負事業
10）UTM：複数の異なるセキュリティ機能を一つのハードウェアに統合した脅威管
理ソリューション
11）IPS・IDS：IPSとはIntrusion Prevention System
（侵入防止システム）
、IDSと
はIntrusion Detection System
（侵入検知システム）
の略。ネットワーク経路
に設置し、不正通信に対処するためのセキュリティソリューション

を活用いただきたい。
以上
（本文中の図表はＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図１9】
ＭＳ＆ＡＤサイバーセキュリティプラットフォーム
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サイバーリスクを多面的に評価し、多層的にサイバーリスクを防

注）

司法地獄

アメリカにおける司法地獄
～その現状と企業に求められる対策～

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

つ

る

た

あきら

鶴田 彬

要旨
▪アメリカは50州それぞれが独自の法律と裁判システムを備えているが、一部の州や市は損害賠償の認定などで被告
にとって不利な判断が下される傾向で知られ、
「司法地獄」
と呼ばれる。
▪アメリカ不法行為改革財団
（American Tort Reform Foundation）
による
「司法地獄」
レポートの最新版では、九つ
の地域がランキング形式で取り上げられ、ペンシルバニア州、ニューヨーク州、
カリフォルニア州がトップ3を占めた。
▪司法地獄となる原因として、裁判所の訴訟運営、ジャンクサイエンスの容認、フォーラムショッピングの温床化などが
挙げられる。フロリダ州はこれらの問題解消に取り組み、成功しつつある。
▪日本のメーカーとしては、製品事故の未然防止、訴訟対応の体制整備、情報管理システム構築、訴訟費用および有能
な弁護士の確保などによって、司法地獄のリスクに備える必要がある。

1

はじめに
―アメリカにおける司法制度・運用の地域差―

の開きがあり、経済格差や訴訟の数、
当該期間において特に高額
な賠償事例が含まれていた可能性などだけでは説明できない差
であるといえる。

アメリカは50の州から構成される連邦国家であり、各州は独自

こうした制度面、運用面での地域差は、
アメリカにおいてビジ

の政府、議会、法体系、
そして裁判所を備える。
そのため、
司法制

ネスを営む事業者にとって無視できないといえる。仮にメーカー

度およびその運用のあり方は州ごとに相違があり、各州がそれぞ

の立場で考えると、
どの裁判所で製造物責任を問われるかによっ

れ特色を有している。

て、懲罰賠償の上限の有無や、賠償額の認定傾向に差があるとな

制度面での相違に関して一例を挙げると、
しばしば損害賠償

れば、
当然それを考慮した上で訴訟へ備える必要が生じる。

額が高騰する要因に挙げられる懲罰賠償について、法律で上限

いうまでもなく、
このような影響を受けるのは日本のメーカー

を定めている州もあれば、
そうではない州もある。
また、豆知識的

にとどまらず、アメリカ国内の事業者や、法曹界等の関係者も

な相違の例を挙げるなら、多くの州においてはsupreme court

含まれる。
こうした中で、全米各州の司法における制度・運用の

と言った場合、
その州の最高裁判所を意味するが、
ニューヨーク

相違を踏まえ、被告にとって酷といえる裁判所ないし地域に着

注1）

州においては第一審裁判所を指す

。

目する活動を行っている団体として、
アメリカ不法行為改革財団

運用面での相違としては、州ごとの損害賠償額のバラつきを挙

（American Tort Reform Foundation、以下「ＡＴＲＦ」）が

げることができる。
トムソン・ロイターの統計に基づく2011年から

ある。
ＡＴＲＦは2002年より毎年、
「司法地獄レポート
（Judicial

2017年における各州のてん補賠償の中央値をみると、額がもっと

Hellholes Report）」
と称した報告書を公表し、被告に不利な裁

も小さいオハイオ州が2万1,448ドルであるのに対し、
もっとも大

判所・地域をランキング形式で紹介している。
このレポートは全

きいフロリダ州は26万9,000ドルとなっている。両者には10倍以上

米の司法関係者、事業者にも一定の認知を得ており、
その内容は
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全国的なメディアの特集記事でも取り上げられている注2）。
本稿では、2020年末に公表された司法地獄レポートに基づき、

知名度が高まるにつれ、外部から示唆や情報が寄せられることが
増えているが、そうした場合は公表された裁判記録、
司法統計、

アメリカにおける
「司法地獄」
の状況を概観するとともに、
これを

メディア報道、学術研究を対象に独自調査を行っているとのこと

踏まえてアメリカで事業を展開する企業、特にメーカーがどのよ

である。

うに対応するべきかについてリスクマネジメントの視点から考察
する。

2

3
ＡＴＲＦおよび司法地獄レポートの概要

⑴ＡＴＲＦとは
司法地獄レポートの発行元であるＡＴＲＦは、1997年に設立さ

2020-21年版の司法地獄レポート

⑴概要
2020-21年版のレポートにおけるランキング（被告にとっての
不利の度合い）は、表１に記載の九つの州、市などから構成され
ている。

れた非営利団体である。
ＡＴＲＦのウェブサイトによると、
その目
的は
「一般市民に対し、
アメリカにおける民事訴訟制度の機能状
況および不法行為法が民事訴訟制度において果たすべき役割
と社会の各分野（民間・公共・ビジネス）
に与える影響を伝えるこ
と」
である。

⑵「司法地獄」
の定義
ＡＴＲＦは
「司法地獄」
を
「民事事件において、裁判官が組織的
に法律および訴訟手続を適用している地域」
と定義する。

⑶司法地獄レポートの構成・内容
司法地獄レポートは、①ランキング形式の司法地獄のリスト
（ランキング）、②司法地獄には分類されなかったものの「要注

順位

該当する地域等

1位

ペンシルバニア州フィラデルフィア民事訴訟裁判所
および同州最高裁

2位

ニューヨーク州ニューヨーク市

3位

カリフォルニア州

4位

サウスカロライナ州におけるアスベスト訴訟

5位

ルイジアナ州

6位

ジョージア州

7位

ミズーリ州セントルイス市

8位

イリノイ州クック郡、
マディソン郡およびセントクレア郡

9位

ミネソタ州

※表中の「市」
については州名を補った
（出典：参考文献3）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

意」
である裁判所・地域のリスト
（要注意リスト）、③見過ごすこ
とができない司法判断や法制度について取り上げる「不名誉

ランキングに入っているもののうち、ニューヨーク市およびカ

の紹介（dishonorable mentions）」、④民事訴訟制度の濫用

リフォルニア州はいわゆる常連であり、過去5年において継続し

防止につながる活動について取り上げる
「明るい兆し
（points

てトップ5以内に入っている。
また、
ペンシルバニア州のフィラデル

of light）」、⑤最近の雑多なトピックを紹介する
「考察（closer

フィア民事訴訟裁判所は2年連続で1位の座に着いている。
なお、

looks）」
から構成される。
それぞれのタイトルからも垣間見える

かつて1位を占めることが多かったカリフォルニア州が3位となっ

ように、全体として皮肉が効かせてあり、本文は随所において辛

ていることについて司法地獄レポートは、
カリフォルニア州に改

辣である。

善がみられたためではないとし、ペンシルバニア州およびニュー
ヨーク市の状況が急速に悪化しているためだとする。

⑷司法地獄の選定方法
司法地獄の選定は、
ＡＴＲＦ自身の年間を通じたモニタリング

このランキングを踏まえ、
レポートに書かれている内容も参照
しつつ、
これらの州、市などを司法地獄とさせている共通要因の
一部を考察する。

および協力者から寄せられたフィードバック、
その他の一次情報
に基づき行われている。
ＡＴＲＦによると、司法地獄レポートの
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に、多くの場合において被告に不利となる形で、不当かつ不公平

【表１】司法地獄のランキング

⑵共通要因①：過大な損害賠償につながる訴訟運営
ランクインしている地域の大半において、請求原因となる不法
行為や被った損害に照らして過大といえる額の損害賠償が認め
られる傾向が指摘されており、
これには裁判所の訴訟運営も寄
与している。

として、
自らが雇った専門家証人にジャンクサイエンス
（エセ科学）
と呼ばれる科学的な裏付けに乏しい意見を述べさせた上で、
有利な形となるよう陪審員をミスリードすることが一時横行した
ようである。
これに対する反省を踏まえ、本稿執筆時点で、大半の州は理論
に基づく科学的根拠等の存在を求める
「ダウバート基準」
と呼ば

まず前提として、
アメリカの民事訴訟においては、職業裁判官

れる基準を採用し、法廷からのジャンクサイエンスの排除を図っ

（judge）ではなく、その地域の一般市民から選ばれる陪審員

ている。
その一方で、
司法地獄にランク入りしているペンシルバニ

（juror）が事実認定を担う。陪審員となる一般市民の特性（性

ア州などはダウバート基準の採用を拒否している。
この点につい

別、人種、思想信条、教育レベル、経済状況など）は地域によっ

て司法地獄レポートは、連邦証拠規則 注4）によって求められる専

て千差万別である。そのため、陪審員が証拠や証言をどのよう

門家証人の適格性を審査する門番としての役割を果たしていな

に評価するかについては不確実性が排除できず、最終的に陪審

いとして批判している。

員がどのような判断（＝評決）を下すか、事前に予測することは
容易ではない。
ときには、原告に対する同情や、被告に対する偏
見に基づくとも思える不合理な評決が下される場合もあり、
その極端な例を指して
「暴走評決（runaway verdict）」
という
注3）

表現も存在する

。

さて、製造物責任訴訟（PL訴訟）のような損害賠償事件の場

⑷共通要因③：フォーラムショッピングの温床化
ランクインしているほとんどの地域がフォーラムショッピングの
温床となっているという指摘がされている。
フォーラムショッピングとは、原告が自分にとって有利な判決

合、陪審員は評決において損害賠償額を定めることになるが、

が出される見込みがある州の裁判所に訴訟を提起する行為のこ

この金額が過去の類似の事例などに照らして過大なものである

とで、法廷地漁りとも呼ばれる。先に述べた要因①、②などを備え

と判断される場合、裁判官は一定の手続きを踏んだ上で、
これを

た法廷地は、原告側にとってはフォーラムショッピングの対象と

減額（remittitur）
することができる。

して魅力的に映るといえよう。

たとえば、2020年、ペンシルバニア州の医薬品に関する訴訟に

フォーラムショッピングの対象となる法廷地は、
しばしば原告、

おいて、原告（1名）
に対して80億ドルの懲罰賠償を支払えという

被告の双方との関連が薄い場合が多い。
しかし、
司法地獄の裁判

評決について、680万ドルに減額がされたケースがある。

所はそのことを問題視せず、
むしろこうした訴訟提起を容認する

一方で、同じペンシルバニア州の事例において、同州最高裁が
2020年9月に原告（1名）
に対して7,000万ドルの損害賠償を認め
た評決を維持する形で、上告を棄却した事例がみられる。
いずれも一人の原告に対する賠償額としては異例といえる

傾向があることが問題視されている。
こうした裁判所の姿勢は結果として、
州外からより多くのフォー
ラムショッピングを呼び込むことになり、一種の負の連鎖が発生
しているとされる。

大きさの金額であり、前提となる事実が異なることを考慮しても、
一方において減額がされ、
もう一方においてされないことは訴訟
運営として妥当であるかどうかの疑問は残る。
いずれにせよ、
この
ような不安定な訴訟運営が過大な損害賠償の認定につながって

4

企業に求められる対応

いる可能性が考えられる。
以上で紹介した内容を踏まえ、国内メーカーがアメリカにおい

⑶共通要因②：ジャンクサイエンス
（エセ科学）
の容認

てビジネスを営む上で、種々のリスクに対しどのように備えるべき
であるかについて考察する。

PL訴訟など、事実認定者である陪審員の有する知見だけで
は争点を正しく判断できない訴訟においては、原告・被告双方が
「専門家証人」
を用意し、科学的、技術的、その他専門知識に基
づく意見や見解を述べさせる。専門家証人が述べる意見は陪審

司法地獄での訴訟に巻き込まれることを避けるための最善の

員の心証形成に大きな影響を与えるため、裁判官には専門家証

策は、製品事故の徹底的な防止である。
まさに
「製品事故なけれ

人の適格性を慎重に判断することが求められる。

ば、PL訴訟なし」
といえる。
そのために肝要なのは、
「製品事故を

しかし、実際の訴訟においては、代理人が訴訟戦術の一環

27

⑴製品事故の未然防止
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起こさない安全な製品の開発、設計、製造」
とそれを可能とする

司法地獄

「製品安全管理態勢の構築、維持、改善」
を徹底することに尽き
る。特に、開発・設計段階での製品上のリスクの洗い出し、取扱説

付保などにより高額な訴訟費用と損害賠償を負うリスクに備えて
おく必要がある。

明書や製品本体における指示・警告や注意喚起等の記載は、重
要なポイントである。

⑵社内を横断した訴訟対応体制の整備

⑸優秀な訴訟代理人の確保
これがもっとも肝要ともいえるかもしれないが、訴訟の前後を
通じて、必要なアドバイスを提供し、状況に応じた適切な判断が

製品事故の未然防止が重要である一方、同時に
「製品安全上

下せ、必要な技術と経験を備えた弁護士を起用することが求めら

のリスクはゼロにはならない」、
「どのように対策しても、製品事故

れる。
日本企業の場合、米国での訴訟手続きに慣れていない場合

は発生しうる」
といった現実を直視する必要がある。

もあるかと思われるが、
それを踏まえた対応をしてくれる弁護士

訴訟対応においては、後述する証拠開示手続きを中心として、
社内の複数の部門で多くの要員が協力する体制が必要となる。

であることが望ましい。
依頼にあたって確認すべき事項としては、
日本企業の代理実

提訴された後に要員を教育するといった対応では間に合わない

績、類似する訴訟の代理実績、想定するチーム編成（担当パート

ため、全社を横断した体制をあらかじめ整備しておくことが求め

ナー、
アソシエイト弁護士の人数や経験年数を含む）、
当該案件

られる。

に向けた訴訟戦略（有利な点のみならず不利な点も含めて精緻
に分析できているか）
などが考えられる。

⑶適切な情報管理システムの構築
訴訟対応のためには、必要な情報がいつでも過不足なく取り
出せる状態を維持することが望ましい。
そのためにはやはり事前

5

おわりに
―司法地獄からの脱却例の紹介―

の体制づくりが欠かせず、情報管理規程を策定した上で、
それに
沿った体制を構築することが必要である。
また、
「ディスカバリー」
と呼ばれる証拠開示手続きを念頭にお

最後に、
メーカーをはじめとした潜在的被告の立場からは地獄
に差す一筋の光ともいえる事例を紹介し、本稿を締めくくりたい。
過去20年に及ぶ歴史の中で、
司法地獄のランキングにも変化

が被告となったあるPL訴訟において、関係者の退職に合わせて

が生じている。
すでに述べたようにニューヨーク市やカリフォルニ

メールをサーバーから削除したことが重要な証拠の意図的な破

ア州のような常連がある一方、
そうした立場から脱却した例も見

棄であるとして争点化したケースもある。
こうした証拠保全の失

られる。代表的な例を挙げると、
フロリダ州はかつて上位に名を

敗をとらえて
「証拠の隠蔽である」
と判断された場合には、破棄さ

連ねることが多く、2017-18年版では1位、2018-19年版では2位で

れた証拠の内容によっては陪審員の心理に与える影響も大きく、

あった。
ところが、2019-20年版以降は一転してランク外になって

損害賠償額が膨らむ恐れも生じうる。

いる
（ただし要注意リストには入っている）。
その要因は、
フロリダ
州における司法制度改革にある。

⑷訴訟費用の備え

2019年1月に就任した共和党のロン・デサンティス州知事
は、就任直後に3人、2020年中に2人のペースで相次いで非リ

司法地獄と呼ばれる場所でなくても、
アメリカにおいて訴訟を

ベラルの裁判官を任命する形で、同州の最高裁判所の革新を

戦う上では弁護士費用以外にも種々のコストが発生する。たと

図っている。従来、フロリダ州の最高裁はＡＴＲＦの表現によ

えば、専門家証人の費用、請求の原因となった事故の再現実験

れば「活動家的な気質を帯びた」
リベラルな裁判官が多数を

および得られたデータの分析に要する費用が挙げられる。
また、

占めており、被告の責任を広く認めることに積極的であった。

陪審制への対応の一環として、法廷での陪審に向けたプレゼン

そのため、議会が立法によりフロリダ州の司法地獄化を抑止する

テーションや説明のための模型の作成費用、陪審による評決のシ

ことを試みても、最高裁はそうした立法を州憲法に違反する無効

ミュレーションを行うための
「影の陪審（”shadow jury”）」
の組

なものであるとして退けてしまい、結果として改革が実を結んで

成・運用費用等も発生しうる。

いなかった注5）。一方で、
フロリダ州は全米各地から訴訟を引き寄

このような多岐にわたる費目のコストに加え、
司法地獄におい

せるフォーラムショッピングの標的となり続けていた。

ては多額の損害賠償が命じられるリスクがあることはすでに述べ

フォーラムショッピングの対象となることは、訴訟件数が増え

たとおりである。事業者としては最悪の状況を想定し、PL保険の

ることにつながり、
それによって裁判所の運営コストも増大する。
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いた情報保全も意識しておくべきポイントだといえる。
日系企業

司法地獄

そのコストは州の予算を圧迫することになり、納税者である住民
に不利益が及ぶこととなる。
また、事業者に過大な損害賠償を負
わせることは、健全なビジネスの発展を阻害するのみならず、賠
償の支払いに堪えない事業者の倒産や廃業という結果も生じさ
せ、
やはり最終的には住民にしわ寄せが及ぶことになる。
このような負の連鎖の構図は地方政府も当然認識していると
考えられ、そうした問題意識が司法地獄からの脱却に向けた推
進力として働いているのではないかと考えられる。
今後、
フロリダ州に限らず訴訟改革とも呼べる動きが広がって
いく可能性もあり、
司法地獄の動向に注視していく必要がある。
以上

参考文献・資料等
1）The U.S. Legal System: A Short Description（2014年8月
Federal Judicial Center）
２）Current Award Trends in Personal Injury - 58th Edition
（2019年 Thomson Reuters）27～28頁
３）2020-2021 Judicial Hellhole Report（ 2020年12月 American
Tort Reform Foundation）

注）
１）
なお、最上級の裁判所もNew York Court of Appealsという控訴審裁判所
を連想させる名称であるため、紛らわしい
２）一例として、2020年7月23日付のワシントン・ポストWeb版記事＜https://
www.washingtonpost.com/outlook/five-myths/five-myths-aboutlawsuits/2020/07/23/8006d532-c169-11ea-b4f6-cb39cd8940fb_story.
html＞
（最終アクセス2021年3月5日）
3）同名のジョン・グリシャムによる小説
（邦題は
「陪審評決」
）
があり、映画化
（邦題は
「ニューオーリンズ・
トライアル」
）
もされている
4）Federal Rules of Evidence 104
（a）
条参照
5）一例として、フロリダ州議会は2013年にダウバート基準を盛り込む形で証拠法
の改正を行ったものの、州最高裁は2017年に違憲の疑いを根拠として同基準の
採用を拒否する決定を行った。なお、2019年に州最高裁は意見を変更し、ダウ
バート基準を採用しているようである
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コロナパンデミック後の
新しい働き方
「ワーケーション」
の
課題・リスクの考察
三井住友海上火災保険株式会社
営業推進部 法人マーケット推進チーム
2020年度自治体職員派遣研修生
特別推進役

み

つ

い

あ

さ

ひ

三井 朝日

（山梨県研修生）

要旨
▪2020年新型コロナウイルス感染症の影響の下、非対面・非接触の新しい生活様式が推進され、デジタルトランスフォー
メーション
（DX）
の波が押し寄せたことで、働き方が変わりつつある。
▪新しい働き方、特に
「ワーケーション」
は、休暇を楽しみながらリゾート地や自然の中で働くことで心身のリフレッシュが
でき、地域住民との交流を通じて自己の成長につなげるなど様々な効果が期待される。また楽しみながら人のために働
くことができる、若者の価値観に合致した働き方でもある。
▪ワーケーションは、企業には優秀な人材確保、離職防止など、自治体には関係人口・定住人口の創出などのメリットが期
待できる一方で、導入にあたっては、通信環境や会議室などのインフラ整備やサイバーリスク対策、労務管理などの課
題がある。ワーケーション普及に向けた課題・リスクを考察する。

新型コロナウイルス感染症による
働き方の変化

非接触は一定程度必要であることから、
「働き方の新しいスタイ
ル」
の実践は重要である。
社会の急速な変化に伴い、
テレワークなどに切り替えざるを得

⑴新型コロナウイルス感染症が与えた働き方への影響

ない状況が生じたことは事実であり、実際にテレワークを体験す
ることで、通勤時間なしに出社時と同様に業務ができることから、

新型コロナウイルス感染症まん延により、働き方が大きく変わ

テレワークは意外に悪くないと感じる方もいるかもしれない。今

ろうとしている。満員電車で始業時間に出社し、決められた席に

後、在宅勤務を中心としたテレワークがさらに普及していくこと

座り、
パソコンを開き、仕事を始める。会議は対面で行われ、昼食

が予想される。

は集団で摂り、終業時間後に懇親会を行うなど、人との対面・接
触が日常であった。新型コロナウイルス感染症を契機として、職
場では非対面・非接触が徹底され、
テレワーク、
オフィスのフリー
アドレス化、
オンライン会議、少人数の昼食や懇親会の当面禁止
が一般化した。
コロナ禍で新たに提唱された
「新しい生活様式」
の実践例につ

⑵働き方の意識調査
①テレワークに関する意識調査
JTB総合研究所が2020年3月に実施した
「働き方の変化とテレ
ワークに関する意識調査」
によると、
「今後テレワークをしたいと

いて厚生労働省HP １）によれば、四つの生活様式・スタイルが提

思う
（複数回答）」
と回答した対象者は、全体の70.6％を占め、

唱されている。
そのうち
「働き方の新しいスタイル」
で、
テレワーク

若い世代ほどテレワークをしたいと考えていることが分かった。

やローテ―ション勤務、時差出勤、
オンライン会議といった具体

また、
今後テレワークをしたいと回答した対象者に、
「どんな場所

的な実践例が挙げられている。感染症予防の観点から、非対面・

でテレワークをしたいか」
と聞いたところ、
自宅やオフィスから近い
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１

【図1】JTB総合研究所「働き方の変化とテレワークに関する意識調査『テレワークの場所』」

（出典：後掲の参考文献・資料等2））

場所では、
「自宅」
や
「カフェ」
「テレワークスペースやコワーキング
スペース」
が上位となり、
自宅やオフィスから離れた場所では、
「旅
行先のホテルや旅館」
や
「旅行先のカフェ」
「旅行先のテレワーク
スペースや会議スペース」
が上位となった２）
（図１）。
②若者の就職意識調査
続いて、株式会社マイナビが2019年12月から2020年3月に実施
した
「2021年卒大学生就職意識調査」
によれば、
「あなたの
「就職
観」
に最も近いものはどれですか」
と聞いたところ、
「楽しく働きた
い」
（35.8％）、
「個人の生活と仕事を両立させたい」
（24.3％）、
「人
のためになる仕事をしたい」
（13.7％）
との回答が上位を占めてい
る。
また、
「人のためになる仕事をしたい」
との回答が全体に占め
る割合が前年に比べ1.6pt増加しており、調査時期が新型コロナ
ウイルス感染症発生時期と重なることから、新型コロナウイルス
感染症の影響で若者の就職観が多少変化した可能性がある３）
（図２）。
③新しい働き方の登場
テレワークは、Tele（離れたところで）
とWork（働く）
を組み合
わせた造語で、ICT技術を利用し、場所や時間を有効活用できる
柔軟な働き方である。他にもリモートワークという言葉もあるが、
ほほ同じ意味で使われており、大企業や官公庁は
「テレワーク」、
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【図2】株式会社マイナビ
「マイナビ2021年卒大学生就職意識調査」
（出典：後掲の参考文献・資料等3））

ワーケーション

IT関連企業やベンチャー企業は「リモートワーク」
と呼んでいる
場合が多い。
総務省HP４）によれば、テレワークについて、就業場所に応じ
て、表１の三つに大別できる。

⑴ワーケーションの定義
ワーケーションは 、
「ワーク＝ Work」と「 バケーション＝
Vacation」を組み合せた欧米生まれの造語である。

テレワークの普及については、新型コロナウイルスと総務省が
2017年から旗振り役として展開してきた
「テレワークデイズ」
の影

決まった定義は存在せず、一般的にはリゾート地や観光地など
で、
モバイルワークを行う新たな働き方の一つといわれている。

響が大きい。本イベントは、テレワーク関係府省や東京都、関係
団体と連携し、柔軟な働き方の実現と2020年東京オリンピック
の交通混雑緩和を目的として、
テレワークの一斉実施を呼びかけ
る働き方改革の国民運動である。東京オリンピック延期を受け、
2020年は期間を限定せず、継続したテレワーク推進の呼びかけ、
情報提供等の強化を実施している。

⑵ワーケーションの類型
ワーケーションの分類については、田中敦（山梨大学生命環境
学部地域社会システム学科 教授 ※専門分野：観光学）
・石山恒貴
（法政大学大学院政策創造研究科 教授 ※専門分野：人的資源
管理、雇用マネジメント）両氏が提唱する分類を紹介したい。
欧米型は、
ツーリズムを目的とし、
フリーランスを対象として

【表１】
テレワーク分類

就業場所

具体例

いるため、
フリーランス型とも呼ばれる。
日本型は、
ツーリズムに

－

加えて関係人口創出や移住・定住などの地方創生を目的とし、

在宅勤務

自宅

モバイルワーク

場所を選ばない。
ワーケーション
どこでも可

施設利用型勤務

公共施設等

主に企業の従業員を対象としていることから雇用型と呼ばれ
る。雇用型は、
ワーケーションの目的や形態により、
「 休暇活用

サテライトオフィス、
テレワーク
センター、
スポットオフィス
（出典：総務省HP4）を基に筆者が作成）

2

型」
「日常埋め込み型」
「オフサイト会議・研修型」の三つに区別
できる
（表２）。

3

ワーケーションについて

日本におけるワーケーションの取り組み

ここでは自治体や企業の先進的な取り組みについて紹介し
ワーケーションについては、
コロナ禍で海外からのインバウン

たい。

ド需要が期待できなくなったことで、国内観光需要を創出する政
体で検討されている。
また、
コロナ禍における新しい働き方として
2020年の新語・流行語大賞にノミネートされ、
メディアにも頻繁
に取り上げられ、世間的にも注目度が高いことから本稿ではワー
ケーションについて取り上げたい。

⑴自治体取組事例
＜和歌山県の取り組み＞６）
2017年に和歌山県白浜町や企業と連携して、国の
「ふるさとテ
レワーク推進事業予算」
を活用し、企業誘致を行った。移住者の

【表２】
ワーケーションの分類

大分類
フリーランス型
（欧米型）

雇用型
（日本型）

中分類

小分類

―

―

休暇活用型

休暇中に仕事を織り込む場合やブリージャー
（※）
を実施する場合

日常埋め込み型

二拠点居住やサテライトオフィスの活用など、長期間に渡り、場所を選
ばないテレワーク

オフサイト会議・研修型

部署単位などで持ち出し会議や研修旅行を目的として、
リゾート地な
どで行うもの

※ブリージャーとは、Business
（仕事）
とleisure
（余暇）
を合体させた造語で、普段の出張業務の前後に休暇を加え、観光や地域との交流等を行うもの
（出典：
「日本国際観光学会論文集
（第27号）
田中敦・石山恒貴共著『日本型ワーケーションの効果と課題－定義と分類、
およびステークホルダーへの
５）
影響－』」
を基に筆者が作成）
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策として、国の観光戦略実行推進会議での議論や各省庁、
自治

増加だけではなく、企業のオフィス新設や新たな雇用も生まれて
いる。企業からは、美しい海や砂浜などの自然環境、
テレワークに

4

ワーケーション導入のメリットおよび課題
～自治体～

最適な環境が整っていることなどが評価されている。
白浜町では
移住者に対しては、
引越しや転居などの移住サポートだけではな

自治体のメリットおよび課題について表３のとおり整理した。

く、家族連れの場合には、子どもの転校手続きの手伝い、企業同
士や地域との交流を図る懇親会などの機会の提供など、暮らし
のサポートも行っている。
また和歌山県では、県外企業の県内進
出をバックアップするための奨励金や融資制度、企業面談会や首
都圏での移住イベントなどPR活動を積極的に行っている。
自治
体の先駆的な存在として、
ワーケーションに取り組んでおり、長

【表３】
自治体のメリットおよび課題

メリット
経済・産業振興
地域課題解決
関係人口創出、移住・定住

課題
通信環境整備
自治体PR
魅力あるコンテンツ作成
（出典：各種資料を基に筆者が作成）

野県と連携して、2019年11月にワーケーション自治体協議会（※）
を設立し、全国的なワーケーション普及のため、組織の中核を
担っている。

自治体のメリットは、地域経済活性化が一番に挙げられる。

※ワーケーション自治体協議会（WAJ:Workation Alliance

滞在者が宿泊や飲食、観光などで地域にお金を落とすことで地

Japan）
は、
ワーケーションの普及促進を目的に設立され、
イベ

域経済が潤う。首都圏企業などで働く人材が滞在中に地域交

ントでの共同PRや体験会の開催などを計画し、2020年10月23

流などを通じて、地域が抱える課題解決に一役買ってくれること

７）

日時点で121団体（1道15県105市町村）
が加盟

も期待される。
こうした経験や交流を通じて、滞在者が地域ファ
ンやリピーターになり、移住定住、企業のサテライトオフィス建

⑵企業取組事例

設や本社機能移転につながることが自治体にとっての最大の目
標である。
また自治体の取り組みが成功事例となれば、全国か
８）
９）

＜日本航空株式会社（JAL）
の取り組み＞

2017年に空港等でシフト勤務をする社員を除いた約4,000人を
対象として、夏季休暇取得促進を目的にワーケーションを取り入

らの視察増加に伴う地域経済の活性化や様々な企業からの引
き合いにより自治体施策の幅が広がる可能性は十分にあると
考える。

れた先駆的企業である。制度導入にあたり、役員にワーケーショ

次に課題としては、Wi-Fi環境やコワーキングスペースなどの

ンを体験してもらうなどトップの理解を得ながら導入を進めてい

ハード面の整備が挙げられる。
また地域に人を呼び込むため、
自

る。
当初は、
「休みの日にも業務を行うのか」
といった否定的な声

治体が地域をリードし、地域住民や地場企業、大学・研究機関な

もあったが、滞在先で普段できない体験を通じて、
自己の成長や

どと協力して、地域全体でＰＲ活動や受入体制を強化するなど、

地域との関わりから客観的に会社や自身を見つめ直す良いきっ

おもてなしの気運を盛り上げるソフト面の仕組み構築も必要で

かけになったと感じる社員が多かったようである。2019年5月から

ある。他にも、滞在者が地域の産業や文化・伝統に触れる経験

は、
出張先で休暇取得ができる
「ブリージャー」制度を導入し、休

や、登山やサーフィン、
スキーなどのアクティビティを楽しめる体

暇制度の多様化が進んでいる。

験など、普段味わうことができないコンテンツ企画やその企画を
全国に発信するためのPR活動も重要となる。
ハードおよびソフト
１０）

＜サイファー・テック株式会社の取り組み＞

セキュリティソフトの開発や販売を行う企業。2012年に採用

することは困難なため、様々なノウハウを持つワーケーション関

力強化と社員の創造性を刺激する目的で徳島県美波町にサテ

連企業や大学などとの官民連携あるいは産学官連携が必要不

ライトオフィスを設置し、2013年には本社を東京都から美波町

可欠であると考える。

に移している。
サテライトオフィス設置に伴い採用申し込みが殺
到し、社員数も大幅に増加した。同企業では新しい働き方とし
て、時間や場所に縛られず、仕事と趣味の両方を楽しむ新しい
ライフスタイル「半×半IT」を提唱し、業務の合間に農業やサー
フィンなど趣味を行う時間を設けることで、新しい働き方を実践
している。

33

の両面を整備するうえで、
すべてを自治体のリソースだけで解決
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ワーケーション導入時のメリットおよび課題
～企業～

効果検証は、現在全国各地で実証実験が行われている。有給休
暇取得率や採用力向上の他に業務の効率性向上や社員のモラ
ル向上、
メンタルヘルス対策などが効果として期待されている。

表４に企業のメリットおよび課題を整理した。

2020年6月に沖縄県で行われた、NTTデータ株式会社、株式会
社JTB、
日本航空株式会社の三社によるウェアラブル端末を活
用した科学的実証実験 １１）によれば、仕事のパフォーマンスが参

【表４】企業のメリットおよび課題

メリット
メンタルヘルス対策
有給休暇取得促進
人材育成
企業PR
（福利厚生含む）

加前と比べて20％程度向上し、終了後も5日間効果が持続、心身

課題

のストレス反応の低減と持続にも効果があることが数値として

費用対効果
サイバーリスク
人事労務管理

表れ、
ワーケーションが従業員の生産性と心身の健康の向上に
ポジティブな効果があることが分かった。
また地域課題解決を

（出典：各種資料を基に筆者が作成）

通じた地場企業との連携や人との交流、課題解決による地域貢
献が数値で示すことが難しい、企業のプレゼンスアップや新しい
ビジネスモデルの構築、人脈形成などの効果を一定程度もたら

企業のメリットは、従業員のメンタルヘルス対策や有給休暇取

すと考える。

得促進などが挙げられる。
リゾート地や観光地など大自然の中で
仕事をすることで従業員はリフレッシュすることができ、業務効率
の向上につながることも考えられる。
また、地域交流や地域課題

⑵サイバーリスク

解決を通じて、
自身の存在価値を認識するあるいは自信につなげ

ワーケーションは、移動中の飛行機や電車、滞在先のカフェや

る機会となれば、企業の新たな人材育成の手法の一つとなりうる

旅館などでパソコン
（以下、
「PC」）
を使って業務を行うことが考

だろう。
また、
ワーケーションを企業PRの一つとすることで若者

えられ、第三者の目に晒されるなか、
ネットワークに接続すること

からの支持を受け、優秀な人材や多様な人材の獲得につながる

から、在宅勤務より強固なセキュリティ対策を行う必要がある。

可能性がある。

またセキュリティ対策を講じるうえで、仮想デスクトップ方式や

次に課題について、以下のとおり検討していきたい。

クラウド方式、
リモートデスクトップ方式などを使ってPCを利
用することになるため、各方式のメリットやデメリットを理解し、

⑴費用対効果

それに応じたセキュリティ対策を講じる必要がある。総務省作成
の
「テレワークセキュリティガイドライン第4版」１２）に詳細が記載
されているので、参照してもらいたい。情報セキュリティのルール

人事担当者が導入検討するためのエビデンスが少ないことが、

策定や、社員の意識向上を目的とした社内教育も重要である。

普及を妨げる要因の一つであると考える。ワーケーションの

主なサイバーリスクと対策例については、表５のとおりである。

【表５】
サイバーリスクと対策例

サイバーリスク例

概要

対策例

マルウェア感染

テレワークで利用する端末や社内システムが
マルウェアに感染する

ウイルス対策ソフトの導入、最新の定義ファイルを適用、
ソフト
ウェアのアップデートなど

端末の紛失、盗難

テレワークで使用する端末を紛失、
または盗難
される

端末の管理台帳の整備、紛失・盗難時のルール徹底周知

精密機器の盗聴

ネットワーク上の通信内容が、悪意ある第三者
によって盗聴される

公衆無線LANを使用しない、使用する場合は、取扱情報や業
務制限を設けるなど

不正アクセス

本来アクセス権限を持たないものが社内システ 第三者から容易に推測されないパスワード設定やインターネッ
ムや機密情報にアクセスする
トと社内システムの境界にファイアーウォールを設けるなど

外部サービスの不適切な利用

従業員のヒューマンエラー

アプリケーションやSNSの設定や操作の誤りに
より、機密情報の漏えいが生じる

SNSをテレワークで使用する場合、公開範囲の限定や業務上
の守秘義務が課せられている情報の取扱禁止などの制限を設
けるなど

従業員がテレワークのルールを逸脱した結果、 テレワークに関する方針・規程・ルール類を整備・周知や社内
機密情報の漏えいが発生する
教育など
（出典：2020年4月22日 ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研発行「サイバーセキュリティニュース2020 No.001」を基に筆者が作成１３））
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ワーケーションは新しい働き方であるため、経営者や企業の

⑶人事労務管理

書面でルール化しておくことが重要である。また配偶者や子ど
もがいる場合、家族とのコミュニケーションや育児のため、
ワー

人事労務管理については、
テレワークにおける勤怠管理、費用
負担、労働災害の課題について検討していきたい。

ケーション先に同行させる場合が想定され、その際の旅費など
を会社が負担すべきか否か、あるいは手当支給がある場合、
その手当を充当できるのかなどの論点もある。家族同行に伴う

①勤怠管理

費用を企業が一定程度負担すれば、制度利用者の増加が予想

通常勤務の場合、法定の労働時間は1日8時間、週40時間に原
則制限されている。時間外労働が生じたときは割増賃金を支給

される。
総じて、
ワーケーション普及には、
企業が費用を一定程度
負担する必要があると考える。

するため、企業は労働時間の適正な管理が必要となる。
ワーケー
ションは上司による労働時間の管理が難しいため、
メールを活用
した業務開始と終了の報告や、PCの稼働ログから労働時間を把
握、
スケジュール管理ツールの活用などが考えられる。

③労働災害
労働者災害補償保険法では、業務上の事由または通勤による
社員の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行うことが

一方で勤怠管理のため、
ワーケーション中に詳細な業務報告

定められている。厚生労働省作成の
「テレワークにおける適切な

を求めることや頻発に連絡するなど、上司は過度な管理にならな

労務管理のためのガイドライン」14）によれば、テレワークを行う

いよう注意する必要がある。

場合においても、労働基準関連法令が適用される。
このことから、

労働時間の把握が困難な場合や勤怠管理にそぐわない業務
の場合、一定の要件を満たせば、事業場外みなし労働時間制や
裁量労働制、
フレックスタイム制などの柔軟な働き方を適用する
余地がある。

ワーケーション中であっても、業務中に起きた事故は労働災害に
なると考えられる。
労働災害で問題となるのが、逸脱・中断行為である。例えば、
自
宅から滞在先までの往復や、
ワーケーション中の宿泊場所から就

通常勤務時に中抜けをした場合、
ノーワークノーペイの原則か

業場所までの往復が通勤として想定される。通勤途中に経路を

ら中抜けした時間は賃金を支払わない。多くの企業は、始業時間

逸脱又は中断した場合、逸脱又は中断している間とその後の移

の繰り上げあるいは終業時間の繰り下げにより、所定労働時間

動は通勤としない旨が同法で定められている。特にワーケーショ

を満たすようにしているが、
ワーケーションの場合、業務とプライ

ン中は業務とプライベートとの区別が曖昧になる可能性が高く、

ベートとの境界が曖昧な場合が想定されることから、事業場外み

地域住民との交流を目的に通勤経路を逸脱・中断する場合は、

なし労働時間制などの柔軟な働き方を適用することで、
中抜けな

地域住民との交流が業務であるか否かが論点となる。

どを気にせずに働くことができると考える。

また研修プログラム中の事故は一般的に
「業務遂行性」
と
「業
務起因性」
を満たせば、業務を遂行する過程での事故として労働

②費用負担

災害となる可能性が高い。一方でワーケーション中に年次有給

ワーケーションに要する費用負担の課題とその対策例を表６
に示した。

休暇を取得した際のプライベート中の事故は、労働災害にはなら
ない可能性が高いので、注意が必要である。最終的な労働災害

業務日前後に有給休暇を取得して数日間ワーケーションを

の判定は、労働基準監督署が行うことから、
ワーケーション中の

する場合、
この表に掲げた各種費用は会社負担なのか、従業員

事故について、
どのような行為が労働災害に該当するのか、類似

負担なのか、一定の線引きをする必要があり、就業規則などの

する認定事例等を参考に十分理解しておく必要がある。

【表６】費用負担の具体例

費用名
情報通信機器本体
（PCやスマートフォンなど）
の費用

対策例
新たに調達する必要がある場合は、一般的には会社負担

通信費

オフィスで使用するPCやスマートフォンを継続して活用する場合は、通常その通信費用は会社負担
個人の通信回線を使用する場合、従業員のプライベート分と業務使用分の切り分けが困難である
ため、基本的には個人負担
ただし、
テレワークの頻度が多い場合には、一定額を手当として支給するなどの補助も考えられる

宿泊代や交通費などの旅費

休暇要素が強い場合には、従業員負担とし、業務要素が強い場合には、会社が一部あるいは全額
負担することが考えられる
通信費などをまとめ、一定額を手当として支給することも可
（出典：各種資料を基に筆者が作成）
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ワーケーション普及促進のために

コロナ禍を契機に、
ワーケーションは新しい働き方の一つと
して注目された。
自治体がその普及に向けて、飲食、宿泊、交通、
旅行などワーケーションで潤う企業と連携したセミナー開催
や商品開発などに取り組んでおり、全国各地でワーケーション
ブームが到来している。自治体は、関係人口の増加、移住定住
につなげたいと考えているが、企業との間には温度差がある。
費用対効果やサイバーリスク、人事労務管理など、企業のワー
ケーション導入にはいくつかのハードルがあり、そもそも業種
や業務内容によっては導入自体が難しい場合もあることがその
背景にある。
このブームに乗るため、
自治体が明確なビジョンを
持たずに先行してインフラ整備などを行うことは性急であり、
ま
ずはワーケーションを普及させることが必要である。
ワーケー
ション普及には、企業をいかに本気にさせるかが重要であり、
自
治体や国が企業の抱える課題を把握したうえで、ガイドライン
作成や社会保険労務士などの専門家相談窓口設置、補助金交
付、関連企業と連携した魅力あるパッケージ作成などを、中心と
なってリードしていく必要がある。
また、
ワーケーションは仕事
に新たな価値観を求める若者に親和性のある働き方で、採用力
向上をはじめ、
メンタルヘルス対策、企業PR、人材育成などにも
有効なコンテンツである。
こうしたメリットについて自治体はセ
ミナーなどを通じて企業に伝えるとともに、実際に体験してもら
うことが普及推進のうえで最も有効な手段であろう。今後、全国
各地の取組事例を共有するためのポータルサイトコンテンツが
整備され、
こうした事例を参考に全国各地でワーケーションが
できる環境・体制が整えば、
ワーケーション普及が進むものと考
で、
インバウンドと並ぶ地方創生の有効なコンテンツになること
も期待できる。
ワーケーションが一過性のものではなく、今後も
働き方の一つとして選ばれることを切に願っている。
以上

1）厚生労働省HP 新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の
実践例を公表しました
＜https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000121431_newlifestyle.html＞（最終アクセス2021年2月19日）
２）JTB総合研究所「働き方の変化とテレワークに関する意識調査『テレ
ワークをしたいと思う場所』」
＜https://www.tourism.jp/tourism-database/survey/
2020/03/telework/＞（最終アクセス2021年2月19日）
３）株式会社マイナビ 「マイナビ2021年卒大学生就職意識調査『就職観
の上位』」
＜https://saponet.mynavi.jp/release/student/ishiki/
survey2021-1/＞（最終アクセス2021年2月19日）
4）総務省HP テレワークの意義・効果
＜https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/
telework/18028_01.html＞（最終アクセス2021年2月19日）
5）「日本国際観光学会論文集（第27号）田中敦・石山恒貴共著『日本型
ワーケーションの効果と課題 －定義と分類、およびステークホル
ダーへの影響－』」
＜http://www.jafit.jp/thesis/pdf/20_n04.pdf＞（最終アクセス
2021年2月19日）
6）総務省テレワーク総合情報サイト「Telework Net」
（和歌山県白浜町）
＜https://telework.soumu.go.jp/cont1-shirahama#shirahama2＞
（最終アクセス2021年2月19日）
7）ワーケーション自治体協議会（フェイスブック）
＜https://www.facebook.com/WorkationAllianceJapan/＞
（最終アクセス2021年2月19日）
8）日本航空HP ワークスタイル変革
＜https://www.jal.com/ja/sustainability/human/work_
style/＞（最終アクセス2021年2月19日）
9）
「観光文化第242号「ワーケーションが生み出す可能性」」公益財団法
人日本交通公社発行2019年7月
＜https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2019/07/
bunka242.pdf＞（最終アクセス2021年2月19日）
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働省発行2019年1月
＜https://www.mhlw.go.jp/content/000553510.pdf＞（最終ア
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えられる。
さらに、
日本版ワーケーションを世界に発信すること

参考文献・資料等
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中山間地域自治体における
スマート農業の普及推進
～スマートアグリタウンによる地域活性化～
三井住友海上火災保険株式会社
営業推進部 法人マーケット推進チーム
2020年度自治体職員派遣研修生
特別推進役

あ ん ど う

た

つ

や

安藤 達也

（岐阜県恵那市研修生）

要旨
▪日本国内の農業は担い手不足が長年の課題となっており、
また新型コロナウイルス感染症の影響で外国人技能実習
生が来日できなくなったことにより、状況はますます深刻になっている。
▪国は農業施策としてスマート農業の推進を掲げ、担い手問題を解決するとともに、産業としての農業を大きく成長させ
ることを目指し、全国各地の自治体において普及に向けた取り組みが行われている。
▪農業が基幹産業であることが多く、人口減少等による地域活力の減退が厳しい中山間地域自治体においてもスマー
ト農業の普及推進が期待されているが、農地が狭小・不整形・急傾斜等であることが多く、条件の厳しい同地では、ス
マート農業をいかに普及推進するかが課題となっている。
▪この課題を克服するとともに、中山間地域での持続的で有望な地域活性化策となりうる
「スマートアグリタウン」
構想
の実現に向けた制度設計について考察したい。

１

国内農業の実態

⑴担い手の減少、高齢化
国内就農人口は2010年の260万人から2019年の168万人へと
約93万人減少した
（図１）。農業の担い手不足への対策として活
用されていた外国人技能実習生も、新型コロナウイルス感染症
の影響で来日できなくなる等の事態が発生している。新規就農者
の約3割は生活が安定しないことを理由に5年以内に離農してし

【図1】農業就業人口の推移 （出典：農業構造動態調査20191）を基に筆者作成）

まっている。
また国内農業就業者の平均年齢は67歳であり、高齢
化が進行中である。
農業は必要不可欠の産業でありながら、
このように長年にわ
たって、担い手に大きな問題を抱えており、
それは今後の持続可
能性への大きな懸念となっている。

37

⑵担い手問題の原因
なぜこのような事態を招いてしまったのか。農業は自然が相手

地方に目を移すと、農業は地域の基幹産業であることが多い

であり、収穫のチャンスが限られることや市況の影響等から収支

が、上記の問題はさらに進行しており、地域の活力が失われてい

が安定しない。
また農作業は大変な重労働であるとともに、
ノウ

ることの大きな要因の一つである。

ハウが明文化されておらずその習得が困難である。そして、土地
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や水の問題、資材や農機の確保等様々な問題によってこの現状

行われているのがスマート農業である。
スマート農業とはロボッ

に至っている。

ト技術や情報通信技術（ICT）
を活用して、省力化・精密化や高品
質生産を実現する等を推進している新たな農業（農水省スマート

⑶担い手問題の帰結

農業HPより）
のことである
（図2）。

担い手の減少は農業従事者一経営体当たりの耕地面積拡大
に帰結する。国内においての状況は表1のとおりである。一経営
体が担う耕地面積が拡大する状況で、健全な農業経営を行って

⑵国や自治体によるスマート農業の推進
国は2019年からスマート農業実証プロジェクトを開始した。

いくには、作業効率を向上させることが必要になる。
また、次世代

このプロジェクトはスマート農業の実証・社会実装を加速させて

農業従事者の育成において、
ノウハウ等の継承の確実性が重要

いく事業で、1プロジェクトについて2年間技術実証を行うととも

になる。

に、技術の導入による経営への効果を明らかにすることを目的と
するものである。現在、全国148地区で稲作、畑作、施設園芸等各

2

農業形態、
および中山間地域注１）も含む様々な土地において、取
り組みが行われている。

スマート農業の推進

また、国は2020年にこれまでのスマート農業推進取組を踏ま
え、
スマート農業推進総合パッケージを策定し、施策の方向性を

⑴スマート農業とは

明確にした。2021年予算は前年を大幅に上回る額となっており、
非常に重要な施策であるといえる。

上記１．で記載した状況を踏まえ、農業を持続可能な産業と

自治体においては、都道府県レベルでのスマート農業推進計

するとともに、産業として高度化させる取り組みとして全国で

画・方針が策定されつつあり、市においても策定自治体が現れ

【表1】一経営体当たり経営耕地面積

（出典：農林水産省HP掲載資料2））

スマート農業

【図2】
スマート農業実施例

（出典：NPO法人ロボットビジネス支援機構(RobiZy）
資料を基に筆者作成）
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始めた。
スマート農業推進センターの開所や、
セミナー・体験イベ

において、地域の土地の高低差に着目し、高地と低地において異

ントの開催等が各自治体によって活発に行われている。

なる品種の水稲作を実施することによるシェアリングが実施され
ている。後者は石川県白山市の同プロジェクトにおいて、
ブルドー

3

ザーを水稲作に活用するとともに建設用途とのシェアリングを実

中山間地域におけるスマート農業

施している。
シェアリングの手法はこのように今後活用されていく
と予想され、
シェアリングのためのサービスを提供する企業も登
場した。本稿執筆の2021年2月時点では、株式会社エボレボが日

⑴中山間地域におけるスマート農業普及推進取組

本国内各地で農機のシェアリングを行うためのオンラインプラッ
トフォームを提供している。

中山間地域においては、過疎化等地域の活力減退が都市部に

以上、
シェアリングは有効であるが、
農業事業者個々の取り組み

比べ著しく、農業においても農地が狭小・不整形・急傾斜等であ

の範囲にとどまるものである。
中山間地域でのスマート農業普及

ることが多く、条件の厳しさから同様の苦しい状況にある。
これら

を考える上では、
より広範かつ計画的な方法が必要である。
そこ

中山間地域においてもスマート農業は取り組まれている。上記し

で、
実際に当該取組を行っている自治体の事例を参照していく。

たスマート農業実証プロジェクトのうち、中山間地域での取り組
みが35地区にのぼる。表2に例として7自治体でのプロジェクトを
記載する。

⑵普及推進に向けた課題
スマート農業機器は高価であり、投資効果を発揮させるため

4

スマートアグリタウン構想

⑴岐阜県恵那市の取り組み

には、機器の稼働率を向上させなければならない。
しかし、農機

岐阜県恵那市は人口5万人弱の中山間地域に位置する自治体

が活躍する時期や作業は限られている。大規模農地における導

である。多くの自治体と同様に農業の担い手不足や高齢化などの

入においてはこのような問題は解消できるが、規模が限られる中

課題を抱えている。
同市の農業就業人口は、2005年から2015年ま

山間地域においては工夫が必要になる。有効と考えられるのは

での10年間で就農人口が35％
（約1,400人）減少し、農業従事者

スマート農機のシェアリングである。
その形式としては、
まず営農

の平均年齢は、70.2歳と全国平均をさらに上回っている。同市も

団体等で農機を所有するシェアリングである。
しかし、同一団体

スマート農業の推進に向けて各種取組を行っているが、同市取

内では時期や作業に限りがある。
そこで地域外でのシェアリング

組の特徴的な点は、
スマート農業を主軸にまちをスマート化する

や、農業用途以外の用途でのシェアリングという手法が取り組ま

ことによって、
スマート農業を推進する
「スマートアグリタウン構

れている。前者は岡山県真庭市のスマート農業実証プロジェクト

想」
（次頁図3）
である。

【表2】中山間地域でのスマート農業実証プロジェクト例

都道府県

市町村

プロジェクト名

実証面積

領域

品目

北海道

津別町

中山間地適用通信技術を活用する自動操舵一貫体系
およびセンシング技術の多目的利用体系の実証

8.7ha

畑作

タマネギ、麦

岐阜県

高山市

中山間地域の夏ほうれんそうにおける産地全体で取り
組むシェアリング・新たな通信サービスモデルの実証

4.4ha

施設園芸

ほうれん草

大阪府

能勢町

スマート農業による中山間地農業振興と関係人口・交流
人口の増加

11.7ha

水田作

岡山県

赤磐市

中山間地域における水稲栽培の地域営農利潤を最大化
するスマートアグリシステムの確立

16ha

水田作
（中山間）

水稲

高知県

北川村

柑橘の超省力・早期成園化実証を通した持続的中山間
農業構築モデル事業

3.1ha

果樹

ユズ

高知県

三原村

ユズの大規模生産におけるスマート農業を活用した労働
力不足解消実証

34.8ha

果樹

ユズ

熊本県

山都町

スマート農業を導入した国際水準の有機農業の実践に
よる中山間地域と棚田の活性化モデルの構築

12.0ha

水田作

水稲、
マコモダケ

水稲、
さといも

（出典：農研機構HP掲載資料3）から抜粋し、筆者作成）
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【図3】
スマートアグリタウン構想図

（出典：恵那市資料）

同市は地域活性化に向け、企業誘致活動を積極的に行ってい

という明確な目標設定をすることで、
スマート農業が各農業事業

た。
しかし、企業誘致を実現させるためには、他自治体と比較し

者だけではなく地域一体としての取り組みであるとのコンセンサ

た際の優位性が必要になる。それを見出すため、同市は三井住

スを得られる点が非常に有効である。

友海上および同社が理事を務めるNPO法人ロボットビジネス
推進機構（以下、
「 RobiZy」）注２）と連携した結果、商工セクショ
ンや農業セクション等で連携した
「スマートアグリタウン構想」
に
至った。

②地域の人材対策への好影響
地域が抱える大きな課題が人材の流出である。
この構造的な
問題に対し、
スマートアグリタウンは大きな解を提供する。
スマー
トアグリタウンは人材を集める場となるとともに、人材を育成す

⑵スマートアグリタウンとは何か

る場となる。
スマートアグリタウン化という先進的かつ魅力的な
まちづくりは、企業が進出する大きな誘因となり、
それに伴って多
様な人材の関心を得ることになり、人材を地域に呼び込む効果

ト化させることによって、効果的・効率的なスマート農業の推進を

を得ることが期待できる。
また、
まちづくりの過程に地域の人材を

実現するとともに、農業から商工分野や観光分野に効果を波及

参画させるスキームを構築することで、地域人材の育成さらには

させ、地域活性化につなげるものである。例えばドローンについ

定着を実現していく。
このように内外の人材を定着させていくこと

ては、地場のドローンスクール事業者と連携した地域への幅広い

で、地域の活力、持続可能性を高められる効果をもたらしえる。

展開、
スマート農業体験と農泊による観光業の推進や、
コロナ禍
において推進が期待されているワーケーション等である。

③他産業への波及効果
スマートアグリタウンは前述のとおり、商工業や観光業等の活

⑶スマートアグリタウンによる効果

性化につながる。
また、
スマート農業の実装により、
ロボット等先

①スマート農業の効果的・効率的な推進

に限らず医療や介護等自治体が抱える課題分野においても導入

端技術についての実用データが蓄積する。
これらの技術は、農業

スマートアグリタウン実現による効果を検討してみる。
まずは

が必須になってくるが、
人命に関わるものであるため、
実装に向け

根幹であるスマート農業の効果的かつ効率的な普及推進が実

た検証には時間を要する可能性が高い。一方、農業においてはそ

現できることである。
スマート農業は前例のない新たな事業で、

の実装へのハードルが相対的に低いため、現状様々な取り組み

その推進に向けては地域のインフラから改善が必要となる大き

が行われている。
そのため、農業で先行して取得した知見を横展

な事業である。
そのような事業においては、
スマートアグリタウン

開し、様々な分野への活用を促進させる効果が期待できる。
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スマートアグリタウンとは、
スマート農業を主軸にまちをスマー

以上より、
スマートアグリタウンは中山間地域におけるスマート

事業の安定的発展はこれら一連のプロセスがあって初めて実現

農業の普及推進において非常に有用な施策であると考える。以

でき、
さらに周辺住民の理解を得て社会的受容性を醸成してい

下５では、
スマートアグリタウン実現に向けて留意すべき点につい

くうえでも必要といえる。
リスクマネジメントの取り組みに際して

て考えたい。

は、
リスク対応の手段の一つである損害保険の活用を含めて、損
害保険会社との連携も有効であると考えられる。

5

また個別リスクでは、近年水害・土砂災害など自然災害の多

スマートアグリタウン実現に向けて

発・激甚化が著しく、
スマートアグリタウン事業が困難になるほど
の災害が発生することも想定され、中長期的な気候変動を踏ま
えてのリスク分析も必要となる。
また、
中山間地域においては、土

スマートアグリタウン実現に向けて以下3点に留意することが
重要である。

砂災害が国の土砂災害警戒区域以外でも発生している事例もあ
ることに留意したい。災害対応にあたっては、特に風水災につい
てタイムラインの考えに基づいた防災計画を導入している自治体

⑴外部機関との連携

が多く、
スマートアグリタウンにおいても同様に各事業主体がタイ
ムラインを策定することも有効である。

スマートアグリタウンは前例がなく、多様な主体が関わるプロ
ジェクトになるため、
自治体のリソースだけでは対応ができず、外
部機関との連携が不可欠である。連携相手を選定するに際して
は、計画設定の企画段階から計画の実現までの総合的な支援

6

スマートアグリタウン実現に向けた
制度設計

が可能な機関を選定することが重要である。
そのため、
スマート
農業はもちろん、
それにとどまらないロボットや先端技術につい
て精通するとともに、産官学とのコネクションを有し、農業者団

最後に以上の内容を踏まえスマートアグリタウン実現に向けた
制度設計について考察したい。

体も含めた事業全体をコーディネイトする能力を有する組織で
あることが求められる。
また、
プロジェクトについては画一的な実
施ではなく、地域の特性を踏まえることが重要である。
そのため、
幅広い地域での取組実績やネットワークを有することが必要で

⑴ビジョンの設定
スマート農業を実現するには、機材を導入するだけではなく、

ある。恵那市のケースにおける連携先はモデルとして理想的なも

機材を使用するに適した形に、農地、作物、施設そして道路等を

のといえる。

改良する必要がある。
スマートアグリタウンとして一体的・計画的
に改良していかなければならないが、地域の核となる事業体の参

⑵自治体の役割
スマートアグリタウンの実現に向けて、
自治体が担うべき役割

画はもちろん、先述したとおり外部機関と連携し、
コンセンサスを
得て、
スマートアグリタウン実現に向けたロードマップを作成しな
ければならない。

はプロジェクトをとりまとめ、地域と連携企業を取りつなぐことで
ある。
このように大規模かつ広範な取り組みとなると、個々の主
体は動きづらく、
自治体が定期的な情報および意見交換の場を
設け、進捗させていくというプロジェクトを組成しなければならな

⑵エリアの選定
スマートアグリタウンは最終的には自治体の広汎なエリアにお

い。
それによって、
プロジェクトの方向性を整理、明確化させてい

いてその実現を目指すものであるが、
まずは先行的に実施するエ

くことで、地域および企業が一体となった進行が実現する。
また

リアを選定して実施していくべきだと考える。
エリアの選定におい

その前提として、
自治体内の各セクションが縦割りにならずに連

ては、
まず地域に意欲的かつ経営良好な農業経営体が多数存す

動していかなければならない。

ることが大前提となる。
スマート農業を成功させるには、
あらかじ
め農業経営に成功している経営体による取り組みでなければな

⑶リスクマネジメント

またエリアは小学校学区ほどの規模が適当である。前例のない

スマートアグリタウンは面で展開する事業であり、総合的な

試みであるため、地域でまとまった動きができることが肝要であ

リスクマネジメントを行う必要がある。
スマート農業の推進に向け

り、地域の取り組みを行う単位として活用される小学校学区が有

ては、
まず実証実験からとなるケースが多いが、
この段階からリス

用であるからである。

クアセスメント
（リスクの洗い出し、分析・評価）
を実施し、安全管
理体制の構築を含めたリスクへの対応を行わなければならない。
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⑶地元の教育機関との連携
中山間地域においては若年層人材の定着が大きな課題とな

構築が期待できる。
また教育機関との連携と同様に、農泊した人
たちもスマートアグリタウン作りに巻き込んで行き、多様な価値
観が反映させられる展開も重要である。

る。
これら人材の就業意識において、地域貢献という気持ちは
しっかりと抱かれているものの
（2020年卒マイナビ大学生Uター

少子高齢化のさらなる進行やインフラの老朽化等によって、

ン・地元就職に関する調査）、希望に合う雇用とのマッチングが実

中山間地域をとりまく状況は今後ますます困難になっていく。

現に至らず、外部流出に至っている。

従前、
各種振興策が行われてきたが、
成果は芳しくない。
その中で

スマートアグリタウン化が実現すると、
これまで新規参入が難

スマート農業、
そしてスマートアグリタウン化は短期的ではない

しかった農業就業のハードルが下がり、農業従事の道が現実的

持続的な取り組みである。恵那市における取り組みが同様の

な選択肢となるとともに、
スマート化によるエンジニア、
オペレー

課題を抱える自治体の参考となることが今後期待される。

ター等就業の選択肢が拡大する。
それを見越したうえで、地元の
教育機関のプログラムにスマート農業やスマート化についてのカ

以上

リキュラムを組み込み、連携を行っていく。
それによって、人材が
これらの道へ就業し、人材が定着するサイクルが生まれ、積年の
課題であった若年層人材の定着への解決策が提供されることと
なる。
特に専門的な教育機関（農業系・工業系）
との連携は重要であ
り、
これら機関と共にスマートアグリタウンを形成していくという
プロジェクトを組成し、参画してもらうことは大変有効であると考
える。

⑷ドローン事業の展開
スマートアグリタウンとしてスマート農業の幅広い展開を行う
上で、
ドローンはその第一歩として有用なリソースであると考え
る。
ドローンは、
スマート農業においては、農薬の精密散布や、農
地のモニタリング、農地の測量等に活用する。
また農業以外の用
途としては事業用では、空撮による観光促進やインフラ点検など
が現在行われているほか、将来的には物流においても展開が期
待されている。
そして個人的な遊興用途としても様々な活用がさ
れている。
このように幅広い利用を実現させ、多くの用途に転用を
していくことで、
スマート農業導入における稼働率の問題をクリ
アしていくことが可能になる。
しかし、
ドローンの運用には高度の
技術や規制への対応が必要であり、機材を導入したからといって
ローンスクールを活用し、
ドローン人材を育成して裾野を広げる

1）農業構造動態調査2019 e-Stat
＜https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layo
ut=datalist&toukei=00500211&tstat=000001015214&cycle=7
&year=20190&month=0&tclass1=000001034376&tclass2=000
001101255&tclass3=000001101256＞（最終アクセス2021年2月8日）
２）農地に関する統計
農林水産省HP＜https://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/
data/10.html＞（最終アクセス2021年2月8日）
３）スマート農業実証プロジェクト
農研機構HP＜http://www.naro.affrc.go.jp/smart-nogyo/
enter.html＞（最終アクセス2021年2月8日）
4）農業地域類型区分
農林水産省HP＜https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/
siharai_seido/s_about/cyusan/＞（最終アクセス2021年2月8日）
5）スマート農業～自動走行、ロボット技術、ICT・AIの利活用からデータ
連携まで～（エヌ・ティー・エス・2019）
6）スマート農業のすすめ（産業開発機構・2018）
7）農業と経済2019.4臨時増刊号 農業情報技術の革新
AI技術がつくる未来（昭和堂・2019）

日本型ICT・

8）図解でよくわかるスマート農業のきほん（誠文堂新光社・2020）
9）農林水産省スマート農業HP＜https://www.maff.go.jp/j/
kanbo/smart/＞（最終アクセス2021年2月8日）

とともに、
ドローンについての競技会等レジャーとしての展開も同
時に推し進めていくことが有効である。
このような仕組みづくりに
よって、
ドローン活用に向けたマネタイズシステムが構築できるた
め、
中長期的な取り組みが可能になる。

⑸観光機関との連携
体験プログラムは観光における重要なコンテンツである。
その
中でも農業体験は効果的で、近年特に重要視されるメンタル面
への効能についての研究成果がある。
また、農業体験は季節に
よってプログラムが異なるため、観光客との継続的な関係性の

注）
１「
）中山間地域」
の定義については、各事業・制度で様々に取り扱われているが、農
業地域類型区分4）の定義では第一次分類として、
「都市的地域・平地農業地域・
中間農業地域・山間農業地域」
の四つを設定し、このうち中間農業地域と山間
農業地域を合わせた地域を
「中山間地域」
としている。同地域は日本の総土地
面積の約7割を占め、
また全国の耕地面積の約4割、総農家数の約4割を占める
２）企業､大学､行政機関
（自治体）
､士業など､ロボットビジネスに携わる様々な関係
者と連携
（多数が会員）
し、ロボットビジネスに関する調査研究・事業活動の支援
を展開することにより、ロボット
（AI・IoTを含む）
分野の活性化・高度化を促し、安
全・安心で円滑・継続的なロボットビジネスの実現を図ることを目的として活動
する公的な組織
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すぐに効果が得られるわけではない。
そこで民間事業者によるド
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要旨
▪ 現在、第3次AIブームといわれて数年を経たが、人工知能
（AI）
は進化を続けており、
また、将来のさらなる進化への
ひとびとの期待も以前より増している。
▪なかでもディープラーニングと呼ばれる手法の発展により、
これまで難しかった画像、動画、文章、音声等の非構造化
データの処理が飛躍的に高度化した。
▪ 人工知能の考慮すべき問題点等の論議や、問題解決に向けた研究等も進んでいる。倫理的な配慮や、ブラックボック
ス性
（結果の説明が困難であること）
等である。
▪ 人工知能は、少なくとも現時点で倫理的主体ではない。人間は、
Ｉ
Ｔ等の技術進化が進む将来の社会規範を作るうえで
人工知能の適切な活用を考えていく必要がある。
▪ 国内外では人工知能の開発ガイドライン等、人工知能のあり方
（倫理面等）
の検討が進んでいる。わが国政府も人間
中心のＡＩ社会原則
（2019）
等を公表している。
▪ 人工知能を活用する際は、利用者やデータ提供者に対する倫理的配慮等が必要である。特に、グローバルな活用が
ますます活発化すると予想され、ひとびとの考え方、感じ方等の多様性を踏まえた開発・利用の重要性は一層高まると
考える。

現在の人工知能への期待感
1 （Ｍ
Ｓ＆ＡＤインターリスク総研の社会調査結果より）
数年前より、第3次AIブームと呼ばれる時代にあるといわれ

ている。2020年末、
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研にて実施した

社会調査によると、人工知能（AI）への一般消費者の期待やイ

メージは3-4年前と比しても大いに前向きになっていることが
確認された
（図１）。

この数年の間に、人工知能が活用されたサービスや製品が

次々と実用化された。人工知能が技術の一端を担う完全自動

運転車のように革命的な社会変容をもたらしうるものでさえ、
実現可能性が高まっている。一方、人工知能の仕組みがどのよ

うであって、
なにを実現でき、
どのような課題（技術的な課題や
倫理的な課題等）
があるか等の正しい理解は、
いまだ社会に浸
透している状況にないと考える。

そこで、本稿では、人工知能の仕組みや最先端事例を概説
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【図１】人工知能に対するイメージ
（3-4年前と現在の比較）
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研
（2021）「 AIを活用したサービス等の受容度調査」
より）
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人工知能（AI）
と課題（倫理問題を中心に）

したうえで、倫理的な懸念点等について考える。
また、倫理学的

を高速に処理できるようになったこと、それらをつなぐ通信技

も検討する。

もある。

なかには技術的・学術的な内容等を一部取り上げるが、理解、

⑶現在の第3次ブームが起きた主な要因

な観点を踏まえ、人工知能自体が倫理的な主体となりうるか等

なお、本稿はあくまでも市場調査者の立場でまとめている。

説明等の配慮が至らぬ点について、
目的を解していただきご容
赦いただきたい。

術が発展したこと等、
多くの技術の同時多発的な発展の結果で

現在の第3次ブームが起きた要因の一つに注目したい。
それ

は、過去のブームで目指された人工知能の多くが主として演繹
的なアルゴリズムであったために、精度をあげられなかった問

2 人工知能
（ＡＩ）
人工知能の仕組みは複雑である。そのためこの紙面で正確

題を、帰納的なアルゴリズムの採用によって画期的に精度向上

できたことである。

言い換えると、
これまでは、
もしも○○であれば、□□しろと

いった
「if-then」
の構造や、
「ひとはいつか死ぬ、
ソクラテスはひ

に説明しきることは当然困難である。
そこで、以下では、多くの

とである、
ゆえに、
ソクラテスはいつか死ぬ」
といった、確実な根

がどの様なものかをご理解いただくことを目指している。

現象を集めて、
そこからおおむね確からしい共通法則を見つけ

技術説明を省くことにより、本質的に、
また直感的に、人工知能

⑴人工知能とは

拠を基にした演繹的な推論を用いることが主であったが、
ある

出し、それを新しい問題に適用することで、精度を画期的に向
上できるという帰納的な手法が次々と開発されたことにある。

ただし、科学技術全般としては、
当然ながら帰納的手法は古

人工知能（AI:Artificial Intelligence）の定義は一つに

くから活用されている。物理学や天文学等は主として演繹的ア

例えば東京大学の松尾豊教授の定義は
「人工的につくられた

学問では、実験や統計手法を使う等の帰納的アプローチにより

定まっていない。多くの専門家により多様な定義がされている。
人間のような知能、
ないしはそれをつくる技術」
とされている。

定義は本来、
対象物をそれかどうか
（ここでは人工知能）
判断

プローチの学問領域であるが、
その他の医学や薬学等、多くの
発展したといえよう。

さて、
これまでの人工知能等で解決が難しかった問題のう

できるべきと考えるが、
そもそも
「知能」
という言葉自体の定義

ち、帰納法的なアルゴリズムで解決が大いに進んだ問題の一つ

また、
「 人工知能」
という言葉には、
「まるで人間のような機械

理である。
ここで指す、非構造化データ等は、画像、動画、文章、

が困難なことも、人工知能の定義が定まらない要因である。

だ」
という、驚きの感情を含む面がある。
この感情は技術の普及
度合などに応じ、時代とともに変化する。例えば、1950年代後半
以降の第1次ＡＩブームでは、
今とは比較にならない単純な機械

も
「人工知能」
と呼ばれていたという。
つまり、現在人工知能と
呼ばれるレベルのもの
（言語処理ＡＩ等）
も100年後は人工知能

と呼ばれていないことが予想される。
これも定義を難しくしてい

は、構造化の難しい非構造化データと呼ばれるデータ等の処

音声等をイメージしている。
これらをエクセル等のパソコンソフ

トで分析することをイメージしていただくと難しさを感じていた
だけるのではないであろうか。

例えば、猫の写真を猫と分類する人工知能を考える
（次頁

図２）。人間にとっては造作もないことである。
ところが、演繹的

に考えると難しい。人工知能に猫の特徴を教える必要があるた

るのであろう。

めである。例えば、
ある猫の種類をイメージして、教えるべき特

語で記述されている
（将来的にはわからない）。

でおおわれている、
しっぽがある、
ひげが口の左右に水平に数

⑵人工知能は、
通常、
仕組みに組み込まれて使用される

と説明が足りるのであろうか。
また、
「耳」
とは写真のうちどこを

ただし、一つ言えることは、現在の人工知能はプログラム言

現在、急速に進む科学技術と産業利用を総称し第四次産業

革命と呼ぶことがあるが、
その主役は、人工知能の活用も含め

本生えている等となろう。
このような特徴をどれだけ積み重ねる
指すか、
「ふさふさ」
とはどういうことかをコンピューターに教え

ることも難しい。

また、その基準に当てはまらない（例えば耳が垂れている等

の）猫もいよう。写真から実物の大きさがわからないとすれば

カルシステム）等と呼ばれ、
リアル
（物理）空間にある情報をIoT

（人間は周囲の物と比較してわかることもあるが）、猫とトラや

空間でリアル空間を再現し、人工知能等で演算し、現実空間に

る。
さらに、猫か犬かという問題では、
あらゆる種類の猫をまと

センサーなどで集め、送信されたデータを元にサイバー（仮想）
結果を情報や機械制御等の形でフィードバックしていく
（アク

チュエートともいう）仕組みである。

この第四次産業革命と呼ばれる状況は、人工知能の発展

以外にも、大量のデータを収集しビッグデータ化できるように

なったことや、
ハードウエア技術の高度化で複雑な大規模演算

ヒョウとの違いも判断根拠の知識として積み上げる必要があ
めて判断する必要もある。
これらは長い間解くことの難しい課
題であった。

そこに第3次AIブームの火付け役ともいえる帰納的なアルゴ

リズムである
「ディープラーニング」
といわれる手法が登場し、
前述の画像の分類等の精度を飛躍的に高めたのである。
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た、IT関連技術が複合した仕組みである。CPS（サイバーフィジ

徴を考えると、耳が二つあり前を向いている、体がふさふさの毛

作る）。
これを繰り返す。最後の計算では、例えば、猫かどうかを
分類するだけが目的であれば、0～1の範囲の
「一つの数値」
を
最も右の一つの〇に出力するよう工夫する
（3種に分類する場
合は三つの〇を作り、
出力するよう工夫する）。
【図２】猫の写真を
「猫」
と分類する人工知能のイメージ
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

⑷ディープラーニング（ 深 層 学習）等の仕 組み
イメージ
（画像分類を例に）
このディープラーニングでは、前述のような猫の細かい判断

基準等を教えないことが特徴的である。

ディープラーニングにも、細かくはいくつもの種類がある。

基本的な手法の一つとしては、
例えば、
猫の写真をたくさん与え、
細かい特徴といった判断基準を教えるのではなく、猫の写真

データを人工知能に入力したあと、分類の回答が猫の場合、

ラーニング
（深層学習）
と呼ばれている。

帰納的なアルゴリズムとするために、
この割と単純な計算に、

学習で変更できる係数等を使うことがポイントである
（図の一

つの矢印ごとに係数を一つ使うイメージである）。xを一つとす

るので図の例からは離れるが、割と単純な計算式の例を仮に
y=ax+bとすると、xが入力値（最初の画素の濃さの数値or前の

層での出力値）、yが出力値（次の層の〇に入れる値）、学習によ

り変更できる係数等はa（係数）
とb（xに依存しない定数）
のイ
メージとなる。

ディープラーニングにはもちろん、他にも多くの工夫がある

が、係数等の数に着目すると、数億を超える係数等を調整する

猫だという
「答え」
を教える。猫以外の写真には猫でないと教え

こともあり、結果として猫の写真に共通する複雑な法則を、学

コンピューターによる画像分類のコンテストで、ディープラー

るようになる。

であったが、翌2012年に優勝したディープラーニングを使った

タが猫なら、最後の層から出力された一つの値（最も右の〇に

れた。
さらに、
その3年後の2015年には、人間の画像認識エラー

整することである
（猫でないなら0となるように調整する）。学習

る。
そういった学習を繰り返して人工知能を鍛える方法である。
ニング手法が優勝する前、2011年の優勝者のエラー率は26%

チームのエラー率は16％と、一挙に10ポイントも改善し注目さ
率と言われる4％を下回る3％台で優勝している。

習を重ねたのちに獲得できるようになる。
つまり、猫を分類でき
ディープラーニングの1回の学習は、例えば1枚の写真のデー

出力された数値）
が1に近づくよう、多数の係数等を少しずつ調

前に適当に設定した係数等では計算結果が0.3と出るかもしれ

このディープラーニング手法を、写真（画像）
の分類を例に極

ないが、
これを1に近づけるように全体のたくさんの係数等を調

ル）
ごとにバラバラに考え、各画素の色の濃さを数値化して人

たくさんの写真データを基に、十分かつ適当な回数の学習

めて簡単に説明する
（図３）。
まず、写真のデータを画素（ピクセ
工知能に入力する
（図の最も左の列の各〇に各画素の色の濃

さの数値を一つずつ上から順に入力する）。
その数値を使って
割と単純な計算をたくさんする
（最も左の列の色の濃さを示す

数値に係数をかけ、
その答えをすべて足すといったような計算。
計算式のなかの係数を変えるなどして答えをたくさん作り、左

から2番目の列の〇に上から順にいれていく）。
その出てきたた

くさんの答え
（左から2番目の列）
を使い、
また同様に割と単純

な計算を積み重ねてたくさんの答えを作る
（左から3番目の列を

【図３】
ディープラーニングの仕組み
（計算ステップ）
イメージ
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この何回も繰り返した計算を、深い層（図の〇の列が
「層」
で、

それを何列も用意したイメージ）
の学習ということで、
ディープ
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整する。

をしたあと、係数等の値を固定する。今度は、新しい猫の写真

データを入力した際、結果として1に近い値が計算されるよう
になれば成功である。例えば、猫の写真データを入力してもら

い、
1に近い結果が出た場合に
「猫です」
と答えるようなプログラ

ミングを加えれば、猫を判別できる人工知能サービスとなるイ
メージである。多くの猫の写真（観察結果）
から猫を分類できる
共通法則を導くディープラーニングは、
まさしく帰納的な手法

といえよう。

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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人工知能（AI）
と課題（倫理問題を中心に）

現在、ディープラーニングは、さらに圧倒的に精度が向上

する、
あるいは、驚くような問題を解ける、発展的な手法が多数

開発され続けている。
また、今回はディープラーニングを紹介し

たが、人工知能には、
ディープラーニング以外の手法も多々存

例えば、
（青い車の写真）
（
- 「blue」）+（「red」）
と入力すると

（赤い車の写真）
を出力する等である。文章から絵をかくことも
可能である。

在し、発展しており、
目的に応じて使い分けられている。

⑸最先端事例① 画像・動画等処理（GAN、
マルチ
モーダル）
世界でおよそ45万人が死亡するという転移性乳癌の検出で、

米国の人工知能「LYNA（Lymph Node Assistant（リンパ節

アシスタント））」
は、人間が6割程度見逃すとされる顕微鏡画像

から99％の精度で判別することに成功したと報告されている。

このような人工知能による素晴らしい成果が増えている。

以下では、
人工知能を進化させた画像・動画等処理の手法を

2例紹介する。

【図４】人工知能が生成した、実在しない人間
（セレブ）
の画像
（出典：Karras, Aila, Laine et al.
（2018）
「Progressive Growing of GANs
for Improved Quality, Stability, and Variation」ICLR 2018）

一つ目は、GAN（敵対的生成ネットワーク）
と呼ばれる画像、

動画等を生成するアルゴリズムで、
ディープラーニングの応用

パターンを少なくとも2箇所に使用する手法である。
その生成画

像の精度の高さから、昨今、大変に注目されている手法である。

すでにたくさんの応用的なＧＡＮ手法が開発され、実用化もさ

⑹最先端事例②

言語処理（BERT、GPT-3）

次に、画像処理を離れ、
やはり革新的な進化を続ける自然言

れている。

語処理（NLP）
の最新事例を紹介する。

工知能を使う場合、その二つの人工知能は、本物か偽物かを

設立されたOpenAIによるGPT-3である。双方とも、
自然言語処

習データ群（本物）
から、前述のような手順で、画像分類をする

が改良されるたびに双方とも大きな驚きをもって受け止められ

この手法は、前述した画像分類手法の応用である。二つの人

見破る警察AIと、偽物を作る犯罪者AIに例えられる。
まず、学

人工知能（警察AI）
に共通の一般法則を学びとらせる。結果と

して、
その画像分類をする人工知能（警察AI）
に学習データ
（本

物）
を入力すると
「本物」
と分類できるようになる。次に、適当な

Google社の開発したBERTと、
イーロン・マスク氏によって

理の革新的なモデルで、時々刻々と進化しており、
当該シリーズ

ている。
これらの、
それ以前と異なる革新的な進化は、2017年に
論文発表されたTransformerモデル
（ディープラーニング手法

の一つ）
と呼ばれる、文章内の単語や文章同士の関係性を利用

ノイズデータから適当な画像を生成できる人工知能（犯罪者

する新手法の活用でもたらされた。以下、双方のモデルを概説

物」
と分類するレベルの偽物画像を生成できるように、用意し

BERTは、従来、文章の学習では左の単語から右へ向かって

AI）
を用意する。そのあと、画像分類人工知能（警察AI）が「本

た画像生成できる人工知能（犯罪者AI）
の係数等を学習させて

する。

進めることが一般的だったところ、右から左への学習を加えた

いく手法である。双方の人工知能を競わせることで、最終的に

ことで、
より文章全体の内容をとらえられるようになった。
さら

生成できるようになる。

章と文章の連続性判断力、文全体の表現力等の学習が画期的

は、人間の目を欺けるようなレベルの本物のような偽物画像を
図４は、GANで、実在するセレブの写真群を学習用データと

して使い、実在しないセレブ的な人物画像（偽物）
を生成させた

結果の画像である。人権等を侵害するような悪用も考えられる

が、適切に用いるならば、
この手法によっても新たな芸術領域

の拡大や、
ビジネスの効率化・革新等が生じるであろう。

に強化された。例えば企業のコンタクトセンター用のチャット
ボットに入力される質問文が今より複雑な質問文であったとし

ても、入力者の意図に即して返答できる可能性があるというこ

とである。

2020年に発表されたGPT-3は、前述のディープラーニングの

仕組みで解説した学習可能な係数等の数がなんと1,750億もあ

画像処理専用の人工知能を中心に説明してきたが、画像や動

る。
さらに、学習に用いたデータ数も膨大で、5,000億のトークン

知能の開発である。例えば、文章、音声、音、
におい、味等々であ

上データ、書籍等を収集し、学習データとした。

画以外の様々な入力情報の種類（モーダル）
を複合させた人工

る。音声が文字化され言語処理されたり、画像に写る内容につ

いて文章で質問すると文章で回答したり、人間の表情の画像や

数（単語数に近い概念）
にもなる。Wikipediaや、
その他のWeb

このGPT-3の優れた特徴の一つは、
「 文章生成力」である。

例えば、二つの文章を与えると、与えられた二つの文章のあと

音声等の情報を複合して感情分析したりする等である。画像と

に続く自然な文章を作文できる。筆者は、
あとに続く七つの文

できる。

あった。大変な量の学習データから学習したことで、与えられた

言葉を用いた計算や、
その計算結果を画像生成することも既に

章を作文した結果を見たが、本物と誤解しうるような内容で
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二つ目は、
マルチモーダルの研究の進展である。
ここまで、

に、文章内の空欄単語補充力、意味の近しい単語の判断力、文

内容に近しい単語や情報を選び、適切な文法や表現で記述で

きるという。

さらに画期的なことの一つは、
自然な言葉による指示に応じ

イメージとしては最小二乗法による近似式の検討に近い。例え

である。
まだ、複雑なプログラムの記述は難しいようではあるも

が入力された際に1に近い数値を出力できるように調整された

「指示内容に合うコンピュータープログラムを記述する機能」
のの、例えば、盛り込みたい要素を文章で指示すると、
それらの

要素が盛り込まれたホームページを自動で作成するといった
具合である。

このほか、ギターのTAB譜（譜面の一種）
を自動で作成した

報告等もあり、
できることの全容はかなり広いようである。前述

の松尾教授も2021年1月に、
2020年の大きなトピックの一つとし

てこのGPT-3の登場を挙げられている。

これらのモデルの当面の問題は、
フェイクニュース作成といっ

た悪用等のリスクや、計算する際のパラメータが多く、層が厚い

ば、前述の猫の写真を分類できる人工知能であれば、猫の写真
計算式ともいえるということである。

演繹的プログラムであれば、特徴の判断基準（耳が二つある

か？等）
を人間が教えているため、
その各判断結果をたどること

で、結果が正しくても誤っていても、最終的な判断の根拠が基

本的にはわかる。
ディープラーニング方式以外の帰納法的な手

法でも同様な課題を持つものは多い。
この課題を解決するた

め、国際的にXAI（Explainable AI:説明可能AI）
の研究開発が
盛んに進められている。

二つ目は、
「 完全に当てることを目指しにくい」
ことである。

「巨大なモデル」であるため、学習に時間がかかること等が

ここでは詳しい解説を省くが、
あまり学習データを完全に当て

自然言語処理の技術は革新的な進化を遂げた。
いまだ過渡

という数学的な性質により、学習しすぎるとよくない場合があ

ある。

期であるものの、近い将来には、実際の社会、
ビジネス、個人の

ＩＴ活用レベルや活用範囲等を格段に広げる可能性がある。

人工知能の主な課題
3
（倫理問題を考える前提として）
⑴ディープラーニング方式等の人工知能の主な課題
１．
出てきた結論の判断理由を人間には理解しにくいことが

多い（他の帰納法的な手法でもこの課題があるものは
多い）

２．完全に当てることを目指しにくい
（ある程度はずれること
を初めから含んでいる）

３．原則として大量の学習データが必要

４．質的にも十分な学習用データがなければ、適切な答え

ることにこだわると、未知の新しいデータが逆に当たらなくなる
るというジレンマである。
このような状態を過学習という。
つま

り、
この類の手法の場合、
ある程度はずれることを初めから含ん
でいる。
この課題に対しては、手法の改良や新規開発等で、完全

に当てられることを大局的には目指しているともいえよう
（精度
向上）。

三つ目は、
たくさんの係数等を十分に学習するためには
「（原

則として）多くの学習データが必要」なことである。
この課題に
対しては、限られたデータを増やす工夫や、人工知能で生成す

る工夫等、多様な検討が進められている。

四つ目は、
「人工知能開発の目的に即し、質的にも十分な学

習用データがなければ、適切な答えを出せない」
ことである。

どんなに、大量の学習データを用いたとしても、例えば、
日本に
昔からいた猫の種類の写真（学習データ）
のみで学習した人工

知能が、世界中の多様な種類の猫をすべて
「猫」
と判断すること

は恐らく難しい。

五つ目は、係数等の全体調整を学習で積み重ねるため、
「過

去に学習したことも、後の学習により判断できなくなることがあ

を出せない

る」
ことである。
つまり忘却してしまうのである。
これについても、

ことがある

するアルゴリズムの工夫等、多様な研究が進められている。

５．過去に学習したことも後の学習により判断できなくなる
６．決定的な誤りが発見されてもその問題だけを修正でき
ない場合がある

【図５】倫理問題を考えるうえでの人工知能（ディープラーニング方式等）
の主な課題
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

ここで、倫理問題を考えるうえでの課題を6点に絞って紹介す

る
（図５）。
なお、以下に記載のとおり、
これらを解決するための

繰り返し同じデータを学習することや、記憶できる機能を内在

六つ目は、
「決定的な誤りが発見されてもその問題だけを修

正しにくい場合がある」
ことである。例えばディープラーニング

の外側のプログラムで、
問題がある内容が導出された場合に結
果をユーザーに見せないようにしたうえ、断りの定型文を表示

する等の対処法が可能な場合もある。一方で係数等を調整す

るよう、
その問題を追加学習するような場合は、係数等が全体

的に変更されるため、
学習以前の精度から低下することもある。
なお、汎用的な課題に対応できる学習済みの人工知能を

工夫や検討、新しい手法の開発等が盛んに進められているた

利用し、特定の目的において、より高い精度を目指すための

と考える
（一部はすでにそうなっている可能性もある）。

追加の学習ができない、または、必ず問題があるという意味

め、
いずれはあまり考慮する必要がなくなる課題を含んでいる
一つ目は、人工知能が出した結論の判断理由を人間が理解

しにくいことである。その理由は、
「ディープラーニング方式の
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人工知能は、たくさんの、場合によっては数億以上の係数等

が調整された複雑かつ巨大な計算式ともいえる」からである。
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追加学習をする、
ファインチューニングという手法等もあり、
ではない。
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人工知能（AI）
と課題（倫理問題を中心に）

⑵人工知能のエラー例（画像処理の場合）
前項のような課題の実例として、画像処理に関する人工知能

のエラー例を二つ紹介したい。

一つ目は、前項1で記載したように複雑な計算式ともいえる

AIの性質を逆手にとった、作為的な敵対的攻撃の例である。
図６は、
パンダ（panda）
の写真（左の写真）
を分類できる人工

知能に、左のパンダの写真にノイズ情報を加えた写真（右のパ

いたずらや作為的な敵対的攻撃以外にも、老朽化や汚れの付
着、
自然災害等による破汚損でも考えられよう。

ほかにも、2 0 2 1 年 1月のスタンフォード大の発 表（ A b i d

（2021））
では、上下逆転したさかさまの乗用車の写真をアナロ

グ時計やレッカー車と誤認した事例や、
スライスしたリンゴを
キュウリやバナナ、AI掃除機をCDプレーヤーと誤認した事例等
が報告されている。

ンダの写真）
を分類させたところ、99.3％テナガザル
（gibbon）

と判断したケースである。

右のパンダの写真も、人間から見ると左のパンダの写真と

比べて多少色の濃さ等が変わっていることはわかっても、変わ

4 人工知能
（AI）
における倫理

らずパンダと判断できるが、人工知能は数値処理であることか

⑴倫理的な事例

と、誤った判断をしてしまう。生体認証AI等、多様な人工知能

①画像による事例

いるものの、
リスクを完全に排除することは容易でないようであ

紹介したい。

工知能の判断結果を誤らせるようなカラフルな板等を持つこと

きなかったケースである。4枚の写真のうち、左から3枚は分類

人工知能が重要な局面で社会実装される際、
このような敵対

なかったうえ、1名しか検出できていなかった
（図８）。

ら、逆算的に他の回答をするようにデータ改ざんされてしまう
への敵対的な攻撃が考えられ、攻撃防御方法の検討も進んで

る。例えば、
セキュリティ目的で実装された顔認証AIの前で、人

で、故意に別人と誤認させられるリスク等がある。
いずれにせよ

的な攻撃に対するセキュリティも考慮に入れる必要があること

倫理的に問題となった画像誤認問題の中から、一つの例を
以下の写真は、結婚関連の写真を分類する際、
うまく分類で

できているが、右端のインドの方々の結婚式の写真を分類でき

を示している。

【図８】学習データの偏りから人工知能の画像分類がうまくいかなかった事例
（出典：Wiggers
（2018）
）
【図６】敵対的な攻撃で人工知能の判断結果が変わる例
（出典：OpenAI（2017）
「 Attacking Machine Learning with Adversarial
Examples」）

二つ目は、
自動運転車等で実用化される可能性もある道路

標識を判断する人工知能のエラー例である。
ワシントン大学等

では、停止標識に白黒計4枚のステッカーを貼り、人工知能に

分析させたところ、停止標識ではなく、時速45マイル
（約72km）

の速度制限標識と誤認したという
（図７）。
これは、止まらずに

走り抜ける判断をする危険な誤りである。
このような誤認は、

これは、重大な倫理的な問題にもつながりうる、奥の深い課

題を投げかけている。前述の人工知能の六つの課題例の四つ

目にあたる、
学習データの質的な十分性の問題である。
特に、
写

真のケースは典型例の一つで、現在の人工知能の学習データ

が、
欧米等のデータに偏っていることが多いため、
学習が不足し
がちな他地域のデータに対応できない可能性がある問題であ

る。
これは人種的、
社会的、
性別的、
民族的等の差別問題となり

うるため、
当該人工知能を使用停止せざるをえないケースも考
えられ、
ビジネス継続不能等に陥るおそれもある。
ひとびとの多

一方、
学習データを世界中から平等に網羅的に大量に収集す

ることは、
目的によっては難しい、
または、
不可能な場合も多い。
たとえできたとしても分類精度が低下するケース等がありうるた

め、
国際的に議論が交わされる倫理的課題の一つとなっている。
②生体認証に関する問題（不適切な活用法、
プライバシー等）
【図７】人工知能の画像誤認の研究例
（出典：Eykholt, Evtimov, Fernandes et al.（2018）
「 Robust PhysicalWorld Attacks on Deep Learning Visual Classification」）

生体認証は、個人の資産等を守るため、
あるいは、国・組織・

個人等の重要なセキュリティ、安全管理、その他多様な社会
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様性についてできる限り配慮する必要があることを示している。

課題の解決等で期待される有益な機能である。
このような生体

の人工知能、犯罪者の再犯を予測する人工知能等がある。

イバシー上の適法性が問われるようなケースが、海外の警察の

もともと多いはずであり、
これが人工知能により高度化すること

確認されている。

となりうる
「ひとびとの倫理観や不快感の多様性」等について、

認証の技術が進む一方、
その運用上、人工知能の誤認や、
プラ
捜査用人工知能や、学校等のセキュリティ用の人工知能等で
例えば、米国では、
すでに各地で市民監視を行っている顔認

証人工知能が市民団体等のテストで誤認が確認されたことや、

は、有益なケースも多分にあると考える。
それゆえ、
やはり対象

十分に丁寧に配慮すべきである。問題によっては、不買運動の

発生等、組織のブランドイメージを棄損することもありうるため

別の人工知能を使う某州警察が、誤って検出した無実の白人

である。

逮捕は2度目であるとされている。複数の人工知能メーカーは

⑵トランス・ヒューマニズムの存在

以外の男性を逮捕したという事例もある。
同州での同様の誤認

誤用を防止する規制法が導入されない限り、警察への販売を
控えるという事例もあった。

その他、
アメリカや、
フランスの学校のセキュリティ強化の目

的で導入検討された生体認証人工知能では、
プライバシー等

の観点から、ニューヨーク州議会による使用禁止や、
フランス

ここでは、簡単にしか触れないが、
トランス・ヒューマニズムと

その議論を主張するトランス・ヒューマニストの存在についても
記載する。
トランス・ヒューマニズムは、
「超人間主義」
と訳され

ることもあり、多様な議論が展開されている。筆者の理解では、

データ保護機関（ＣＮＩＬ）等による否定的な見解が示された

トランス・ヒューマニズムは、科学の飛躍的進歩によって人間の

開発コストやその時点の活用技術内で開発可能な人工知

て拡張・進化する将来の到来と、
その時点で起こりうる現実、
あ

報道もあった。

能による正答率等が、
目的の重要性等と比して低い場合もあろ

う。
このような課題に対し、例えば、
わずかな誤認が利用者の非

難を受ける可能性がある場合等であるが、使用目的の倫理的

な適切性、利用者の感じ方の多様性、正答率等に配慮し、人工
知能をあくまでも人間の判断の補佐として使用するなどの丁寧

な対応が必要であろうといった議論や検討がなされている。

身体・認知能力が、
（機械による補完を含め）生物的限界を超え

るいは、
その時点までの過程（積極的な推進支持者を含む）
を
検討する学問領域と受け止めている。

トランス・ヒューマニズムは、
1920年代かそれ以前より提唱さ

れていたようである。
その後、
人工知能の研究が盛んになり始め

た1960年代ごろ以降、
徐々に議論が広がり、
深められていった。
最近は、
遠くない将来において機械が人間の知的活動をはるか

一方、正答率が十分か、補佐として使う等、妥当な対策がとら

に超越するという議論や、
人類自体が様々な科学技術により画

丁寧に説明し、理解をえる時間をとる等、工夫も必要であろう。

カーツワイル氏による
「シンギュラリティ
（技術的特異点）
（2005）
」

れている場合でも、利用者の理解が得られないうちは、
やはり、
慎重な活用等による有意義な発展を期待したい。
③個人の人間性や能力等の判断に関する問題

個人の属性や過去の行動関連履歴等に基づき、
その個人の

期的に進化するといった議論等がなされている。
例えば、
レイ・

や、
オックスフォード大学教授であるニック・ボストロム氏の

「スーパーインテリジェンス
（2014）
」
「
、The Vulnerable World
Hypothesis
（脆弱世界仮説）
（2019）
」
などが注目されている。

そのような未来に期待よりむしろ不安を抱く方も多いであろ

人間性や能力、将来の行動パターン等を予測する人工知能が

う。我々はどのような社会を形成すべきかについて、特に本稿の

この場合の問題として注目したいのは、人工知能の学習に使

さらにはそれを拡張し、人間と機械の関係性や役割分担等につ

導入され、問題となったケースも増えつつある。

われる学習データ
（過去のデータ）
の偏りが、今後の人間性等

の判断に適用される点である。
もちろん、問題ないケースも多い

主題である
「倫理」、
すなわち、善悪の判断や、正義のありかた、

いて、時間をかけて考えていく必要がある。

データが含められていた場合、過去の試験合格者の人数分布

⑶人工知能は倫理的な主体たりうるか（倫理学的
な観点を踏まえた現時点の検討）

人数が偏るケースが多いと考えられる。
だからといって、新しい

人工知能は倫理的な主体たりうるかどうか、人工知能の倫

と考えるが、例えば、過去の何らかの試験のデータに性別等の
が、性別的に完全に均等となるケースより、
いずれかの性別に
受験者の性別を判断基準にする
（過去に多い性別が有利に判

断される等）
ことは、統計的に正しさがあったとしても、倫理的

に正しいとはいえないであろう。
さらに故意に開発側がバイア

理をどのように考えるべきか等の検討にあたり、一般的な倫理
学をまず確認する。

倫理学説も功利主義、義務論、徳倫理等の分類や種類があ

スを組み込むことがあるとしても
（合格者として選びたい判定

り、絶対的な倫理の考え方は一つに定まっていないばかりか、

い基準もあろう。

ならば、人間を含めてすべてのものは自然の摂理に従っていて、

基準を組み込む等）、
その基準には倫理的によい基準と、
よくな
議論や抗議等の対象となる事例も、
人工知能により判定され

た結果に、人種的、社会的、性別的、民族的、地域的等の偏りが
確認され、差別的ととらえられた例が多い。海外で議論の対象

となった事例には、大学入試関連の人工知能、人事・採用関連
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むしろ極めて多様に展開されている。例えば義務論的に考える

その摂理に受動的に従っている以上、
そのように自分以外のも

のに規定されるあり方を
「他律」
とカントは呼んでいる。欲のま

まに行動する人間も他律的な存在である。
ただ、少なくとも人

間は意志をもって自らが従うべき行為の規則（主観的な規則
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を
「格率」
と呼ぶ）
を決め、
それに従うことで他律的でない行為

どはなく、道徳的責任などを負えるはずもないのだが、この

しないような格率である
「自律」
した行為を選択することもでき

（中略）固有の道徳観などもってはいない。
くみこまれた社会

選択できる。
カントは、
このような自律的な存在だけが善悪を

それぞれ自分のやり方で世界を観察し、意味解釈し、他者に

においても、論理展開は異なるとも、倫理的主体は人間のみと

く。
その経験から、
はじめて道徳観がうまれるのだ。
（中略）個々

一方、倫理の対象（客体）
としても、近代の多くの西洋倫理学

てはならないのである。人間がおこなうそういうプロセスを、AI

を選択できる。
また、
いつでも、
どこでも、誰もが採択しても矛盾

る。
つまり人間は他律的な存在でありながら、
自律的な行為を
問題にできると考えたといわれている。基本的に他の倫理学説

するものが多いとみられる。

説は人間のみを守るべき対象（カントの人間中心主義等）
と考

えてきていた。
しかし、現代の環境倫理や動物倫理等の倫理学

あたりを曖昧にするのがトランス・ヒューマニズムなのである。
規範にもとづいて作動するだけである。
これに反して人間は、
共感しつつ、取り換えのきかない固有の世界のなかで生きてい

の道徳観をあわせ、集合知として社会規範をつくっていかなく
エージェントがいかにして援助できるかを真剣に検討していく
必要がある。
それこそ、AI社会における人間の知性に他ならな

説には、将来の人間の利益を損なわぬように生物・生態系やそ

い。
このときAIはIA（Intelligence Amplifier）
つまり人知増幅

えて、人間以外の生物（生物をさらに分ける考え方も多様であ

る。」
（西垣（2019））

の他の自然環境等を含めて守る考え方もある。
さらにそれを超

る）等を含め人間と対等の対象とするという議論等もある。
そし

機械となる。AI倫理とは、
まさにそのための倫理思想なのであ

て、
このような生物や生態系も人間と対等な配慮の対象とする
考え方を支持するひとびとは増えていると考える。
ただし、
この

ような考え方の支持者のなかでも、
どこまで対象を広げ、
どの程

度配慮すべきかといった議論は収束していないようであるし、

また、
そのように対象を広げる際も責任主体は人間だけなのか

といった議論は残ったままである。

さて、本題の人工知能の倫理について以下に専門家の意見

を紹介する。東京大学の西垣教授の見解によれば、人工知能は
倫理的主体とはなりえない。
少なくとも現時点において、
筆者は

この意見に同意する。大変に広い見識と技術の実情を踏まえら

れた見解と考える。
これを本稿の主たる結論としたい。
ただし、

もう少し先の将来においては、
この見解を再検討すべき事態が

5 人工知能開発ガイドライン等
人工知能がどのようにあるべきかに関する議論は、国際的

に、
あるいは、各国、業界、企業、学会等の単位でなされ、
ガイド

ライン等の形式で公表されている。

⑴人間中心のAI社会原則
（日本政府：統合イノベー
ション戦略推進会議）
政府は、
「AI-Readyな社会」への変革を推進する観点から、

生じうると考えていることも補足する。

2018年5月より、政府統一のAI社会原則の検討を開始し、2019

論的自律性などもちえない。
（ 中略）
プログラムで指示された

者において、
同原則で定める三つの基本理念および七つのAI社

「生物と機械とのあいだには根本的な相違がある。AIは理

ように作動しているだけなのだ。
したがってAIに自由意思な

年3月に、
「人間中心のAI社会原則」
を策定した。開発者や事業

会原則（図９）
を踏まえたAI開発利用原則を策定し、遵守する
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【図９】人間中心のAI社会原則の概要
（出典：新田 元内閣府政策統括官付参事官
（2019）
大学教育と情報2019 No.2 167号）
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ことが期待されている。

この原則を踏まえた「人間中心のAI社会原則会議（内閣官

⃝STEMとELSIがときに対立することがあるという点につい
ては、科学技術の開発自体が倫理的・法的・社会的観点

房）」
を、直近では2020年12月24日に開催している。同会議では

を内在化させなければいけないというRRI（Responsible

「AIの課題としては、AIの計算に必要な消費電力の削減やAI

Research and Innovation）
という文言も見受けられる。

倫理に関するもの
（AIのバイアス対策、説明可能性の保持等）

ELSI自体は米国で昔から提唱されてきた議論であり、欧

のための技術開発などが挙げられる」
として、倫理の重要性が

州ではRRIも提唱から10年たつ。
日本で今後、AIのELSIや

あらためて強調された。

さらに、同会議では、倫理関連のキーワードであるELSI

（Ethical, Legal, and Social Implications）
について議論

がなされ、以下のような議事（抜粋）
が残されているので紹介し

RRIの議論をしていくときに、現状の議論を踏まえて、発展
的に概念を展開していくことが大事なのではないか。

⃝AI倫理については、社会原則の第２原則「教育・リテラシー

の原則」
にあるように、AIの開発者が規範意識、社会科学、

たい。

倫理等の人文科学に関する素養を習得していることが重

⃝AIについて科学を推進するSTEM
（Science,Technology,

Engineering, and Mathematics）
と、社会安全を守る
ELSIは、
ときに対立することがあり、国際的にELSIを考慮

しないAIは許されない状態。国際動向としては、
日本のAI

社会原則会議で策定した
「人間中心のAI社会原則」等が、
OECDにおいてAI原則を作る際に大分反映され、最終的

要になる。

⑵国際的な検討状況
表１に、総務省にて2019年に調査されたものの要約資料を

掲載した。
この表にある
「含まれる要素」の内容から、
ガイドラ

にG20のAI原則にもつながった。欧州の〈予防原則〉の考

イン検討の観点が俯瞰（ふかん）できる。なお、資料記載以降

で、
日本として提案する非拘束的規範のアプローチ
（soft

からの参加を公表した、AIに関するグローバルパートナーシッ

え方と米国の〈許諾不要な開発〉の考え方が対立する中
law）
が受け入れられた形。

の我が国の国際的な取り組み例として、2020年6月に設立時

プ「Global Partnership on AI」
（ GPAI）への参画がある。

【表１】国内外で検討・作成されている人工知能のガイドライン例
（2019）

〇：記載あり

名称

作成者

含まれる
要素

国 際 的な議 論
Ethics
A I 利 活 用ガイ
のためのA I 開 「人間中心のＡＩ 人工知能学会 Guideline for
ドライン ／ A I
発ガイドライン 社会原則」
倫理指針
Trustworthy
利活用原則案
案
AI
A I ネットワ ー
ク社 会 推 進 会
議（ 総 務 省 ）/
Japan

A I ネットワ ー
ク社 会 推 進 会
議（ 総 務 省 ）/
Japan

統 合 イノベ ー
シ ョ ン 戦 略 人工知能学会 European
推 進 会 議 / (JSAI)/Japan Commission
Japan

Ethically
Aligned
Design

IEEE

Asilomar AI
Principles

Future of
Partnership
Life Institute
on AI
(FLI)

人間中心

〇

〇

〇

人間の尊厳

〇

〇

〇

〇

〇

多様性、包摂

〇

〇

〇

〇

〇

〇

持続可能な
社会

〇

〇

〇

〇

〇

〇

国際協力

〇

〇

〇

〇

適正な利用

〇

〇

教育・リテラシー

〇

〇

〇

人 間の判 断の
介 在 、制 御 可
能性

〇

適正な学習
（学
習データの質）

〇

AI間の連携

〇

〇

安全性

〇

〇

〇

セキュリティ

〇

〇

〇

プライバシー

〇

〇

〇

公平性

〇

〇

透 明 性 、説 明
可能性

〇

アカウンタビリティ

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

Tenets

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

（出典：総務省資料
（2019）
を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研にて作成）
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GPAIは、世界20カ国以上が共同で
「人間中心」
の考えに基づく
責任あるAIの開発と使用に取り組む国際的なイニシアティブで

ある。

6 今後予想される状況と対応
技術進化のスピードは今後ますます増すことが予見され、人

工知能等の技術を規制する法制度等の整備が追い付かない

状況も大いにありうる。
そのような状況下で、倫理の重要性は
一層高まるであろう。

人工知能を活用するサービスを始めている企業のなかから、

法規制の遅れ等を背景に、人工知能の制御や管理が不十分と

なり、非倫理的と解される事態を引き起こす企業が生じる可能
性は高いと考える。
さらに、
その結果として、社会・マスコミに批
判的・否定的な見方が広がり、
（ 事前の規制違反等でなく）事

後的に、不買運動や抗議活動、巨額訴訟（国際的な活動、国際

訴訟などを含む）が逐次発生するリスク等を危惧するところで

ある。

サービスの内容次第ではあるものの、人工知能を活用する

サービスを展開する企業は、
このような企業イメージの下落、

ビジネス停止等による収益下落、緊急時対応コストの発生、賠

償額の負担等のリスクを検討すべきである。
そのうえで、必要に
応じ、
エマージング・リスクとして平時より対応していくことも重
要と考える。

対策としては、
まず、
そのようなリスクを丁寧に検討しつつ設

参考文献・資料等
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Disasters & Accidents information

災害・事故 情報
対象期間：2020年12月〜2021年2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

よると、
12月20日午後５時現在の積雪が津南町で207cm、
湯沢町で192cm、

●山林火災で一時305世帯が避難

で、
20日午後4時現在、
津南町や十日町市などで約900戸が停電した。

十日町市で138cmを観測した。
積雪で倒れた木による配電線の断線など

栃木県足利市で2月21日に山林火災が発生した。23日から焼失面積が
急拡大し、25日には約100haに達した。その後も延焼が続き、市による避
難勧告は計３０５世帯に達した。
3月１日早朝から、栃木県と群馬県の消防隊員ら約200人が入山。防災
ヘリコプターなどと連携し、燃えている場所を探しながら消火作業に当

自動車・鉄道・船舶・航空機事故
●インドネシアで国内線旅客機が墜落

たった。市は同日、両崖山一帯で起きた山林火災がほぼ消し止められた

インドネシアの首都ジャカルタ沖で１月9日、乗員乗客計62人を乗せ

として、午後４時に鎮圧したと発表した。
これに伴い、周辺の３０５世帯に出

た国内線旅客機が墜落した。当局は海中から遺体の一部を収容したほ

していた避難勧告をすべて解除した。

か、飛行データを記録したブラックボックスの場所を特定した。

この火災の影響で北関東自動車道の足利インターチェンジ（IC）―太
田桐生IC（群馬県）間は東行き西行きとも通行止めとなった。

同機は9日午後ジャカルタ近郊のスカルノ・ハッタ国際空港を離陸し
ボルネオ（カリマンタン）島西部のポンティアナックに向かう途中で、離
陸直後に消息をたった。在インドネシア日本大使館によると、日本人は
搭乗していなかった。

地震・噴火・津波
●福島・宮城で震度6強の地震

墜落した機体は1994年製造、大雨で出発が遅れたという。同機は離陸
後、3,000mを超える高度から急降下し1分以内に墜落したとみられる。
この墜落事故について、同国の運輸安全委員会は2月10日中間報告を

2月13日午後11時8分ごろ、宮城県南部、福島県中通りと浜通りで震

公表、事故直前の１週間に、エンジンを制御する「オートスロットル」が

度６強の地震が発生した。震源地は福島県沖で震源の深さは約60km、

２度にわたって故障していたことが判明し、事故との因果関係を調査中

マグニチュード（Ｍ）７.１と推定される。１４日未明に宮城県の石巻港、鮎川

だと明らかにした。

漁港、仙台港、福島県の相馬港で２０～１０cmの小規模な津波（海面変動）
が観測された。地震は、
プレート境界より深い場所にある太平洋プレー
トの内部で起き、震源の深さが５５kmと深かったため海底は大きく変動
せず、被害を伴う津波は生じなかった。
地震による負傷者は東北や関東の10県で157人に上る。住宅は福島県

疾病関連
●新型コロナウイルス～2度目の緊急事態宣言

で1,410棟、宮城県で186棟が一部破損した。東北と関東などで最大90万

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い政府は1月7日午後、
緊急事態宣

戸超が一時停電し、厚生労働省によると、最大約３万６千戸が一時断水し

言を発出した。
東京、
埼玉、
千葉、
神奈川の１都3県を対象に、
期間は8日か

た。福島、宮城では少なくとも約２４０人が避難所に一時身を寄せた。

ら2月7日までとされた。
1月13日に対象地域が拡大、
関西の大阪、
兵庫、
京

道路・鉄道網にも被害が生じた。常磐自動車道では福島県相馬市大

都の３府県と中部の愛知、
岐阜２県、
福岡、
栃木両県が追加され、
あわせて

野の土砂崩れの影響で通行止めになり、東北新幹線は新白河（福島県）

11都府県となった。
2月2日には栃木県を除く10都府県について3月7日まで

－古川（宮城県）間で架線を支える電柱が折れたり高架橋が損傷したり

延長することとされ、
その後2月28日に首都圏1都3県以外は解除された。

して、那須塩原（栃木県）－盛岡（岩手県）間で運休した。企業活動にも

宣言は新型コロナ対策の特別措置法に基づき、発出は2020年４月以

影響が広がり、大手自動車メーカーでは、一部の部品メーカーが被災し

来で2度目になる。前回は飲食店や映画館、百貨店など幅広い業種が休

て部品供給が滞ったことなどから、国内工場の多くで稼働を停止した。

業対象となったが、今回は飲食店などへの時短要請を中心とする
「限定
的、集中的」な対策となった。前回は一斉休校を促した小中高など学校
や保育所について今回は通常通りとした。

風水雪災・豪雨・竜巻
●大雪で被害～関越道に最大2,100台の車が立ち往生
日本海側を中心とした大雪のために関越道で最大2,100台の車が立
ち往生した。12月16日夕以降、
トラックなどが相次いで雪にはまって動け
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工事中・作業中の事故
●機械式駐車場で消火装置のCO₂中毒事故が相次ぐ

なくなり、18日夜までに、上下線合わせて最大2,100台が高速道路上で立

ビルにある機械式の立体駐車場内で二酸化炭素（CO₂）中毒が相次

ち往生した。立ち往生は下り線では月夜野インターチェンジ（IC）
（群馬

いだ。名古屋市内のホテルの地下駐車場で12月22日、消火設備が突然

県）から湯沢IC（新潟県）の間で最大350台、上り線では小出IC（新潟県）

作動し、消火用の二酸化炭素（炭酸ガス）が噴き出した。ガスを吸い込

―塩沢石打IC（新潟県）間で最大1,750台に上った。

むなどした男性１１人が病院に運ばれ、
このうち作業員（51）1名が死亡し

19日夜に全線で通行が再開されたが、
新潟県内では20日も、
積雪な

た。県警によると、当時、火災は発生していなかったが、別の作業員が駐

どを原因とする停電や交通機関の乱れが発生した。
新潟地方気象台に

車場入り口付近にあった作動ボタンを誤って押したとみられる。男性作
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業員は地下の脱出口までたどり着けず、狭いスペースでガスを大量に
吸い込んだ可能性があるという。
1月23日には、東京都内のオフィスビル地下１階駐車場で、消火設備の

米IT企業がハッキングを受け、同社が顧客に送っている更新プログラム
に不正なソフトが仕掛けられた結果、
プログラムを更新した顧客もハッ
カーからの侵入を許してしまったため、被害が広がった。

点検中に二酸化炭素ガスが噴出し、作業員２人と警備員１人の計３人が

不正が仕掛けられたのは2020年3月～6月に配布された更新プログラ

病院に搬送された。いずれもガスを吸い込んだとみられ、作業員の男性

ムで、米連邦政府機関のほか、世界の有力企業を含む約１万８千の顧客

２人が死亡した。警視庁はボンベの弁が何らかの原因で破損し、ガスが

が使っていたという。

漏れ出したとみている。いずれのケースもCO₂を噴出する消火装置が関
係し、その老朽化や誤操作が事故を招いた。

米大手IT企業によると、被害にあった顧客は40以上、内訳は政府機関
が18％、政府と契約を結ぶ防衛産業が9％、IT企業が44％を占めると明
らかにした。8割は米国内だが、英国やカナダ、イスラエルなど他の７カ
国でも被害が確認されている。米国土安全保障省傘下のサイバー・イン

製品安全

フラ安全局(CISA)は政府機関にハッキングを受けたIT企業のソフトウェ
アの使用停止を求めた。

●皮膚病用治療薬に睡眠導入剤混入、健康被害
皮膚病の治療に使う経口薬の製造過程で通常の服用量を超える睡眠
導入剤成分が混入し、意識消失や強い倦怠（けんたい）感などの副作用
が確認された。問題の薬について医師の処方を受け、服用した324人の
うち27都道府県の239人が健康被害を訴え、２人が死亡、22人が意識を

粉飾決算
●粉飾上場、主幹事の証券会社にも責任

最高裁判決

失うなどして交通事故を起こした。製造した医薬品メーカーに製造業と

半導体製造装置メーカーの株式上場を巡り、粉飾決算を見抜けな

製造販売業の許可を与えている県は2月9日、医薬品医療機器法に基づ

かった証券会社の責任が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は12月

き同社に116日間の業務停止命令を出した。県は７割超の製品で虚偽の

22日、主幹事証券会社の免責を認めた２審判決は誤りだとして破棄し、

製造記録が作成されるなどの法令違反があり、経営陣が黙認していた

審理を高裁に差し戻した。

と認定した。混入があったのは、同社が2020年9月～12月に約９万錠を出

訴訟では、上場からすぐに粉飾決算が発覚し、破産した半導体製造装

荷したジェネリック医薬品（後発薬）で、製造工程において２人で行うべ

置メーカーの株主らが、証券会社などに賠償を求めていた。一審は、粉

き作業を１人で行い、原料を継ぎ足す際、誤って睡眠導入剤成分を混入

飾を具体的に指摘する投書の存在などを理由に証券会社の責任を認

させていた。また県の立ち入り調査に備えて虚偽の製造記録を記した

め、約3,000万円の賠償を命令。二審は、粉飾を知らなかったとして免責

帳簿（二重帳簿）をつくり、一部で品質試験結果を捏造（ねつぞう）
してい

を認めていた。

た。ほかの薬でも、同様の裏手順書や二重帳簿が遅くとも2005年から存

最高裁は、証券会社は粉飾を具体的に指摘する２件の投書を受け取っ

在。同社の製品のうち、二重帳簿は７割超で、承認外の工程で製造され

ており、
「企業に資料の提示を求めたり同社を監査した会計士に事情聴

たものも３割超あった。

取したりできたのに、粉飾の可能性を否定するだけの調査をしなかっ
た」などと指摘。賠償責任を負うと判断し、具体的な損害額を算定するた

●アスベスト含有でバスマットなどの製品を回収

め審理を高裁に差し戻した。

家具製造販売会社とホームセンター運営会社は12月15日から22日に
かけて、法令基準を超えるアスベスト
（石綿）が含まれている可能性があ
るとして、バスマットなどの製品を回収すると相次いで発表した。対象製
品は
「珪藻土」
を使用した生活用品で二社合計約270万点に上る。
破損す
ればアスベストが飛散する恐れがあり、
企業は使用中止を呼び掛けた。

テロ・暴力行為
●ミャンマーでクーデター発生 日本企業に影響

珪藻土は、藻類の一種である珪藻の殻の化石よりなる堆積物のこと

ミャンマーで2月1日、国軍によるクーデターが発生した。国軍系テレ

で、
吸水性の高さから、
バスマットやコースターなどが近年急速に普及し

ビは同日非常事態宣言を発令し、国軍の総司令官が全権を掌握し、
アウ

ている。
珪藻土単体では固まらないため
「つなぎ」
として石灰や紙パルプ

ン・サン・スー・チー国家顧問、
ウィン・ミン大統領は拘束された。現地に

などを使うことが多いが、
珪藻土自体にはアスベストは含まれていない。

進出している日系企業の業務への影響が広がっている。各社は新工場

問題の発端は、地方自治体がふるさと納税の返礼品として提供してい

の稼働延期や駐在員の帰国を余儀なくされるなど、複雑な現地情勢が

た、珪藻土を使ったバスマットとコースターに、基準を超えるアスベスト

大きな不確定要因になっている。

が混入していたのが発覚したことで、
これを受けて厚生労働省は、大手

クーデター発生当初は、
日本大使館が不要不急の外出自粛を呼びか

小売り約20社に「石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供および使用の

け、日系企業各社は一時的に事業を停止した。その後大半が事業を再

禁止徹底」について依頼をしている。企業が独自に検査を行った結果、

開し、４日からはほぼ通常業務に戻った。

今回の問題が判明した。

一方で大手自動車メーカーでは最大都市ヤンゴン近郊に完成した新
工場の稼働が遅れた。２月中の稼働開始を目指してきたが、2月27日に予
定していた開業式典は延期になった。大手飲料メーカーは、
ミャンマー

情報関連

にある２つのビール工場を2月下旬から稼働率を50％に落として、26日に

●米で大規模サイバー攻撃、政府・企業など40以上で被害

を申し入れると発表した。大手商社では、不安定な治安を受け、駐在員

米政府機関や企業などがサイバー攻撃を受けたことが判明し、米国

は、全駐在員を帰国させた。同社は合弁相手の国軍系企業に関係解消
らに原則として在宅勤務を指示している。

のサイバーセキュリティー専門機関（CISA）は12月14日までに、被害を受

クーデターに対する市民の抗議デモが広がっている。公務員のデモ参

けたソフトを「直ちに接続解除するか電源を落とす」
よう各機関に緊急

加や職場のボイコットで通関業務も停滞しており、
日本向け輸出で遅延

指令を出した。ネットワーク監視などに用いられるソフトウェアを作る

などの問題が起きる可能性も高まっている。
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〈本号お話をうかがった方
（敬称略）〉

RMFOCUS

今村 文彦
（いまむら ふみひこ）
東北大学
災害科学国際研究所 所長
教授
【略歴】
東北大学大学院博士後期課程修了。同大学院工学研究科附属災
害制御研究センター助教授、同教授を経て、
2014年より現職。
専門は津波工学・自然災害科学で、津波被害の軽減を目指し、津波予
警報システムの開発や太平洋での防災対策等の研究を数多く実施。
津波数値技術移転国際プロジェクトTIMEの代表。中央防災会議専
門調査会委員、東日本大震災復興構想会議検討部会委員等。一般
財団法人3.11 推進機構代表理事。主な受賞は、NHK放送文化賞
（平成26年）、文部科学大臣表彰（科学技術振興部門、平成27年）
防災功労者内閣総理大臣表彰（平成28年）、濱口梧陵国際賞受賞
（令和2年）
。

梅田 智広
（うめだ ともひろ）
奈良県立医科大学
研究教授
【略歴】
1999年三菱マテリアル㈱入社、
オリンパス㈱、2006年東京大学工学
系大学院特任助教。東京理科大学総合機構客員准教授、慶應義塾
大学大学院政策メディア研究科特任助教、東邦大学医療センター大
橋病院整形外科学講座客員講師、2011年奈良女子大学社会連携セ
ンター特任准教授。2015年4月奈良県立医科大学MBT研究所研究
教授、2019年MBT研究所副所長、2019年東京大学客員教授。医学
博士、工学修士、技術経営修士。ICTを活用し、
シニア層が健康で、
自
身のライフスタイルを維持しながら生活できる仕組みの構築と、住まい・
住環境のあり方について調査研究を行う。

RMFOCUS
（第77号）
／2021年4月1日発行
発 行／
発行者／田村 直義
編集長／奥村 洋

営業推進部

【照会先】
〒101‑0063 東京都千代田区神田淡路町2‑105
ワテラスアネックス
TEL：03-5296-8911
（代表）
／FAX：03-5296-8940
https://www.irric.co.jp/
（無断転載はお断りいたします）

RMFOCUS Vol.77〈2021 Spring〉 56

※バックナンバー
はこちら

01553 7,400 2021.3（新）318

