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内容紹介
内閣府の官民研究開発投資拡大プログラム
（PRISM）
において、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研は、三井住友海上火災保険と共同で
「地震被害
推定システム」
を開発した。このシステムは地震発生時に観測された地震動データを活用するとともに、損害保険データと機械学習を用いた
新しい被害推定手法を採用している点に特徴があり、地震による住宅被害の規模とその広がりを精度良く推定することが可能である。
このPRISMの研究成果などを統合し、自然災害リスクや被害推定に関わる情報を利活用するために開発を進めている
「情報共有プラット
フォーム」
についても紹介する。

地震観測データとAI技術を活用した
地震被害推定システムの開発

リスクが多様化・複雑化する現代社会においては、原因事象型／シナリオベース型のいわゆる
「従来型」
ＢＣＰの脆弱性が露呈されはじめ、
今回の新型コロナウイルス感染症においても、
ＢＣＰが機能しなかった企業が一定数存在した。こうした状況を受けて、経団連も、既存のＢＣＰ
（事業継続計画）
の見直し・活用に加えて、
「オールハザード型」
ＢＣＰの整備が必要との提言を発表している。本稿では、今後のＢＣＰのあるべき
姿として
「オールハザード型」
ＢＣＰ構築の考え方、
また、そのメインとなる戦略としての
「代替戦略」
構築に資するアプローチを、事例を交え
て解説する。

オールハザードBCP

近年、台風や豪雨の発生により各地で大きな災害が発生している。
こうした激甚化する自然災害に備えるハザードマップを中心に、改正経緯
や近年の動向を解説する。また、2021年5月、改正災害対策基本法が施行され、災害の危険が切迫している場合に自治体が出す避難情報
のうち
「避難勧告」
を廃止し
「避難指示」
に一本化されることになった。その変更の経緯や気象庁等が提供するリアルタイムの防災気象情報
の活用方法を解説し、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研のソリューションについて紹介する。

公的防災情報の活用

特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会
（ＪＮＳＡ）
のＣＩ
ＳＯ(Chief Information Security Oﬃcer)支援ワーキンググループ
は、経済産業省から公開されている
「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」
を補完するものとして、CISOが経営陣の一員として取り組む、情
報セキュリティ業務の執行について取りまとめ、2021年に
「CISOハンドブック‑業務執行のための情報セキュリティ実践ガイド‑」
を上梓した。
本稿では、CISOハンドブックの作成に至った背景と、
ハンドブックが提唱している業務執行としての情報セキュリティについて解説する。

CISOの業務執行

オンライン診療の時限的な拡大もあり、患者との接触を極力減らしつつも診療を継続するためのICTの活用が求められている。
これはコロナ
禍で満床といわれ続けているICU
（集中治療室）
においても同様であり、新型コロナウイルス感染症が収束しても、超高齢化や医師不足、
病床再編が進む日本では遠隔診療のニーズが高まってゆくだろう。本稿では、複数の集中治療室を通信ネットワークでつなぎ、遠隔での診療
支援を実現するための
「Tele-ICU」
や、離れた患者の生体情報をスマートフォンで閲覧できる
「医療情報分析アプリ」
を開発している株式会社
CROSS SYNCの取り組みについて紹介する。

病院における ICT 活用

老年学
（ジェロントロジー）
は主に発達心理学
（developmental psychology）
から派生した学問であり、発達段階の特に老年期の心理を
扱うことから始まったが、金融老年学は老年学の中でも特に金融関連に焦点を当てた学際的分野である。日本では高齢化、長寿化が急速
に進み、未婚率の高まりもあって単独世帯が増える中、認知症の増加、所得・資産および健康の格差拡大といった問題が生じている。本稿
では、
これらの問題を背景にして人生100年時代に注目されている金融老年学について紹介する。
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要旨
▪ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研は、
内閣府の官民研究開発投資拡大プログラム
（PRISM）
に2018年度の制度設立時より参
画し、
三井住友海上火災保険と共同で
「地震被害推定システム」
を開発した。
▪このシステムは、
防災科学技術研究所などが公表している地震観測データを活用するとともに、
AI技術の一つである機
械学習で近年の損害保険データを学習させ、
新しい被害推定手法を構築した点に特徴がある。
▪地震観測データを用いることにより、
地震動推定における不確実性
（誤差）
の大きな低減を図ることができ、
さらに建物の
揺れの特性を反映した加速度応答スペクトル値など複数のパラメータを学習して構築したマルチパラメータ型被害関数
により、
地震被害の規模とその広がりを精度良く推定できることを確認した。
▪ PRISMの研究成果や公開情報、
およびＭＳ＆ＡＤインターリスク総研独自の自然災害リスク情報や被害推定情報などを
集約した
「情報共有プラットフォーム」
を活用して、
自然災害リスクを低減するためのリスクソリューションを提供していく予
定である。

１．
PRISMへの参画
「 官 民 研 究 開 発 投 資 拡 大プログラム」
（ P R I S M ）注 1 ）は、

災技術における文部科学省の施策に関して、文部科学省所管

GDP600兆円経済を実現するための原動力となる科学技術イ

の国立研究開発法人防災科学技術研究所からの委託を受け、

た制度である1）。
このプログラムの目的は、民間の研究開発投

連携して取り組みを推進している2）。

ノベーションの創出に向けて、2018年度に内閣府に創設され

資誘発効果の高い領域（ターゲット領域）に各府省の施策を
誘導して、民間の取り組みとの連携を図るとともに、領域全体

としての方向性を持った研究開発を推進することにある。2021

年度は四つのターゲット領域として、
（1）AI技術、
（2）革新的建

設・インフラ維持管理技術／革新的防災・減災技術、
（3）
バイオ
技術、
（4）量子技術が設定されている。予算規模は毎年度総額

100億円という国家的な研究開発プログラムに、
ＭＳ＆ＡＤイン

ターリスク総研は2018年度の制度設立時より参画している。

1

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研は、四つのターゲット領域のう

ち、
（ 2）革新的建設・インフラ維持管理技術／革新的防災・減
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2022年度までの5か年の計画で国内の大学や研究機関、企業と
本稿では、PRISMにおける防災科学技術研究所からの委

託研究テーマ
「早期復旧に貢献するための詳細な被害想定に

よるリスクや被害状況の定量化のニーズに基づく研究開発」
について、2020年度までの3か年の研究成果を紹介する。具体
的には、地震発生時に早期に被害規模を把握し、保険契約者

への迅速な保険金支払いを実現するために、
グループ会社で

ある三井住友海上火災保険と共同で開発した
「地震被害推定

システム」の仕組みと被害推定精度の検証結果を報告する。

レジリエントでサステナブルな社会をめざして
地震観測データとAI技術を活用した地震被害推定システムの開発

このシステムは、地震観測データを活用するとともに、損害保険
データをAI技術の一つである機械学習で分析して、新しい被害

推定手法を構築した点に特徴がある。
また、今後の展望として、

このPRISMの研究成果などを統合し、
自然災害リスクや被害

推定に関わる情報を利活用するために開発を進めている
「情報
共有プラットフォーム」
についても紹介する。

2．
地震被害推定システムの特徴

指標を用いることにより被害関数を構築した。

3．
地震観測データを活用した
被害推定手法の構築
⑴従来の被害推定手法における課題
損害保険各社が導入しているモデルは、
各社が独自に開発し

分析するために、
リスク計量モデル（以下、
「モデル」）
を導入し

ている場合もあるが、世界各国の再保険会社や再保険ブロー

を行っている。近年、ICT、IoTを活用してこれまで以上に有用な

価手法（同じモノサシ）
でリスクを計量した方が、
モデルの違い

て、
自社のリスク管理や保険の引き受け、保険料率の検討など

カーに再保険を手配する際には、共通のモデルにより同じ評

データの入手が可能になっており、
これらのデータをモデルに

から生じる分析結果の差異がなくなるため、再保険取り引き

れている。
また、災害発生時には保険金支払いの迅速化・効率

モデルを専門的に開発・提供している会社（以下、
「モデル提供

たデータや、人工衛星、
ドローンがとらえた画像データなどを活

したAIR Worldwide社、Risk Management Solutions社、

しようとする動きが加速している。特に大量のデータを蓄積で

シェアが高い。
自然災害発生時には、
これらのモデル提供会社

理できる計算アルゴリズムの発達により、広範な被害を詳細な

る。
その手法には以下の2種類がある。

取り込むことによって分析精度が飛躍的に高まるものと期待さ
化を図るために、地震計や風速計などの各種センサーが観測し

用し、災害発生直後に被害の規模やその分布を精度良く推定

きる大容量ストレージサーバーの登場と、
そのデータを高速処
地理解像度で即時に推定することも可能になってきている。

このような背景のもと、図１に示すように、住宅用の地震保険

が進めやすくなる。
このため、損害保険の国際マーケットでは、
会社」）
によるモデルが広く利用されている。特に米国を拠点に

CoreLogic社の3社がおのおの提供するモデルのマーケット

によるモデルを利用して、被害推定を実施することも可能であ

手法１

を対象に保険金の支払い件数と支払い額の推定が可能な
「地

震被害推定システム」を開発した。
このシステムに採用した推

定手法の第一の特徴は、防災科学技術研究所による全国を高

密度にカバーした強震観測網（K-NET、KiK-net） などからの
3）

地震観測データを活用した点が挙げられる。
これにより地震動
推定における不確実性（誤差）
の大きな低減が期待される。第

二の特徴は、建物の揺れの特性を考慮した精度の高い被害推

モデルにあらかじめセットされている膨大な数の災害
イベントから、実際の災害に類似したイベントを抽出

する方法
手法2

自然災害発生後に、モデル提供会社が災害に関する
観測情報や被害情報を収集して作成した災害の再現

イベントをモデルに組み込む方法

手法1については、
日本の地震を対象にする場合は、モデル

定を実現するため、
マルチパラメータ型被害関数を構築した点

の中にあらかじめセットされている今後発生する可能性がある

あらわす被害関数を構築する際に、最大加速度や最大速度、

ド）
や震央位置、震源深さ等の特徴が類似しているイベントを

が挙げられる。一般的には、地震の揺れの強さと被害の関係を

数十万ケースの地震イベントから、地震の規模（マグニチュー

【図１】地震被害推定システムの全体像
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損害保険各社では、地震や風水災などの自然災害リスクを

計測震度などの単一の指標を用いるが、本手法では建物の揺

れの特性を反映した加速度応答スペクトル値を含めた複数の

抽出して被害を推定する。
この方法は、地震発生後に比較的早

く被害推定を行なうことが可能であるが、類似イベントは必ず
しも実際のイベントを再現したものではないため、
その推定精

250m分解能で地震動分布を推定し、
その結果を公表している

度に課題が残る。

システムである。

るため、手法1よりも高い推定精度が期待されるが、
ある程度情

に取り込むためにはALERTファイル（ALERT：AIR Loss

から数週間程度の時間を要する点が課題となる。
また、再現イ

イル群にデータを変換する必要がある。PRISMで開発した

場合に提供されるため、安定して入手できない可能性もある。

データから必要な情報を数値化した後、
簡単に操作可能なGUI

手法2は、観測情報や被害情報に基づく再現イベントを用い

報を収集した後に提供されるため、被害推定の完了までに数日

ベントはモデル提供会社が災害規模に応じて必要と判断した

⑵地震観測データ組込用インターフェースの開発
PRISMでは上記の手法1と手法2における課題を解決する

ために、地震発生直後に入手可能な地震観測データをモデル
に取り込むためのインターフェースを開発した
（図２）。
インター

フェースの開発にあたっては、損害保険マーケットで広く利用

Q uiQ uakeによる推定地震動データをAI R 社のモデル

Estimation in Real Time）
と呼ばれるバイナリ形式のファ

インターフェースでは、QuiQuakeから入手した推定地震動

（Graphical User Interface）
を介してALERTファイルに変
換することができる。

⑶地震観測データを用いた被害推定精度の検証
2016年熊本地震を対象に、地震観測データと開発したイン

ターフェースを用いて、AIR社の地震リスク計量モデル（以下、

されているモデルであること、モデルの内容を熟知しているこ

「地震モデル」）により、住宅用の地震保険について保険金の

ことから、
モデル提供会社の一つであるAIR Worldwide社（以

らわす被害関数は、地震モデルに備わっているデフォルトを使

図２に示すように、AIR社のモデルでは、地震の揺れの強さと

PRISMで別途開発した
「全国資産データ5）」
を用いた。
この日

と、必要に応じてモデルをカスタマイズできる技術を有している
下、
「AIR社」）
に協力を依頼した。

して、最大地表加速度（PGA：Peak Ground Acceleration）

と、加 速 度 応 答スペクトル（ S a：S p e c t r a l R e s p o n s e

Acceleration）
を用いて保険金の支払い額の推定を行う。加

速度応答スペクトルとは、建物の揺れの周期を考慮した指標の
一つで、AIR社のモデルでは周期0.3秒（Sa0.3秒）
と、
周期1.0秒

（Sa1.0秒）
の値が採用されている。

このため、モデルに取り込む地震観測データにはこれら

の情報が含まれている必要がある。様々な機関から公表さ
れている地震観測データを調査した結果、国立研究開発法

支払い額を推定注2）した。地震の揺れの強さと被害の関係をあ

用した。
また、推定には保険に関するデータが必要になるため、
本全域をカバーしたデータには、建物の数、
用途、構造、建築年

区分、階数に関する情報に加えて、建物・家財別の保険金額と
再調達価額が250m解像度で格納されている。

次頁図３に実際の保険金の支払い額とモデル推定結果の比

較図を示す。同図には前述の手法1で説明した類似イベントに

よる推定結果を併せて示している。
なお、実際の災害に類似し
たイベントはモデルの中に複数存在するケースが多く、一つの

イベントを選定することは難しいため、
同図には五つのイベント

を併記している。同図より地震観測データを活用することによ

人産業技術総合研究所 4）の「地震動マップ即時推定システム

り、推定精度が大きく向上していることが認められた。特に市区

map triggered by observed records）」
によるデータを

も精度良く推定できることが確認された。

（QuiQuake: Quick estimation system for earthQuake

【図２】地震観測データ組込用インターフェースの開発

3

採用した。QuiQuakeは、防災科学技術研究所の強震観測網

（K-NET、KiK-net）
で記録された地震観測データを利用して
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町村単位で比較した散布図をみると、被害の空間的な広がり

レジリエントでサステナブルな社会をめざして
地震観測データとAI技術を活用した地震被害推定システムの開発

このように地震観測データを活用した被害推定手法は、前述

の手法1に比較すると良好な推定精度を得ることができるだけ

効率化を実現するためには、保険金の支払い額だけではなく、
支払い件数の推定に対するニーズがあることが明らかになっ

ではなく、一つのイベントに絞り込めるため、意思決定をする際

た。
しかし、AIR社の地震モデルには支払い件数の推定機能が

定地震動データ入手後の推定時間は半日程度であり、前述の

件数と支払い額の推定が可能なマルチパラメータ型の建物被

に情報として扱いやすい利点がある。
また、QuiQuakeによる推

手法2に比較すると安定的に地震動データが入手できる可能
性も高く、
より早く推定結果が提示できる利点がある。

4．
機械学習によるマルチパラメータ型
被害関数の構築

存在しないため、PRISMにおいて、高い精度で保険金の支払い
害関数を構築した6）。

⑴被害関数の構築手法
図４に機械学習によるマルチパラメータ型被害関数の構築

手法を示す。
同図に示すように過去の地震災害時におけるデー

タを収集して、機械学習手法の一つである多層パーセプトロン

モデルに採用されている被害関数は、モデルにあらかじめ

（Multilayer perceptron、以下「MLP」）により被害関数を

る。
このため、地震観測データを用いて被害関数を再チュー

り、入力層と出力層の間に中間層（隠れ層）を有するモデルで

きる。
また、PRISMの取り組みとして、損害保険会社の損害査

MLPを用いることにした。

セットされている地震イベントを用いてチューニングされてい

ニングすることにより、被害推定精度の一層の向上が期待で
定部門にヒアリングを行った結果、保険金支払いの迅速化・

構築した。MLPは、代表的なニューラルネットワークの1つであ

ある。図４に示すように、本手法では隠れ層が2層ある構造の

【図４】多層パーセプトロン
（MLP）
によるマルチパラメータ型被害関数の構築手法
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【図３】熊本地震を対象にした被害推定精度の検証
（地震保険）

被害関数の構築手法の詳細について、
まず、2018年に発生

した大阪府北部地震、
および北海道胆振東部地震のおのおの
について、地震の揺れの強さ、建物の属性（脆弱性）、被害の程

度に関する情報を結合して、MLP解析用のデータセットを作成

した。
データセットの作成方法は以下のとおりである。

①損害保険会社から収集した住宅向けの地震保険契約データ
と支払保険金データをクリーニングした後に建物と家財別
に分離

②地震保険契約データと支払保険金データを統合し、建物・
家財別に支払い区分（全損・半損・一部損・支払いなしの4区

例えば災害発生時にその災害の特性を反映した被害データを
学習させることで最適な被害関数への更新も可能になる。将来

的にはこのような更新方法も含めて、災害発生からの時間の経
過とともに、確度の高い推定結果を提示することが可能な機能

の追加を検討していく予定である。

⑵地震観測データとマルチパラメータ型被害関数
を用いた被害推定精度の検証
2018年大阪府北部地震を対象に被害推定を実施して実際の

分）
をもつデータセットを作成

保険金の支払い額と比較した。府県別の比較結果を図５
（a）
に

保コード）
を基に、契約の所在地や事故場所情報に相当する

15%程度の誤差に収まっており、高い精度で推定できているこ

③上記データセットに含まれる損害保険用の所在地コード
（損

示すように、推定結果は実際の支払い額に対して5府県合計で

緯度・経度情報を付与

とを確認した。
また、支払い件数の推定結果について、図５
（b）

に関する情報として、
産業技術総合研究所のQuiQuakeに

い件数との比較を示す。
同図から支払い件数についても推定精

地表加速度
（PGA）
、
最大地表速度
（PGV：Peak Ground

確認した。
なお、北海道胆振東部地震や熊本地震についても同

④緯度・経度情報を基に、
データ1件単位で地震の揺れの強さ
より250m解像度で推定された地震動分布に基づく、最大

Velocity）、
および0.3秒と1.0秒の加速度応答スペクトル

（Sa0.3、
Sa1.0）
からなる計4パラメータをデータセットに統合

次に、作成したMLP解析用データセットを用いて機械学習

により被害関数を構築した。MLPは全損や半損などの支払い

区分を分類する際に、例えば全損に分類される割合がどのく

に大阪府の市区町村を対象にして、建物・家財別に実際の支払

度は良好であり、地理的な分布を的確に推定できていることを
様の検証を行い、精度良く推定できていることを確認している。

5．
今後の展望
現在、
「 地震被害推定システム」などのPRISMの研究成果

らいかに関する情報として
「分類割合」
という数値を出力する。

や公開情報、およびＭＳ＆ＡＤインターリスク総研独自の自

区分を正解ラベルとするデータセットでMLPを学習させ、任意

社や一般企業などの業務を支援するための「情報共有プラッ

そこで、地震の揺れの強さ、建物の属性を入力値とし、支払い

然災害リスク情報や被害推定情報などを集約し、損害保険会

の入力データについて支払い区分の分類割合を出力させた。
そ

トフォーム」
の開発を進めている
（次頁図６）。今後、本プラット

率と解釈して、被害関数を構築した。具体的には、MLP解析用

だけではなく、洪水なども含めた多様な災害に対応できるよう

して、
この分類割合を各支払い区分の発生確率を表した被害

データセットの約90%を訓練データ、残り約10%を検証データ

フォームは、住宅向けの地震保険を対象にした被害推定情報

に対象を拡大していくとともに、防災科学技術研究所が今後進

として、MLPの全層でパラメータ更新できる状態で訓練を実施

める防災情報サービスプラットフォームの研究と連携し、
自治

ラメータ型被害関数について、AIR社の地震モデルへの実装を

で、
リスクソリューションツールとして活用していく予定である。

して、最終的に被害関数を構築した。
さらに構築したマルチパ

（a）府県別の保険金支払い額の比較
【図５】大阪府北部地震を対象にした被害推定精度の検証
（地震保険）

5

行った。なお、
この被害関数の構築手法の特徴に着目すると、

RMFOCUS Vol.78〈2021 Summer〉

体や一般企業からもアクセスできるように機能を拡張すること

（b）大阪府市区町村別の保険金支払い件数の比較
（左図：建物、右図：家財）

レジリエントでサステナブルな社会をめざして
地震観測データとAI技術を活用した地震被害推定システムの開発

6．
研究成果の社会実装に向けて
本稿では、PRISMの研究成果として、三井住友海上火災

保険と共同で開発した「地震被害推定システム」を紹介した。

一連の研究を通じて、地震観測データを用いることにより、

高度化を図り、本稿で紹介した
「情報共有プラットフォーム」
を
活用したリスクソリューションを提供していくことにより、
自然

災害による被害の軽減と被害からの早期復旧が可能なレジリ

エントな社会実現への貢献を目指している。

地震動推定における不確実性（誤差）の大きな低減を図るこ

以上

とができ、地震被害の規模だけではなく被害の分布について
も良好な推定結果が得られることを確認した。また、AI技術

（本文中の図はＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

の一つである機械学習を用いて、直近の損害保険データを
学習させ、住宅用の地震保険を対象に建物・家財別の被害

推定が可能なマルチパラメータ型被害関数の構築を行った。

この新しい被害関数により、保険金の支払い件数と支払い額を
精度良く推定可能な手法を開発した。

PRISMにおける3か年の研究は、損害保険会社や再保険会

社などの損害保険関連企業において、広く利用されている自然
災害リスク計量モデルを活用して、
地震被害推定手法の高度化

参考文献・資料等
1）内閣府：官民研究開発投資拡大プログラム（Public/Private R&D
Investment Strategic Expansion PrograM：PRISM（プリズ
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の一部として開発した地震観測データ組込用インターフェース

２）防災科学技術研究所：官民研究開発投資拡大プログラム, 革新的
建設・インフラ維持管理技術／革新的防災・減災技術, 官民データ
連携による応急対応促進＜https://forr.bosai.go.jp/prism/＞
（最終アクセス2021年5月21日）

になっており、損害保険の国際マーケット全体として、
より安定
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KiK-net）
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4）産業技術総合研究所：QuiQuake－地震動マップ即時推定シ
ステム－＜https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/＞（最終アクセス
2021年5月21日）

化を達成するために、
「地震被害推定システム」
については、24

時間体制で安定的に作動するシステムの構築を目指して、一層

5）中井智基，
井上史也、堀江啓：250mメッシュ解像度全国住宅資産
データの構築, 地域安全学会第46回研究発表会（春季）, pp.151152, 2020.

を検討し、損害保険実務における運用を開始する予定である。

6）河辺賢，
堀江啓：地震保険データを用いた深層学習による建物被
害関数の構築可能性，
日本建築学会大会学術講演梗概集，
pp.217218，2020.

を進めたものである。
この成果として、
「地震被害推定システム」
は、AIR社よりライセンス提供され、各社が利用することが可能

的な保険サービスを継続的に提供するためのツールとしての
PRISMの今後2か年の研究計画では、研究成果の社会実装

の自動処理化や開発中の情報共有プラットフォームへの搭載
また、今後は損害保険関連企業による活用に加えて、一般企

業や自治体などを対象に、防災、減災対策に役立つリスク情報

や被害推定情報を提供していくことを目的に、洪水被害推定シ

ステムの開発や、道路通行状況の把握手法の構築についても

注）

検討を予定している。
これらの研究成果については稿をあらた

1）PRISMは
「Public/Private R&D Investment Strategic Expansion
PrograM」
の略称であり、プリズムと呼称する

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研は、今後もPRISMにおける

2）厳密には
「推定」
ではなく、過去に発生した地震被害が
「再現」
できるかどうか
を確認することにより精度検証を実施したものであるが、本稿では現時点で
熊本地震などが発生したと仮定し、
「推定」
という用語を用いている

めて紹介したい。

研究開発を推進して、
リスク分析や被害推定に関わる技術の
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【図６】情報共有プラットフォームのイメージ

オールハザードBCP

「従来型」
ＢＣＰの限界と
「オールハザード型」
ＢＣＰの思想の付加
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部 事業継続マネジメント第一グループ
上席コンサルタント

や

の

た

か

し

矢 野 喬 士（左）

リスクマネジメント第四部 事業継続マネジメント第二グループ
上席コンサルタント

い

わ

た

ゆ

う

じ

岩 田 祐治（右）

要旨
▪リスクが多様化・複雑化する現代社会においては、原因事象型／シナリオベース型のいわゆる
「従来型」
ＢＣＰの脆弱性が
露呈されはじめ、今回の新型コロナウイルス感染症においても、
ＢＣＰが機能しなかった企業が一定数存在した。
▪こうした状況を受けて、2021年2月に一般社団法人日本経済団体連合会は
「既存のＢＣＰの見直し・活用に加えて、
「オー
ルハザード型
（あらゆるリスクに耐えうるもの）
」
ＢＣＰの整備を進めるべき」
との提言を発表した。
▪
「オールハザード型」
ＢＣＰ構築においては、
「従来型」
ＢＣＰを廃止するのではなく、それらを活かして
「オールハザード型」
Ｂ
ＣＰの思想を付加する、すなわち
「結果事象」
の考え方を導入し、重要な経営資源
（リソース）
の
「群
（人員、拠点、基幹サー
バー、
サプライヤー）
」
で代替戦略などを考えることが肝要である。
▪企業は
「代替拠点の設定」
や
「企業間連携の構築」
「
、サプライチェーン強靱化」
などを通じて
「オールハザード型」
ＢＣＰを構
築し、
「あらゆるリスクに耐えられる想定」
のもとで、従業員や顧客などの
「安全確保」
と
「事業活動の維持」
の両立を図る
取り組みを進める必要がある。

１

多様化する
「事業中断リスク」

⑴「地震リスク」偏重の日本企業
私たち日本企業が重要視すべき
「事業中断リスク」
とは何であ
ろうか。

7

これまでも大きな爪痕を残してきた
（次頁表１）。
特に2021年で10年の節目を迎えた東日本大震災は、経済損失
が約16兆9千億円、震災関連倒産は2011年3月から2021年2月ま
での120カ月のうち、2020年5月を除く119カ月で発生しているとい
う、
まさに
「未曽有」
の危機であったといえよう。
そして、米国同時多発テロ（2001年）をきっかけに、日本でも
徐々に関心が高まりつつあった企業の「事業継続マネジメント

これまでは、
日本企業が抱える重大な事業中断リスクといえば

（以下、
「ＢＣＭ」）」
や
「事業継続計画（以下、
「ＢＣＰ」）」
の取り組

「地震」
であっただろう。阪神・淡路大震災（1995年）
や新潟県の

みは、
この東日本大震災を大きなターニングポイントとして、
より

中越地震（2004年）
・中越沖地震（2007年）、東日本大震災（2011

多くの企業が「事前の備えの重要性」
や
「非常事態における事業

年）、熊本地震（2016年）、大阪府北部地震（2018年）、北海道胆振

継続の重要性」
を再認識することで、その機運が高まった
（次頁

東部地震
（2018年）
、
そして直近では福島県沖地震
（2021年）
など、

図１）。

「地震大国・ニッポン」
で事業活動を行う以上、
「 地震リスク」は

このように、
日本企業はこれまで様々な地震を経験してきたこ

日本の企業においては切っても切り離せないリスクであり、
そして

とで、
「地震リスク」
を最大の事業中断リスクとしてとらえ、
ＢＣＰ
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をはじめ様々な事前対策を講じてきた。事実、
ＢＣＰに関する日

の想定リスクが圧倒的に
「地震」
であったことからも、
日本企業の

本の公的ガイドラインの一つである内閣府「事業継続ガイドライ

これまでの事業継続取組が「地震リスク」偏重であったことがう

ン」
においても、第一版（2005年）
と第二版（2009年）
では
「はじめ

かがえる
（図２）。

に想定する災害として重大な災害リスクで海外からも懸念の強い
「地震」
を推奨」
と記載されており、
また過去のＢＣＰ策定済企業

【表１】近年の地震と企業への影響

災害名称

被害概要

東日本大震災
（平成23年3月11日）

ー

内閣府の公表による経済損失は約16兆9千億円。震災関連倒産は2011年3月から2021年2月までの
120カ月のうち、2020年5月を除く119カ月で発生。倒産企業の従業員被災者数は3万人程度

熊本地震
（平成28年4月16日）

自動車製造業

部品の調達停滞により2週間以上工場が稼働停止、5月6日より一部生産を縮小して稼動、通常稼働に
は半年程度を要した

製造業

停電、
クリーンルーム等の建屋の損壊により2週間以上工場が稼働停止、建屋の壁を壊し生産設備を
別の場所に移転させ生産を再開させた

製造業

水道・ガスの停止や建物、設備の位置ずれで1週間程度工場が稼働停止。在庫を出荷することで対応
した

製造業

設備被害により1週間以上工場が稼働停止し、在庫不足により出荷停止を検討した企業は、取引先と
の出荷減で調整した

大阪北部地震
（平成30年６月18日）

北海道胆振東部地震
（平成30年9月6日）

電力会社

発電所の停止、送電線の故障により道内全域が停電し、完全復旧は10月4日となった

製造業

生産設備がずれ、製造工程のチェックに時間を要したため、1か月程度稼働停止した

製造業

停電により設備が停止し5日間生産が停止。約1週間分在庫を保有しており、在庫を出荷して対応した
（出典：各種報道記事などを基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

＋18.2
東日本大震災

平均＋5.7

＋8.2
東日本大震災

平均＋3.4

【図２】2011年調査におけるＢＣＰ見直し・策定において想定するリスク
（出典：株式会社ＮＴＴデータ経営研究所「東日本大震災を受けた企業の事業
継続に係る意識調査」
（2011年7月19日）
）

【図１】経年で見るＢＣＰ策定状況
（規模別）
（出典：内閣府「令和元年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」
（2020
年3月）
を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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業種

⑵リスクの多様化・複雑化

そして
「感染症リスク」
であるが、2019年に新型コロナウイルス
感染症（以下、
「ＣＯＶＩＤ-19」）
の最初の症例が中国で確認され

しかしながら、
こうした
「地震リスク」
に偏重した企業の事業継

て以降、
日本企業はこの
「感染症リスク」
がもたらす未曽有の危機

続取組に待ったをかける事象が近年多く発生している。
その最た

にいまださらされている。特に日本においては、感染の抑制を目的

るものが
「風水災リスク」
と
「感染症リスク」
であろう。

とした各種自粛要請などがたびたび実施されたことで、飲食業や

日本における
「風水災リスク」
を見ると、近年「非常に激しい雨
（時間降水量50mm以上）」
や
「猛烈な雨（時間降水量80mm以

観光業などが大打撃を受けており、相次ぐ企業の倒産が発生し
ている
（次頁図４）。

上）」
の発生回数が以前に比べて増加していることが、統計上で

さらには、大手半導体メーカーを襲った
「火災リスク」
や、
日本

明らかになっている
（図３）。
そして、
この風水災の頻発化・激甚化

の大手企業もたびたび被害を受けている
「サイバーリスク」、半

は、企業に対しても大きな被害をもたらしており、特に令和元年

導体供給不足や米中貿易摩擦、新疆ウイグル自治区の人権問題

台風第19号では、工業団地全域が冠水したことにより、工業団地

などに端を発する
「サプライチェーンリスク」、
そして2021年3月に

関連で約528億円の被害額が発生し、
さらに東証一部上場の大

ハザードマップが見直しされた富士山噴火などの
「火山噴火リス

手企業が工業団地から移転する事態にまで発展した
（表２）。

ク」
など、
日本企業を取り巻くリスクはより一層多様化し、複雑化
している。

【図３】降水雨量別に見た年間発生回数の経年変化 （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」
を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
【表２】近年の風水災と企業への影響

災害名称

平成30年
7月豪雨

平成30年
台風第21号
令和元年
台風第15号

令和元年
台風第19号

業種

被害概要

自動車製造業

部品の調達停滞と従業員の安全確保のため、11日間操業が完全停止。その後約2週間ほど生産量を抑制

酒類製造業

土砂流入による停電で生産設備がストップしたことにより、醸造タンクで発酵するもろみの温度管理ができず、
被害総額は約10億円に上るという

陸運業

幹線被災に伴い、貨物列車の運転中止区間をトラックや船舶で代行輸送した為、輸送量が平常時の13～14%
の水準にとどまった

空港運営会社

タンカーが連絡橋に衝突したことで、空港が閉鎖し約3,000人が孤立。主力ターミナルが全面再開したのは17日
後、連絡橋の全面再開は7か月を要した

鉄鋼業

主力の工場復旧には最長で約6か月。もう一つの工場も約10か月かかる見通しで、数百億円の減益要因になる
可能性がある

工業団地

高波の高さが最大約10mに達し、団地内653社のうち490社が浸水などの被害を受けた。事業の再開まで数か
月かかると見込む業者もいる

製造業

工場が浸水して操業停止。復旧には2か月かかる見込みで、国内外の工場で代替生産を行うことを検討

工業団地

工業団地全域が冠水。市内の企業などの被害額は全体で647億円。
うち、当該工業団地が8割強の約528億円
を占めた

鉄道業

車両基地が浸水し、10編成120両が水に浸かる。最終的な基地の復旧は2020年5月時点で
「10年以内」
の期間を
見込み、費用は約500億円という
（出典：各種報道記事などを基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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【図５】
「従来型」
ＢＣＰのイメージ

【図４】新型コロナウイルス関連倒産の月別発生件数
（出典：株式会社帝国データバンク「「新型コロナウイルス関連倒産」動向調査」
（2021年5月19日）
を基にMS&ADインターリスク総研作成）

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

「火山噴火」
ＢＣＰなど、様々なリスクに応じたＢＣＰを作成するこ
とで、管理する文書が多岐に亘り、訓練や見直しに複雑な対応が
求められることになってしまった。

「従来型」
ＢＣＰの限界

⑴原因事象型／シナリオベース型ＢＣＰの限界

があるだろうか。
東日本大震災の
「津波」
や
「原発事故」
、
熊本地震
の
「大きな余震」、北海道胆振東部地震の
「大規模停電」、
そして
今回のＣＯＶＩＤ-19では、
まさしく
「想定外」
の連続であろう。
「従来型」
ＢＣＰは、想定したシナリオ通りに事象が発生するこ

このように、
リスクが多様化・複雑化している現代社会におい

とが大前提であるが、そもそもリスクの想定には限界があり、想

て、
これまで多くの日本企業が策定してきた
「従来型」
のＢＣＰは

定外の事象が発生した場合には対応が困難になるという脆弱

限界を迎えつつある。
ここでいう
「従来型」
のＢＣＰとは、
すなわち
「原因事象型」
「シナ
リオベース型」
のＢＣＰを指す。上述したように、
日本企業はこれ
まで
「地震リスク」
を最大の事業中断リスクとしてとらえ、事業継

性を孕んでいる。事実、
みずほ情報総研株式会社の調査では、今
回のＣＯＶＩＤ-19対応において、
ＢＣＰが「効果的に機能した」
と
答えた企業は16.7％にとどまり、
ＢＣＰが
「あまり機能しなかった」
「まったく機能しなかった」企業は27.6％、その理由の多くが「自

続取組を進めてきた。
そして企業は、
この
「地震リスク」
という
「原

社ＢＣＰにおける想定・前提と異なっていた」
となっており、想定

因」
を念頭に置いた上で、
「どこで」
「どのような災害が起きて」
「ど

シナリオをベースとした
「従来型」
ＢＣＰの脆弱性が露呈した形と

のような被害を受ける」
という、
「被災シナリオ」
を作成して、
ＢＣＰ

なった
（図６）。

をはじめとする各種事前対策を実施してきた
（図５）。
しかし、
リスクが多様化・複雑化してきたことで、
この
「従来型」
のＢＣＰは二つの課題を露呈した。
一つ目は、それぞれの原因事象ごとにＢＣＰを作成しなけれ
ばならないという点である。
これまでの「地震」
ＢＣＰに加えて、
「風水災」
ＢＣＰ、
「 感染症」
ＢＣＰ、はたまた「サイバー」
ＢＣＰや

⑵「オールハザード型」
ＢＣＰ整備の機運の高まり
こうした現状を踏まえて、
日本では改めて、
あらゆる非常事態を
対象とした、結果事象に備えた
「オールハザード型」
ＢＣＰ整備の
必要性が叫ばれている。

【図６】
ＣＯＶ
ＩＤ-19対策におけるＢＣＰの効果
（出典：みずほ情報総研株式会社「新型コロナウイルス感染症流行を踏まえたＢＣＰに関する調査」
（2020年9月8日）
）
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そして二つ目は、
「想定外」
に対応できないという点である。
果た
してこれまで、
私たちの
「想定シナリオ通りの事象」
が起こったこと

この議論は当初、東日本大震災で発生した様々な想定外の事
態を受けて広まっていた。内閣府「事業継続ガイドライン」
は、上
述したように当初は
「地震リスク」偏重であったが、第三版（2013
年）
では
「事業の中断をもたらす可能性がある、
あらゆる発生事象
について適用可能である」
との表現に変更されている。
そして今回、
ＣＯＶＩＤ-19によって
「従来型」
ＢＣＰの脆弱性が

3

「オールハザード型」
ＢＣＰ構築の
アプローチ

⑴「オールハザード型」
ＢＣＰの考え方
「オールハザード型」
ＢＣＰは、原因事象が何であれ、例えば自

露呈したことにより、
「オールハザード型」
ＢＣＰ整備の機運はよ

然災害と感染症の流行の同時発生といった複合災害時であって

り一層高まっている。

も、
「結果として生じる事象」
に備えて、事業を継続するという考え

2021年2月、一般社団法人日本経済団体連合会（以下、
「経団

方に基づくものである
（図８）。個別の災害や特定のリスクといっ

連」）
は、
「非常事態に対してレジリエントな経済社会の構築に向

た被害の
「原因」
ではなく、非常事態の発生によって
「結果」
として

けて―新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえて―」
と題した

生じる、例えば、要員の不足、停電、機器の故障、工場全体の操業

提言を発表した。
ここでは、既存のＢＣＰの不十分さを指摘した

停止、
輸出入制限やサプライヤー被災による部品調達不足などの

上で、今後企業に求められる取り組みとして、
「既存のＢＣＰの見

「経営資源（リソース）
の毀損」
に着目して考察するＢＣＰである。

直し・活用に加えて、
「オールハザード型（あらゆるリスクに耐えう

この考え方に立てば、想定外の事象（原因）
が発生した場合で

るもの）」
ＢＣＰの整備を進めるべきである。
（中略）パンデミック

も、結果事象としてみた被害が同じものであるならば、そのため

や大規模自然災害といった個別の災害・リスク毎の対応をベース

に立てた戦略・対策は、
この想定外の事象（原因）
の場合において

とする対応から、
「非常事態全般への備え」
すなわち
「あらゆるリ

も有効性が期待できる。

スクに耐えられる想定」
のもとで、
オールハザード型の対応へと発
想を転換することが肝要である。」
と述べている
（図７）。
こうした動きも相まって、多くの企業が「従来型」
ＢＣＰを見直
し、
「オールハザード型」
ＢＣＰの整備に着手し始めている。

⑵「オールハザード型」
ＢＣＰ構築の考え方
～思想の付加～
それでは、
「オールハザード型」
ＢＣＰはどのように構築すれば
良いのであろうか。
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研は、既に
「原因事象型」
「シナリオ
ベース型」
ＢＣＰがある企業においては、
これらを廃止して一から
作り直すのではなく、
「結果事象」
の考えを
「付加」
することで、
これ
までのＢＣＰを見直す・ブラッシュアップすることを推奨している。
その際重要となるのが、安全配慮義務など人命に関わる
「初動
対応」
と、
「事業活動の継続や復旧対応」
を分けて整理することで
ある。
すなわち、
「初動対応」は、活動内容が原因事象によってそ
れぞれ異なるため個別に策定し、一方で「事業継続・復旧対応」

【図７】非常事態と個別リスクの対応関係
（概念図）
（出典：一般社団法人日本経済団体連合会「非常事態に対してレジリエントな経済社会
の構築に向けて―新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえて―」
（2021年2月16日））

は原因事象を問わず共通部分として整理する、
ということである
（次頁図９）。

【図８】
「オールハザード型」
ＢＣＰのイメージ
（出典：一般社団法人日本経済団体連合会「非常事態に対してレジリエントな経済社会の構築に向けて―新型コロナウイルス
感染症の経験を踏まえて―」
（2021年2月16日）
）
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復 旧できない 可 能 性 が 少しでもある経 営 資 源（リソース）
はもとより「 使 用 不 可 能 である 」ことを 前 提として事 業 継
続 戦 略を検 討する。このため、その事 業 継 続 戦 略は代 替 戦
略 、在 庫 戦 略 、連 携 戦 略など、現 地 復旧戦 略 以 外の戦 略が
中 心となる。なお 、個 別 の 経 営 資 源（リソース）ごとにこれ
らを検 討するのは 手 間 がかかるため、複 数の経 営 資 源（リ
ソース）を「人員」
「 拠点」
「 基幹サーバ」
「 サプライヤー」の四
つの 大きな 群としてとらえて、それら「 群 」の 機 能 が 一 括し
て損 なわれた 場 合 の 対 応 策 を整 理 するのも一 考であろう
【図９】
「オールハザード型」
ＢＣＰの適用範囲のイメージ
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

リスクが顕在化した直後の「初動対応」においては、地震や風
水災、感染症などの
「原因事象」
によって対応内容が異なるため、
個別に想定されるシナリオに応じた、具体的な対応内容を記した
マニュアルを定めておくことが有効である。
そのため、
従来の
「シナ
一方で、
「 事業継続・復旧対応」や「平時の対策」については、
「結果事象」
の考えを
「付加」
することが求められる。
「事業継続・復旧対応」
と
「平時の対策」
における従来の
「シナリオ
ベース型」
ＢＣＰと
「オールハザード型」
ＢＣＰの比較を表３に示す。
「事業継続・復旧対応」
においては、両者とも、重要な経営資源
（リソース）に着目をして、対策を立てる。
この際、
「シナリオベー
ス型」では経営資源（リソース）の被災想定を行い、被災想定
に基づいて対応内容（事業継続戦略）を検討する。
よって被災
程度が小さいシナリオを採用した場合は、現地復旧戦略が中
心となる
（甚大な被災想定シナリオでは、代替戦略も対象とな
る）。
これに対して、
「オールハザード型」
では、
目標復旧時間内に

そして
「平時の対策」
として、
「シナリオベース型」
ＢＣＰでは特
定の被災想定に基づいて、現地復旧戦略を前提とした経営資源
（リソース）への事前対策（防災減災対策・経営資源（リソース）
単体の代替策など）
を行うのに対して、
「オールハザード型」BCP
においては、
その原因にかかわらず「重要な経営資源（リソース）
が使用不可能」
という前提を広く置くために、その対策は、経営
資源（リソース）への事前対策に加えて、拠点の代替策、在庫対
策、地域や他社との連携策など、現地復旧戦略を前提としない
対策が中心となる。
これは結果的に、
リスク共通で対応可能な対
策となる。
特に
「オールハザード型」
ＢＣＰの観点では、個々の重要な経営
資源（リソース）について代替を確保する
「代替戦略」が、幅広い
事象、
あらゆるリスクに対して共通して有効となる可能性が高い。
そのため、
これまで
「シナリオベース型」
のＢＣＰで
「現地での復旧
戦略（設備復旧や在庫活用など）」
を中心に対策を検討していた
企業であっても、
「オールハザード型」
ＢＣＰの考え方を付加すれ
ば、
「代替戦略（代替拠点での業務継続や代替調達など）」
が検討
の対象に入ることとなる
（次頁表４）。

【表３】
「シナリオベース型」
ＢＣＰと
「オールハザード型」
ＢＣＰ比較

分類

シナリオベース型BCP

オールハザード型BCP

被害の原因となる具体的な事象(地震、火災、水 被害の原因ではなく、被害の結果(例えばオフィスが使用で
災など)に着目して対応を検討
きない、従業員が出社できない等)に着目して対応を検討

考え方
対象となる事象の範囲

特定の事象への対応を想定

部門ごとの重要業務の継続策

ボトルネックの被災想定に基づき、継続策を検討 ボトルネックが使用不可能(欠損)な場合の継続策を検討

さまざまな事象への対応が可能

重要業務継続のための平時の対策

特定のリスクを対象にした課題への対応

特定リスクへの対策に加えて、
リスク共通の課題へ対応(重
要なリソースのバックアップ策の抜本的見直し等)
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【図１０】各種経営資源
（リソース）
を一括して
「群」
としてとらえる方法
（例）

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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リオベース型」
ＢＣＰを活用することができる。

（図１０）。

【表４】製造業・物流業を例にした
「シナリオベース型」
ＢＣＰと
「オールハザード型」
ＢＣＰの対策事例
■例：製造業
シナリオベース型BCPの対策事例
（リソースの被災想定に基づく対策）

分類

リソース

オールハザード型BCPの対策事例
（リソースの使用不可能を前提とした対策）

担当者
（スキル）

有事にも参集できるよう、
キーマンに工場周辺の社宅を 人員の育成・多能工化、有資格者(高圧ガス、電気設備技
貸与
師など)の拡充

製造ライン

生産設備の固定等耐震対策

代替生産を依頼できる協力先との協定
完成品在庫の積み増し
バックアップ拠点での製造

社会インフラ
（電力、水道、ガス） 供給再開まで事業停止(対策困難)
調達先

複数購買(同時被災リスクの低いサプライヤーの確保)

■例：物流業(ストックヤード)
シナリオベース型BCPの対策事例
（リソースの被災想定に基づく対策）

分類
担当者
（スキル）
リソース 自動倉庫設備

オールハザード型BCPの対策事例
（リソースの使用不可能を前提とした対策）

有事にも参集できるよう、キーマンにヤード周辺の社宅 人員の育成・多能工化、有資格者
（フォークリフトなど）
の
を貸与
拡充
設備の固定等耐震対策

社会インフラ
（電力、水道、ガス） 供給再開まで事業停止(対策困難)
車両

取引先に近い地方倉庫等への分散在庫保管
※消費期限の長い製品を中心に
緊急時庸車先の手配
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

4

「代替戦略」構築に資するアプローチ

⑵企業間連携の構築
しかしながら、大企業、中小企業に限らず、通常の拠点と同等

ここからは、
「オールハザード型」
ＢＣＰのメインとなる戦略であ

の代替拠点を準備することは、費用や管理などの観点から容易で

る
「代替戦略」
の検討・構築に資するアプローチを、事例を交えて

はなく、重要業務の複線化が困難な場合もあるだろう。
そのよう

紹介する。

な場合には、他社と災害時における相互支援を合意し、相互連携

⑴代替拠点の設定

協定を締結するなど、企業間連携を構築することで代替拠点に
準ずる戦略をとることも考えられる。
同じく内閣官房国土強靱化推進室『国土強靱化 民間の取組

人員の代替や設備の代替など、
「 代替戦略」
と一口にいっても

事例集（平成31年4月）』
で取り上げられている西光エンジニアリ

様々なアプローチがあるが、
その最たるものが
「代替拠点の設定」

ング株式会社（静岡県）は、沖縄の営業所に重要データを移し、

である。

さらに北海道の同業者と業務提携を結ぶことで、災害が発生し

個々の重要な経営資源（リソース）
について代替を確保する代

同社が機能不全に陥ったとしても、直ちに沖縄と北海道から機器

替戦略の有無が、
あらゆるリスクへの対応力を大きく左右する。

の復旧、保守・補修を行い、全国に散らばる同社の顧客の事業継

ある程度地理的に離れた場所に自社の代替拠点を設定し、
「人

続を支える体制を構築している
（図１１）。

員」
「拠点」
「基幹サーバ」
などの重要な経営資源（リソース）群の
代替を確保することができれば、幅広いリスクに共通して効果が
高いため、非常事態全般を想定した事業継続戦略として有効性
が高い。
この
「代替拠点の設定」
で有名な企業は、
内閣官房国土強靱化
推進室
『国土強靱化 民間の取組事例集
（平成27年6月）
』
でも取
り上げられている外資系生命保険会社Ａ社である。同社は、事業
継続体制を強化するプログラムの一環として、東京とは別に北海
道にも本社を設立して2本社体制とし、主要業務の複線化を実現
している
（2015年時点で15の重要業務のうち七つの業務が北海
道の本社に移管済）
。
もちろん、
そこに至るまでには、
特に
「人材確
保／人材育成」
において多くの課題があったが、大規模な現地採
用や社員教育などを通じてこれを乗り越えてきた。
こうした先進
的取組はぜひ参考にしていただきたい。

【図１１】西光エンジニアリング㈱の事業継続取組
（出典：西光エンジニアリング㈱企業ＨＰ）
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⑶サプライチェーンの強靱化

5

今後の企業のあるべき姿

以上のような
「代替拠点の設定」
や
「企業間連携の構築」
は、重
要な経営資源（リソース）群である
「人員」
「 拠点」
「 基幹サーバ」

ノンフィクション作家の柳田邦男氏は、東日本大震災の原発

の代替に寄与する取り組みであるが、並行して
「サプライヤー」
の

事故を受けて
「想定外とは、
「それ以上のことは考えないことにし

代替についても考えなければならない。経団連も先の提言で
「グ

よう」
という思考に免罪符を与える言葉で、安全性を阻害する。

ローバルサプライチェーンが拡大、複雑化するとともに、大規模

想定以上の事態が起きた時にどう対応するかという準備を放棄

事故、
テロや周辺国の諸情勢によるサプライチェーン分断のリス

してしまうからだ」
と述べている。
「想定外のリスク」
というのは、
企

クも一層増大している。企業は、事業継続に向けてリスクに備え

業の社会的責任を放棄した言い訳としてとらえられかねない。

るとともに、各々の企業によるサプライチェーンの強靱化が、社会

リスクが多様化・複雑化する現代ではあるが、企業は
「あらゆる

全体としてのレジリエンスの強化につながるという認識の下で、

リスクに耐えられる想定」のもとで、従業員や顧客等の「安全確

取り組みを進める必要がある」
と述べているように、
ＣＯＶＩＤ-19

保」
と
「事業活動の維持」
の両立を図る取り組みを進める必要が

でグローバルサプライチェーンの脆弱性が明らかとなった今、

ある。
そしてそのためには、
リスクを特定して、
シナリオを作成し対

サプライチェーンの再構築、
すなわち強靱化が求められている。

策を進める
「従来型」
ＢＣＰを見直し、経営資源（リソース）
を軸に

特にサプライチェーンが国内外に張り巡らされている現代にお
いて、多様な障害が同時に発生しうる。そうしたサプライチェー

した、結果事象で対策を進める
「オールハザード型」
ＢＣＰを整備
することが急務といえよう。
以上

（図１２）。

参考文献・資料等
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4）内閣官房国土強靱化推進室「国土強靱化 民間の取組事例集（平成
27年6月）」2015年6月

【図１２】
サプライチェーンの強靱化に向けて
（出典：一般社団法人日本経済団体連合会「非常事態に対してレジリエントな経済社
会の構築に向けて―新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえて―」
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を活用したＢＣＭの構築、
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四つを挙げている。
こちらも併せて確認いただきたい。

5）内閣官房国土強靱化推進室「国土強靱化 民間の取組事例集（平成
31年4月）」2019年6月
6）気象庁「大雨や猛暑日など（極端現象）のこれまでの変化」2020年1月
7）一般社団法人日本経済団体連合会「非常事態に対してレジリエント
な経済社会の構築に向けて―新型コロナウイルス感染症の経験を
踏まえて―」2021年2月
8）株式会社東京商工リサーチ「“震災から10年”「東日本大震災」関連
倒産状況」2021年2月
9）株式会社ＮＴＴデータ経営研究所「東日本大震災を受けた企業の事
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10）株式会社ＮＴＴデータ経営研究所「企業の事業継続に係る意識調査
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11）株式会社帝国データバンク「「新型コロナウイルス関連倒産」動向調
査」2021年5月
12）みずほ情報総研株式会社「新型コロナウイルス感染症流行を踏まえ
たＢＣＰに関する調査」2020年9月
13）ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社「ＲＭ ＦＯＣＵＳ第75号」
14）西光エンジニアリング株式会社「事業継続計画（ＢＣＰ）」＜https://
www.seikoeng.jp/74947/after-sales-service/＞（最終アクセス
2021年5月24日）
15）柳田邦男「リスク開示し危機管理を」
『日本経済新聞 』2011年5月
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ン全体のリスクに備え、
サプライチェーンの
「多元化」、
「可視化」、
「一体化」
の三つの取り組みによる強靱化を推進する必要がある

公的防災情報の活用

自然災害ハザードマップの
利活用について
〜激甚化する自然災害に備えて〜

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一部 リスクエンジニアリング第一グループ
上席コンサルタント

み つ お か

あきら

満岡 顕

要旨
▪近年、台風や豪雨の発生により各地で大きな災害が発生している。それにより2019年度の水害による損害額は過去最
高を記録した。災害が過去に比べて激甚化してきたことについて近年の傾向を踏まえ解説する。

▪防災のための第一歩としてハザードマップを紹介する。洪水や土砂災害のハザードマップを中心に改正の経緯や近年
の動向、
またハザードマップの情報を補う方法について解説する。

▪災害発生が懸念される際の防災気象情報について、警戒レベルの運用の変更の経緯、
リアルタイム情報の活用方法の
解説およびＭＳ＆ＡＤインターリスク総研のソリューションについて紹介する。

１

わが国における降雨の長期的変化と
近年の水災被害状況

⑴近年の降雨状況

一方で、年降水量の偏差は2020年が+210.2mmであり、2010
年代は軒並み偏差がプラスであるが、
日本の年降水量に長期変

わが国では毎年のように地震、台風、洪水といった自然災害が
発生している。年によって若干の差はあるが、徐々に1時間降水量
50mmを超える雨の発生件数が上昇してきている。
また、
日降水

化傾向は見られないと公表された
（図2）1）。
つまり、一度の降雨の際には多量の雨が降るが、無降水日も多
くなる傾向にあると推測される。

量400mm以上の発生件数も長期的に上昇傾向にある
（図1）。

【図2】
日本の年降水量偏差

【図1】大雨の年間発生回数
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（出典：気象庁）

（出典：気象庁）

公的防災情報の活用

気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会の報告による

地球規模での気候変動により年々自然災害の規模が大きく

と、
わが国では気候変動により気温が2℃上昇した場合、2040年

なり、激甚災害に指定されるような規模の大きい災害が発生す

以降の降雨量は北海道で1.15倍、
その他の地域で1.1倍になると

ることが多くなっている状況が我々を取り巻く現状である。その

想定されているが、洪水の発生頻度は約2倍に達すると公表され

一例として、2019年（令和元年）の台風第19号による降水量を

た
（図3）。

示す。24時間降水量の期間最大値で、神奈川県の箱根地点では
942.5mm、静岡県の伊豆市の湯ヶ島地点では717.5mmに達した
（図４）。
この台風により、多くの地点で降水量の観測史上1位を更新し
たほか、土砂災害や河川の氾濫、がれき等の災害廃棄物の発生
など大きな被害をもたらした。
年間降水量は長期的に顕著な変動はないが、一度の降雨の際
に非常に大きな雨量がもたらされる。
これらのことから、
ここ数年
の降雨は局地化、集中化、激甚化しているという感が否めない。
保険金の支払いにおいても顕著にその傾向が読み取れる。
表1は日本損害保険協会が調べた過去の主な風水災等による保
険金の支払いの主な事例である。2014年（平成26年）以降に発生
した風水災による支払い事例において多額の保険金が支払われ

【図3】地域区分毎の降雨量変化倍率
（出典：気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会
（令和3年3月4日）
配布資料）

ていることがわかる。

公的防災情報の活用

【図４】令和元年台風第19号期間降水量分布図

（出典：国土交通省令和２年版防災白書）

【表１】過去の主な風水災による保険金の支払い

災害名

地域

対象年

支払い件数

支払い金額
（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

857,284

9,363

780

535

10,678

2

令和元年台風19号

東日本中心

2019年

295,186

5,181

645

-

5,826

3

平成3年台風19号

全国

1991年

607,324

5,225

269

185

5,680

4

令和元年台風15号

関東中心

2019年

383,585

4,398

258

-

4,656

5

平成16年台風18号

全国

2004年

427,954

3,564

259

51

3,874

6

平成26年2月雪害

関東中心

2014年

326,591

2,984

241

-

3,224

7

平成11年台風18号

熊本・山口・福岡等

1999年

306,359

2,847

212

88

3,147

8

平成30年台風24号

東京・神奈川・静岡等

2018年

412,707

2,946

115

-

3,061

9

平成30年7月豪雨

岡山・広島・愛媛等

2018年

55,320

1,673

283

-

1,956

10

平成27年台風15号

全国

2015年

225,523

1,561

81

-

1,642

（出典：日本損害保険協会のデータよりＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が一部加工して作成）
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⑵2019年（令和元年）
の水害被害額が過去最大
国土交通省によると、2019年（令和元年）
の1年間の水害被害
額は全国で約2兆1,800億円（図５）
となり国が統計を取り始めて
以来過去最大となったことが公表された2）。
水害の被害には、洪水、内水、高潮、津波、土石流、地滑り等が
含まれている。都道府県別では、福島県の約6,716億円、栃木県の
約2,547億円、宮城県の約2,512億円が上位3県となっている。

▶防災とハザードマップ
ハザードマップはその名のとおり地図で、紙面あるいは
WEBで視覚的に確認できる
（例：図６、図７、図８）。
ハザードマップは、想定される災害を示すこと、災害による
被害を防ぐための情報等を示すこと、
この二つの機能を備え
ている。
災害対策基本法第2条第2号において、
防災とは、
「災害を
未然に防止し、
災害が発生した場合における被害の拡大を防
ぎ、
及び災害の復旧を図ること」
と定義されている。
防災を検
討する際には、
災害が発生した場合における想定を一定程度
把握しておくことが重要となる。
したがって、
ハザードマップの
ように視覚的に災害の程度が確認できるものが必要となる。

様々なハザードマップ

【図５】1年間の水害被害額
（出典：国土交通省 令和3年3月31日Press Release）

２

ハザードマップについて

⑴災害対策基本法とハザードマップ

【図６】港区浸水ハザードマップ芝地区

（出典：東京都港区）

国は、様々な自然災害に対処するため災害対策基本法を1961
年に制定した。災害対策基本法が制定された契機となった災害
は1959年に発生した伊勢湾台風である。その後も大規模な災
害や時代の趨勢に応じて適宜改正されてきた。同法第2条第1号
において、災害とは
「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石
流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又
は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度に
おいてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」
と定
められた。
また、同法において国・都道府県・市町村の役割、責務
の明確化、防災に関する計画の作成や訓練の実施、相互協力が
明確化された。同時に住民に対して自発的な災害への備えや防

【図７】多摩地区土砂災害ハザードマップ（出典：神奈川県川崎市）

災活動への参加等の責務を明確にしている。同法第34条に基づ
き中央防災会議により防災基本計画を作成するよう定められて
いる。防災基本計画は、
わが国における最上位の防災計画として
位置づけられており、防災に関する体制や防災事業の促進、防
災に関する科学技術の振興など防災に関するあらゆる基本的な
方針が示されている。
この防災基本計画で、防災訓練や災害時
の避難・情報整理などのためにハザードマップの作成や活用が
示されている3）。

【図８】御殿場市富士山火山防災マップ （出典：静岡県御殿場市）
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大規模な災害の防災や減災には、建物や設備を強靱化するこ
と、堤防を築くこと、ダムを増設すること、河川を改修することな
どのハード面での対策が効果的である。
しかし、
ハード面での対

⑶浸水想定区域と洪水ハザードマップ
ハザードマップは国が公開するデータに基づいて市町村が作

策は計画の作成から工事の完了まで時間が非常にかかる上に、

成する。国土地理院によると、
ハザードマップは
「自然災害の被害

コストも莫大であり、対策の完了を待つのみでは近年急速に激

の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場

甚化する災害から逃れるためには不十分であり、
ソフト面での対

所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図」
と

策、
つまり、計画的な避難行動の実践など国民一人ひとりの自助

定義されている6）。

4）

が必須となる 。

ハザードマップには、洪水ハザードマップや土砂災害ハザード

広域的な大規模災害から被害を少しでも軽減するためには、

マップ、
内水氾濫ハザードマップや火山ハザードマップなど災害の

住民や企業は平時から情報収集し、発災時に迅速な行動ができ

種別により存在する。洪水ハザードマップの場合、水防法第14条

るよう準備をすることが被害の軽減につながる。
そのためにも想

第1項に記載の洪水浸水想定区域に基づいて作成される。国土

定される災害の情報を事前に把握できるハザードマップの作成

交通省または都道府県から提供された洪水浸水想定区域およ

や活用が重要視されている。

び想定される水深を表示した図面(洪水浸水想定区域図)に洪水

⑵自然災害における
「想定外」
とその対応について
2021年は、近年最も大きな自然災害であった東日本大震災
（東北地方太平洋沖地震）から10年目にあたる。当時、
この大災

予報等の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避
難の確保を図るための必要な事項などを記載したものが洪水ハ
ザードマップである。水防法第15条第3項に基づき、洪水浸水想
定区域を含む市町村の長は、洪水ハザードマップを作成し、各世
帯に提供または必要な措置をするとされた7）
（次頁図１０）。

害を表現する際に
「想定外」
という言葉が頻繁に使用されたが、
当時のハザードマップに記載されていた想定被災範囲を大きく
▶洪水浸水想定区域とは

方太平洋沖地震の津波による浸水範囲は、従前の仙台市や石

水防法第14条第１項

巻市のハザードマップの浸水区域とは大きく異なるものであっ

国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨

た。
この東北地方太平洋沖地震の津波や地震の教訓により、今

（想定し得る最大規模の降雨であって国土交通大臣が定め

後発生が見込まれる南海トラフ地震に対しては、地震や津波に

る基準に該当するものをいう。以下同じ。）
により当該河川が

関して最大クラスの地震・津波を想定した対策計画などが作成

氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区

され具体化するための取り組みが行われている。
このように、ハ

域として指定するものとする。

ザードマップの対象災害における想定外をなくすための取り組
みは、気象災害（洪水・内水・高潮）系のハザードマップにおいて
も進行している5）。

【図９】東北地方太平洋沖地震の浸水範囲とハザードマップ
（当時）
の関係
（出典：内閣府 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会 第１回会合 資料3-2）
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超えた災害が発生したことも
「想定外」
であった
（図９）。東北地

【図１０】浸水想定区域図と洪水ハザードマップの例
（出典：浸水想定区域図
（国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所）
、江東区
洪水ハザードマップ
（東京都江東区）
）

国は、2019年の台風第19号による被害では、浸水想定区域外

などを合わせると複数のハザードマップが併存することとなる。

における被害が発生したことを踏まえ、浸水想定区域の指定対

ハザードマップを実際に活用する視点で考えると、
いつ何をどの

象外の都道府県管理の中小河川においても、浸水地域の設定が

ように入手し、使用するのかなどの判断が難しい。
したがって、利

行えるよう
「中小河川における簡易的な浸水想定図作成の手引

用者の目線に立ったハザードマップの作成が必要と判断され、

き」
を作成し周知した。

洪水、
内水、高潮に分かれていたハザードマップを
「水害ハザード

洪水浸水想定区域図を公表する河川は、主に洪水予報河川
と、洪水特別警戒水位への水位の到達情報を通知および周知
する河川（水位周知河川）がある。大きな災害が発生する毎に、

マップ」
と総称して、ハザードマップが作成できるよう、国は2016
年に水害ハザードマップ作成の手引きを公表した10）。
水害ハザードマップは、行政と住民等が一体となって利活用す

対象河川が加えられ、現在では約2,200の河川が対象とされて

ること、施設の整備状況や社会状況の変化に応じて適宜見直す

いる。

こと、
マップの見やすさや記載情報のわかりやすさなどは住民等

⑷水害ハザードマップ
2015年の水防法の改正により、国および都道府県は想定しう
る最大規模の降雨に対応した浸水想定を実施し、市町村は、
これ
に応じたハザードマップを作成することとなった。
これは近年の災
害の規模の拡大に対してハード面での対策が間に合わないこと
8）

を受けての対応である 。

からの意見を適切に反映すること、地域における水害特性を十分
に分析するものであることが作成の基本である。今後、
よりわかり
やすいハザードマップが作成されることが期待される。

⑸土砂災害ハザードマップ
大雨などが発生すると、洪水だけでなく土砂災害も発生し、土
砂災害に巻き込まれると企業や住民に甚大な被害を及ぼす。土

国は、明らかに雨の降り方が変化していることなどを
「新たなス

砂災害は、崖崩れ、土石流、地滑りの現象のことで、一度発生する

テージ」
ととらえ、
これまで未整備であった洪水等における最悪

と、建物の破壊や多くの人命を奪う非常に危険な災害である。土

の事態を想定した対応をすることとした。最大クラスの洪水など

砂災害の特徴として、地震や豪雨など他の災害を原因として発生

の被害が発生した場合においても、社会経済の壊滅的なダメー

する点が挙げられる。
したがって、複合的な災害をもたらす恐れ

ジを回避し、避難等を迅速に促し国民一人一人の命を守ること

がある災害でもある。近年、土砂災害による被害が顕著となって

を目的としたものである。
また、洪水だけでなく内水、高潮の災害

きている
（次頁図１１）。

も想定しうる最大規模のハザードマップを作成し公表することと

日本は、急峻な地形が平野部を除く全国のいたるところに点

なった。想定最大規模の洪水ハザードマップの公表状況は、812

在しているため土砂災害が発生しやすい。1999年広島市で発生

市町村（対象市町村は1,375）
であり、
まだ公表がされていない自

した豪雨による災害をうけ、土砂災害防止法（正式名称は
「土砂

治体が多いが、今後作成され次第順次公表されていくと見込ま

災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

れる9）。

律」）
が制定された。土砂災害防止法により、国は、土砂災害防止

このように、河川氾濫災害の危険度を示す洪水ハザードマップ

対策基本指針を作成公表した。都道府県はこの指針に基づいて、

には
「想定最大規模」
と従来作成されていた
「計画規模」
の2種類

土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の指定等の基

が存在する。
また、
内水氾濫ハザードマップや高潮ハザードマップ

礎調査を行い、
これらの区域を指定する
（次頁図１２）。警戒区域の
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【図１１】令和元年台風第19号による土砂災害の状況

（出典：国土交通省 令和2年版 防災白書）

公的防災情報の活用

【図１２】土砂災害警戒区域の指定までの流れ

（出典：東京都建設局 土砂災害防止法パンフレット）

指定が完了した後、市町村により土砂災害ハザードマップの作成

に該当していないことをハザードマップ等で確認すること、次に土

が行われる。

砂災害警戒区域等に該当している場合は、可能な限り土砂災害

2014年に広島市安佐南区の阿武山南麓地域で豪雨による土

警戒区域が指定されていない場所に建物や設備の移転を検討す

砂災害が発生し、大きな被害が発生した。
この地区は、広島県

ること、
また、大雨等により土砂災害の危険度が高まった場合、

による調査が終わっていたものの、警戒区域の指定が行われて

迅速に避難すること等が重要である。従業員への対応としては、

いなかった。それを踏まえ、土砂災害防止法が改正され、基礎

従業員の寮や住宅等が土砂災害警戒区域等に該当していない

的な調査が終わり次第、危険性のある区域は速やかに公表す

か確認し、万一該当する区域に居住している従業員がいる場合、

ることとなった11）
（警戒区域・特別警戒区域の指定範囲は次頁

平時から土砂災害危険度情報などの確認ができるよう周知し、

図１３のイメージである）。

危険度が高まった場合は早期に避難するように周知徹底するこ

土砂災害は先述したとおり非常に危険な災害である。
したがっ

とが重要である
（次頁図14）。

て企業の対応としては、第一に活動拠点が土砂災害警戒区域等
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【図1３】土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域のイメージ図

（出典：東京都建設局ホームページ）

土砂災害警戒区域とハザードマップの例

【図１４】土砂災害警戒区域図
（出典：土砂災害ポータルひろしま）
、大塚小学校区土砂災害ハザードマップ
（出典：広島市）

⑹ハザードマップの利用方法や情報を補う方法

として、洪水の浸水深や土砂災害など選択する項目を地図上に

①国土交通省 ハザードマップポータルサイト

である。

ハザードマップは、住民の命を守るための迅速な避難を促すた

め、想定される被害や避難場所を示したものである。
ハザードマップは、市町村が作成するものであるので、市町村

重ねて表示することで、一度に各種災害の想定が確認できるもの
二つ目の使用方法が、
わがまちハザードマップである。
これは、
地図上から各市町村のウェブサイトにアクセスし、
ハザードマップ
を容易に取得できるようなっている。

のホームページや市町村の役所で配布される紙媒体で確認する

国により既に土砂災害警戒区域や浸水想定区域などの指定が

ことが適切である。
しかし、広範囲に拠点がある企業の場合、一

行われたとしても、
重ねるハザードマップのウェブサイト上に反映

つ一つの市町村のホームページを確認することは手間であるた

されるまでにタイムラグが生じる。
したがって、
漏れなくハザードの

め、国土交通省のハザードマップポータルサイトを利用することを

調査を実施するためには、
重ねるハザードマップで対象の拠点が

お勧めしたい
（図１５）。
ハザードマップポータルサイトでは、主に二つの利用方法があ
る。一つ目が、重ねるハザードマップで、国土地理院の地図を基図

浸水想定区域に該当しないように見える場合でも、
都道府県や市
町村が公開している浸水想定区域や土砂災害警戒区域をわがま
ちハザードマップを通じて確認することが重要である。
②国土交通省 浸水ナビ

ハザードマップで表示される情報は、堤防がどの地点で決壊す

るのか、
どの地点で河川の水が越水したかなどの情報までは表示
されないが、国土交通省の地点別浸水シミュレーション検索シス
テム
（浸水ナビ）
（次頁図１６）
では、破堤する場所と浸水の時間変
化や浸水継続時間、浸水到達時間が確認できる。
また、水位観測
地点から現在の河川の水位情報や、3D表示により地形と浸水の
関係性が直観的に把握できるようになっている。
これを利用する
ことで、対象とする拠点が、
あらかじめどのような時間変化で浸水
していくのかなどがシミュレーションできるのでタイムライン
（後
述）
の作成などに有効である。
【図１５】
ハザードマップポータルサイト
（出典：国土交通省 国土地理院）
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③高潮リスク検索サービス
（東京都）

PCブラウザとモバイルの画面で表示することができ、主に、高潮

他には、高潮浸水想定区域図に基づき想定しうる最大規模

による浸水深と浸水継続時間を確認することができる。
また、背

の高潮による浸水がどの程度か、WEBで表示される地図上に

景地図をグーグルの地図または航空写真、地理院地図、地理院

カーソルを合わせることで、簡単に把握することができる東京

写真など変更することが可能であり、
用途に応じた変更ができる

都の高潮リスク検索サービス（図１７）がある。
このサービスは、

ことが特徴である。

公的防災情報の活用

【図１６】地点別浸水シミュレーション検索システム

【図１７】高潮リスク検索サービス

（出典：国土交通省「浸水ナビ」）

（出典：東京都 高潮リスク検索サービス操作方法）
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④その他

緊急避難場所に関しての情報は、
ハザードマップ以外では、国

土地理院のWEBサービスである地理院地図で確認できる。
地図上に、災害種別毎に指定緊急避難場所のみ表示できるよ
うになっており、指定緊急避難場所を平時に把握するのに有効
な確認手段である
（図１８）。

3

防災気象情報とタイムライン

⑴防災気象情報について
気象業務法では第13条および第13条の2において、気象庁は予
報や警報をしなければならないと定められている。防災気象情報
はこの気象業務法に基づいて報道機関や自治体など様々な伝達
経路で広く一般に周知される
（図21）。
例えば雨に関する主な防災気象情報は、特別警報・警報・注意
報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報、危険度分布などが
ある。注意報や警報等は危険度分布の状況に応じて発表される。
危険度分布は、地図上で色分けされた情報が示されるものであ
り気象庁のホームページなどから一般に確認することのできる
情報なので、企業のタイムラインの構築において、避難行動など

【図１８】地理院地図

（出典：国土地理院ホームページ）

の災害時対応のトリガーとして利用できる。
ただし、一般的にイン
ターネット経由で取得できる情報は、緊急時にアクセスが殺到し

また、地理院地図では、色別に標高を表示することができる。
標高データは、
ハザードマップが公開されていない地域でも川か

情報が取得できない恐れもあるので、平時から様々な媒体による
情報取得手段を検討し確認しておくことが重要である。

らの高低差がわかるので危険度を推察できる
（図１９）。

【図１９】色別標高図

（出典：国土地理院）

他には、国土交通省がホームページで掲載している国土調査
（土地分類調査・水調査）
の土地履歴調査（画像）
の情報がある。
このリンクから、東京や名古屋、福岡など日本全国の主要拠点の
災害履歴が掲載された地図を取得できる
（図２０）。

【図21】防災気象情報の伝わり方

（出典：気象庁ホームページ）

⑵避難勧告等に関するガイドラインの改定
2019年に
「避難勧告等に関するガイドライン」
が改定され、
「自
分の命は自分が守る」
との意識のもとで住民等が災害時にとる
べき行動を直観的に理解できるようにするため、避難情報が5段
階の警戒レベルに分けられ、
わかりやすい情報提供をおこなうこ
ととされた。
しかし、2019年（令和元年）台風第19号において、避
難しない、
または避難が遅れたりなどの理由により被災者が多
く発生した。
この原因として、
「避難勧告」
では避難しない人が多
かったことと、警戒レベル4における
「避難勧告」
と
「避難指示」
の
違いがわかりにくかったということが要因の一つとして挙げられ
ている。
このため、2021年5月に、
「避難勧告等に関するガイドライ
ン」
が改定され、警戒レベル4の避難勧告が廃止され避難指示に
一本化された。
このことに伴い警戒レベル4までには必ず避難す

【図２０】災害履歴図

（出典：国土交通省）

ることが明示されることとなった
（次頁図２２）。
また、警戒レベル
5を
「緊急安全確保」
とし、立ち退き避難が困難な緊急性の高い
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場合は、安全確保を促すことができるとされた。企業において、

の安全な場所に待機させることなどの行動計画を検討する必要

すでに
「避難勧告」
の発令を契機とした防災計画を策定していた

がある。

場合、その見直しを図ることが必要である。
また、緊急避難場所

⑶防災気象情報とタイムライン
（事前防災行動計画）

へ避難が困難な場合は、無理に従業員を帰宅させず、事業所内

企業が災害に備えるためには、平時から自らの活動拠点の災
害リスクを認識し、適切に対策を講じておくことが重要である。平
時のリスクの確認は先述したハザードマップを使用することで少
なくとも自らの活動拠点における注意が必要な災害を知ることが
できる。
また、顕在化したリスクが確認できたら次のステップに移
ることが必要である。
これがタイムライン
（事前防災行動計画）
で
ある。
タイムラインは気象庁や関係各機関から発表される各種防
災情報を対策実行のトリガーとして用いる行動計画で、
このトリ
ガーとなる情報は、例えば台風や記録的短時間大雨情報などの
各種気象情報、大雨や洪水・高潮などの気象注意報・警報・特別
警報や河川の水位、土砂災害の危険度などである。
これらの情報
は主に気象庁のホームページ、国土交通省の川の防災情報等で
【図２２】新たな避難情報に関する警戒レベル
（出典：国土交通省 新たな避難情報等について）

得られる
（表２）。

【表2】
リアルタイム情報の例

地点雨量の把握

流域平均雨量

面的な雨量把握

テレメータ雨量

内容
気象庁がアメダスによって観測した雨量
国土交通省河川事務所等が観測した雨量

発表間隔

主な提供サイト

10分毎

気象庁HP

10分毎

川の防災情報
市町村向け川の防災情報

リアルタイム雨量

国土交通省が保有する情報を集約して提供

10分毎

防災情報提供センター

流域平均雨量

河川の流域における平均雨量

10分毎

市町村向け川の防災情報

レーダー・降水ナウキャスト

現時刻までの5分毎の降水強度分布、及び60分後まで
5分毎
5分毎の予測降水強度分布を表示したもの

気象庁HP

レーダ雨量
（Cバンドレーダ）

レーダ雨量計によって観測した降水強度分布
1kmメッシュで観測

5分毎

川の防災情報
市町村向け川の防災情報

レーダ雨量
（XRAIN)

レーダ雨量計によって観測した降水強度分布
250mメッシュで観測

1分毎

川の防災情報
市町村向け川の防災情報

リアルタイムレーダー

国土交通省の保有するレーダー情報を重ね合わせて
5分毎
提供

防災情報提供センター

現時刻までの前1時間の雨量の分布および15時間先 10分毎（実況及び6時
今後の雨
（解析雨量・降水短
までの1時間毎の予測雨量分布を表示したもの
間先まで）
気象庁HP
時間予報）
1時間毎
（7～15時間先）

水位に
関する情報

土砂災害に
関する情報

潮位情報

30分先までは250mメッシュで、35分先から60分先まで
雨雲の動き
（高解像度降水
は1kmメッシュで、予測雨量、予測降雨強度の分布を 5分毎
ナウキャスト）
表示したもの

気象庁HP

河川カメラ画像

河川カメラによる河川の画像情報

−

川の防災情報

テレメータ水位

国土交通省河川事務所等が観測した水位

10分毎

川の防災情報

危機管理型水位計水位

国土交通省河川事務所等が観測した水位

主に10分毎

川の防災情報

水位予測

洪水予報河川等の水位の予測が技術的に可能な流域面
概ね10分毎
積が大きい河川について、数時間先までの水位を予測

市町村向け川の防災情報

大雨警報（土砂災害）の危険 1km四方の領域
（メッシュ）
毎に、土砂災害の危険度を
10分毎
度分布
（土砂キキクル）
5段階に判定した結果を表示したもの

気象庁HP

土砂災害危険度情報

都道府県ごと。1～5kmメッシュ

都道府県の砂防部局

土砂災害警戒情報

大雨警報
（土砂災害）
が発表されている状況で、土砂
−
災害発生の危険度がさらに高まったときに発表される

気象庁HP

潮位観測情報

全国各地の最新の3日間又は1日毎の潮位の実況
（実
5分または10分毎
際の潮位、潮位偏差）
を速報的に表示したもの

気象庁HP
防災情報提供センター

10～60分毎

（出典：内閣府 避難情報に関するガイドラインを基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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項目
アメダス

公的防災情報の活用

4

自然災害への備えのためのＭＳ＆ＡＤ
インターリスク総研のサービス紹介

今後激甚化が予想される自然災害に備えるためには想定最大
規模のハザードマップを使用し、緊急時の対策や事業を継続する
ための計画を策定することが理想ではあるが、想定される災害の
規模を考慮すると物的な対応策を実現するのは難しい場合が多
い。想定最大規模よりも発生頻度が高いと考えられる比較的中
規模の災害に備えて、
内水氾濫のハザードマップや
「計画規模」
の
洪水ハザードマップを活用することが現実的であろう。
また、
どの
ハザードマップもすべてが最終形ではなく、適宜見直されるので
定期的に更新状況を確認することが重要である。企業の防災担
当者は、事業の安定した継続を図るために活動拠点におけるハ
ザードマップをくまなく収集し、予想される災害を平時から想定
し、対策を検討すること、平時においてタイムラインを策定し、緊
急時や災害が想定される際は、臨機応変に各種災害のリアルタ
イム情報を活用し、
ハザードマップの情報を補いながら防災対策
を行うことが重要である。
MS&ADインターリスク総研では、
①お客さまの各活動拠点のハザードマップなどの情報を収集
し、報告書としてまとめる
「ハザード情報調査」
②河川氾濫・内水氾濫・高潮氾濫などの浸水リスクを対象とし
た
「水災危険度判定」
や
「水災シミュレーション」
③水災の損害の軽減を図るための
「現場調査」
④BCPブラッシュアップや総合的な対策の検討を目的とした
「自然災害よろず相談」
⑤建物および設備の定量的な被害想定額を算定する
「地震・
風水災リスク分析」
⑥水災BCP支援ツールとして
「水災リスク情報一括確認シス
テム」
など幅広くサービスを展開しているのでぜひ活用されたい12）13）。
以上

参考文献・資料等
1）気象庁ホームページ＜https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/
temp/an_jpn_r.html＞（最終アクセス2021年5月18日）
２）国土交通省ホームページ＜https://www.mlit.go.jp/report/
press/mizukokudo03_hh_001056.html＞（最終アクセス2021年5
月31日）
３）防災基本計画 令和２年5月 中央防災会議
4）平成26年版防災白書 特集 第3章平成25年災害対策基本法改正と地
区防災計画制度
5）新たなステージに対応した防災・減災のあり方 平成27年1月 国土交
通省
6）国土交通省 国土地理院ホームページ＜https://www.gsi.go.jp/
hokkaido/bousai-hazard-hazard.htm＞（最終アクセス2021年5
月6日）
7）国土交通省ホームページ＜https://www.mlit.go.jp/river/
bousai/main/saigai/tisiki/syozaiti/＞（最終アクセス2021年5月7
日）
8）平成27年度 水防法改正の概要 国土交通省
9）洪水ハザードマップ公表市町村一覧（2020年7月31日）
10）水害ハザードマップ作成の手引き（国土交通省水管理国土保全局
河川環境課水防企画室）災害対策基本法
11）土砂災害防止法の一部改正について（報告）
12）ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研ホームページ 自然災害サービス紹介
＜https://www.irric.co.jp/risksolution/disaster/index.php＞
（最終アクセス2021年6月14日）
13）ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社2020年8月5日プレスリリース
「水災リスク情報一括確認システム（愛称「スイサーチ」）の開発に
ついて」＜https://www.irric.co.jp/topics/press/2020/0805.
php＞（最終アクセス2021年6月14日）
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CISOと業務執行としての
情報セキュリティ
特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会
副会長 / CISO支援ワーキンググループ リーダー
株式会社 Preferred Networks
執行役員 / 最高セキュリティ責任者

た か は し

ま さ か ず

高 橋 正和 氏

要旨
▪2021年に、特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会
（JNSA）
CISO支援ワーキンググループとして
「CISO
ハンドブック 業務執行のための情報セキュリティ実践ガイド」
を上梓した。
▪CISOハンドブックは、CISO(Chief Information Security Officer)を念頭に、経営陣の一員として取り組む、情報
セキュリティ業務の執行についてまとめたものである。

▪本稿では、CISOハンドブックの作成に至った背景と、CISOハンドブックが提唱している業務執行としての情報セキュリ
ティについて説明する。

１

CISOは経営会議で何を報告するのか

WGでは、
「 CISOは経営会議で何を報告すべきか」から議論
を始めました。ISMS（Information Security Management
System）等の認証取得やインシデント対応ではなく、平時
にC I S O が 他の経 営 陣と共 有すべき内 容を検 討しました。
一般に考えられるコンプライアンス率（どれだけ情報セキュリ

メントが簡潔にまとめられています。
しかし、CISOの任命など、経

ティポリシーが守られているかを示す指標）は重要な指標です

営者が情報セキュリティ推進体制を作り方針を示した後で、
どの

が、
これだけでは、
自組織がどのような脅威に直面しているかを

ように情報セキュリティを経営に組み込むべきかは示されていま

把握することができず、
わざわざ会議で報告する必要はありませ

せん。JNSA CISO支援ワーキンググループ（以下、
「WG」）
が上

ん。WGでは「平時に経営陣が把握すべき情報は、インシデント

梓した
「CISOハンドブック」
では、
この点を補完し、CISOが経営

が起きた際に必要となる情報と同じ」
と想定し、
まずインシデン

陣の一員として取り組むべき内容を、情報セキュリティの業務執

ト対応時に求められる情報を考察しました
（図１）。
この内容は、

行と位置づけ、主要な項目や考え方を取りまとめたものです。

「インシデント対応ワークショップ1）」
として公開をしています。

【図1】
インシデントシナリオと想定される対応項目
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経済産業省から公開されている
「サイバーセキュリティ経営ガ
イドライン」
では、経営者が取り組むべき情報セキュリティマネジ

インシデント対応で検討した内容は
「CISOダッシュボード」
と

あります。二つの領域は相互に関連しますが、事業で必要とする

して取りまとめました。CISOダッシュボードは、
コンプライアンス

情報とプライバシー、
サービスの安定性と脆弱性対応など、対立

率、攻撃の検出状況、侵入の可能性を中心に、企業の情報セキュ

的な関係となる領域があります。二つの視点があることを認識

リティに関わる状況を示すことを目指しています
（図２および次

し、対立的な関係の解決に努めることが求められます。

頁表1）。JNSAから公開している資料には、CISOダッシュボード

情報セキュリティを成功要因（Business Enabler）
とする視

の具体的な計測項目や、対策を行うためのテンプレートも例示し

点も必要です。
たとえば、
「セキュリティ対策の自動化・テンプレー

ていますので、併せてご参照ください。

ト化」
を通じて、
アジャイルやDevOpsといった開発プロセスに対
応し、
サービスインまでの期間を短縮することは、ROI、売り上げ

2

/利益などの
「財務の視点」
への貢献につながります。
また、
スマー

事業戦略における情報セキュリティ

トフォンにおける指紋認証/顔認証、大手クラウドサービスプロバ
イダーの高いレベルのセキュリティ対策は、
「付加価値としてのセ
キュリティ」に相当します。
自動車では安全機能は売上に貢献し

情報セキュリティをはじめとしたリスク管理は、
そもそも事業戦

ないと考えられていましたが、衝突防止装置や、
ブレーキとアクセ

略とは矛盾しがちで、対立的な関係、
つまりブレーキ役に終始し

ルの踏み間違いを防ぐ機構が売り上げに貢献しているように、今

てしまうことが少なくありません。
しかし、事業戦略の狙いと情報

後、
「付加価値としてのセキュリティ」
は、重要度が増していくと考

セキュリティの役割を明らかにすることで、対立的な関係から協

えられます。

調的な関係に変えていくことができると考えました。
CISOハンドブックでは、事業戦略における情報セキュリティの
役割を明らかにするために、
バランスト・スコアカード
（BSC）
を利
用することを提案しています。

3

推移と経緯を知る

BSCは、
組織の業績評価や事業戦略を構築するための手法で、
「財務の視点」、
「 顧客の視点」、
「 内部の視点（業務プロセスの

情報セキュリティに関するイベントは、必ずといって良いほど

視点）」、
「学習と成長の視点」
の４項目で構成します。本来は具体

「最新」
とありますが、最新であることが重要とは限りません。情

的な戦略を対象としますが、29頁図３はCISOハンドブックに掲

報セキュリティにも幹と枝がありますが、最新のセキュリティは枝

載した内容を、
より一般化した戦略マップの例です。
ここでは、事

を追いかけがちです。幹と枝を見分けるためには、情報セキュリ

業戦略を
「一般化した事業戦略」
とし、情報セキュリティの役割を

ティの推移と経緯を知る必要があります。

「情報セキュリティに関わるリスク管理」、
「 成功要因としての情

CISOハンドブックでは、
「情報セキュリティインシデント対応と

報セキュリティ」
と位置付け、BSCの四つの視点から考察します。

報告」
として、国内外で報道された代表的な事件を取り上げ、攻

この考察を通じて、情報セキュリティは二つの領域に分かれ

撃の概要と事故の要因について解説しています。
また、Annexで

ることが見えてきました。ISMSに代表される組織内の体制や

は、
マルウエアの発祥から攻撃手法を俯瞰(ふかん)し、
サイバー

プロセスを扱う情報セキュリティは「内部の視点」
と考えるのが

犯罪を支えるアンダーグラウンドビジネスも取り上げています。

妥当で、製品やサービス、特に制御システム、
自動車などの事業

これまでの推移と経緯は、情報セキュリティの経験が浅い方が

領域では、
「 顧客の視点」から情報セキュリティを考える必要が

CISOを務める際にも有用な情報となります。
ご自身の理解を

【図2】CISOダッシュボードの基本的な考え方
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【表1】CISOダッシュボードに基づいたセキュリティ報告書のイメージ

Executive Summary

特記事項
（Executive Summary）

社内の事件

特記事項なし

社内の事故・インシデント

顧客から受け取ったHDを会議室に置忘れた

社内 その他

来週よりインターン20名を受け入れ
A社からのセキュリティ監査の要請に対応中

社外の重要なインシデント

Emotetによる被害が拡大している

依頼事項
決済事項

疑わしい通信が観測されているが、対処の必要性を判断するにあたり、十分な精度とスピードが確保できていない。この課
題を解決するために、精度の高いブラックリストの購入を申請する。

報告事項

XX年度YY月で決済を受けた分析システムは、XX月の中旬から試験稼働を始めている。ZZ月までには試験稼働と評価を
終了し、本格的な稼働を始める予定。

その他

セキュリティトレーニングを未受講の社員が２０名ほど残っている。上司にあたる役員をCCに入れた上でリマインドを行うの
で、部下のトレーニング受講に協力いただきたい。

脅威状況
（CISOダッシュボード）
項目
Attack
condition

Protect
condition

Suspicious
activity

技術的

2

弊社を狙ったと思われる攻撃メールが、XX月XX日-XX月XX日にかけて、SPAMフィルターとAVで検知さ
れた。総数は、23件で、開発の特定部門に集中している。現段階では、
すべてブロックできたと判断してい
るが、警戒を続ける必要がある。

概況的

1

米国を中心に、
オンラインサービスを狙った大規模なインシデントが報道されているが、報道を見る限り
弊社では対策済みの手法と判断される。

技術的

2

先月から配布されたPCのキッティングに問題のある事が判明。既に回収をしているが、
まだ最終確認がと
れていない。XX月XX日までに終了予定。一部業務に影響が出るが、協力いただきたい。

概況的

1

ネットワークデバイスへの深刻な脆弱性xxxが報告されているが、弊社では該当するデバイスを使用して
いないことが確認されている。

技術的

3

外部の不審な接続先との通信が記録されている。詳細を分析中だが、大規模な調査が必要となる可能性
がある。上記攻撃メールとの関連も疑われるため、早急な調査が必要。分析を早め、
より効果的な防御を
行うため精度の高いブラックリストの入手が効果的と考えている。

概況的

2

大規模なアカウント情報の漏えいが続いている。標準システムでは二要素認証を強制しているが、IT基板
に脆弱なアカウントがないかを確認している。

技術的

2

1台のPCと、2台の会社貸与スマートフォンが紛失した。
リモートワイプで対策済み。

概況的

2

委託先のデータベース保守担当者が解雇された。プロシージャに沿ってアカウントなどの停止を実施し
た。

セキュリティプログラムの進捗状況
セキュリティ計画の進捗状況
（PDCA視点）

セキュリティ計画-1

終了予定：y1年m1月 進捗率 60%

セキュリティ計画-2

終了予定：y2年m2月 進捗率 90%

セキュリティ計画-3

終了予定：y3年m3月 進捗率 30%

セキュリティ計画-4
（新規）

終了予定：y4年m4月 進捗率 00%

その他の関連情報

先週のイベント

システム等計画停止

M月D日
（日曜）
にメインスイッチの交換を実施

工事・メンテナンス

上記作業にて、10:00 - 17:00イントラネットダウン

重要な脆弱性

主要なスマートフォンのUSBドライバの脆弱性が公表された

ソフトウェア更新

Windows Update

その他

今週のイベント

システム等計画停止

予定なし

工事・メンテナンス

予定なし

重要な脆弱性の対応状況
ソフトウェア更新
その他
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Indirect
activity

備考

【図3】事業戦略と情報セキュリティ

深めるだけではなく、担当者や関係者とのコミュニケーションを
築く上での基盤とすることができます。

CISOハンドブックでは、
財務指標や事業計画についてページを
割き、
財務健全性、
ROI、
ROEなどの比較を通じて、
それぞれの指標
がどのように構成され、
何を表しているかを解説しています。
また、

4

Annexでは、
事業を説明するための７項目を取り上げ、
事業戦略の

技術者の経営参加

策定と評価を通じて、
計画した事業をつかむことを目指しました。
なお、
この章を書くにあたっては、
「会計の世界史2）」
という書籍
が大変参考になりました。
なにかと面倒と思う固定資産の始まり

ITの活用度が上がるに従い、技術系の人間が経営や事業に関

や、経営分析が必要となった背景、
ファイナンスの考え方など、現

わる機会が増えることになります。CISOもその一例です。
しかし、

在の会計処理や財務指標を理解するうえで大変参考になりまし

技術系の人間が経営や事業運営について学ぶ機会はほとんどあ

た。会計嫌いの方もご一読いただくことで、現在の会計制度を理

りません。
マネジメントについての書籍や資料を探すと、部下の育

解する手掛かりになると思います。

成などの人員管理や庶務管理、事業戦略の立案、経営者の伝記
などは見つかりますが、
オペレーション
（業務執行）
について書か
れたものは見つかりません。CISOハンドブックは、副題にあるよ

▶目標と成果の数値化
所轄する部門について、
「こんなに残業をして頑張っている」
と

うに、業務執行として情報セキュリティを実践する上での参考に

報告をしたところ、
「残業は成果ではない」
と言われたことがあり

していただくことを目指しています。CISOが業務執行を行う際の

ます。経営会議に限らず、執行状況を報告するためには計測可能

主要な論点について、
以下に取り上げます。

な数字が求められますが、
当時の筆者は、
自身の成果を数値化す
ることが出来ていませんでした。

▶業務執行：経営・事業運営としてのマネジメント

CISOハンドブックでは、
「 情報セキュリティの数値化」
として、

不思議な話ですが、複雑な数式や緻密なプログラムが書けて

情報漏えいが起きた場合の推定損失額の算出方法 3）、バランス

も、四則演算で構成される財務諸表を苦手とする技術者は少な

ト・スコアカードを使った指標化を取り上げています。
また、事業

くありません。恥ずかしながら筆者もその一人といえます。
しか

のIT依存度が高まるに従い、定量的なリスク分析が求められる

し、
バランスト・スコアカードでご紹介したように、最終的には
「財

ことから、米国の鉄道会社 Union Pacific社の例、東京電機大

務の視点」
で業績を評価することになります。
このため、CISOが

学のEDC手法（Event tree and Defense tree Combined

事業計画について経営陣や事業責任者と議論するためには、基

Method）
を取り上げています。

本的な財務知識が不可欠といえます。
財務諸表や財務指標が苦手なのは、財務諸表がわからない
というよりは、業務執行という概念が掴めない場合が多いと

29

▶専門用語を翻訳する
情報セキュリティを担当していると、CIA（Confidentiality:

思います。たとえ話になりますが、サッカーではゴールにボー

機密性、Integrity:完全性、Availability:可用性）
を使って話すこ

ルを入れればよいのはわかるのですが、どのようにゲームを

とが多くなります。
しかし、CIAの概念は一般的なものではなく、

組み立てているかわからない、
という状況だと思います。

また、監査や評価を行う際には優れたモデルですが、事業リスク
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【図4】情報セキュリティ用語の一般化

の説明には向きません。例えば、“この脆弱性は Availability（可

「クラウドファーストのセキュリティ」、
「 DXと情報セキュリティ」

用性）
には影響はないが、Integrity（完全性）
を損なう可能性が

といった新しい領域や、
「 製品選定とベンダー選定」
として、ベン

ある”、
と説明をしても、事業責任者は、
どのような対応を行えば

ダーとの関わり方についても取り上げました。
また、CISOの定義

良いかわかりません。
また、”この脆弱性によりConfidentiality

が必要ではないかという議論もあったことから、
「 米国における

（機密性）が侵害されると、損害賠償につながりかねません“と、

CISO像：CISO COMPASSのCISO像」
として、CISOの役割の

一足飛びにビジネスインパクトに結びつけても、経営者の理解が
得られるとは思えません。

推移を紹介しています。
本文中にも書いていますが、CISOに限らず、技術系の人材が

経営陣と情報セキュリティについて議論するためには、専門用

経営や事業運営に関わる機会が増えていくと考えます。望む・望

語を一般化する必要があります。一般化するためには、
「①想定さ

まないにかかわらず経営陣の一員になる場合に備え、経営や事

れるセキュリティ侵害」、
「②事象・事件・事故」
の二つのレイヤで

業運営の理解を深めていただきたいと思います。
また、経営幹部

考えることが有効だと考えます。例えば、
「このシステムの機密性

の方には、技術系の人材が、経営や事業運営を学ぶ機会を増や

が侵害されることで、①サービス利用者の利用状況が漏えいする

していただきたいと考えます。CISOハンドブックが、
このような取

可能性があり、②位置情報が含まれていることから、利用者がス

り組みの一助となれば大変うれしく思います。

トーキングや詐欺などの犯罪に巻き込まれる可能性がある」、
「シ
以上

能となり、②偽の発注が行われる可能性がある」
など、
より事業や
顧客に近い文脈で伝える努力が必要です
（図4）。

5

（本文中の図表は別途記載があるもの以外は執筆者提供）
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ステムの完全性が損なわれることで、①発注データの改ざんが可

病院におけるICT活用

コロナ禍での重症集中治療と
ＩＣＴ活用の展望
株式会社CROSS SYNC
代表取締役 医師
髙 木 俊 介 氏（左）
事業推進部

た

か

き

な

ん

ぶ

しゅんすけ

ゆ

う

ま

南 部 雄 磨 氏（右）

要旨
▪オンライン診療の時限的な拡大もあり、患者との接触を極力減らしつつも診療を継続するための情報通信技術（ＩＣＴ）
の活用が求められている。コロナ禍で満床といわれ続けている集中治療室（ＩＣＵ）
においても同様であり、医療従事者
の負担や安全を確保するためにも必要と考えられている。
▪新型コロナウイルス感染症が収束しても、超高齢化が進む日本では遠隔診療のニーズが高まってゆくことが想定され
ている。高度な医療を提供するＩＣＵを通信ネットワークでつなぎ、遠隔での診療支援を実現するための「Tele-ICU」
の取り組みや、離れた患者の生体情報をスマートフォンで閲覧できる
「医療情報分析アプリ」
を開発している株式会社
CROSS SYNCの取り組みについて紹介する。

１

コロナ禍におけるＩＣＴ活用の可能性

コロナ禍において情報通信技術（以下、
「ＩＣＴ」）
の活用に対し

て期待が寄せられている。
ＩＣＴを用いた遠隔診療をすることで、

ロナウイルス感染症患者を入院させ、十分な集中治療の経験が

ない医師等が当該患者を診療しなければならない場合等におい

て、
当該患者に対し、人工呼吸器による管理などの集中治療を適
切に行うため、情報通信機器を用いて、他の医療機関の呼吸器

や感染症の専門医等が、呼吸器の設定変更の指示を出すこと等

飛沫感染のリスクを下げる事が可能となるからである。
また、集

を含め、十分な集中治療の経験がない医師等と連携して診療を

師や看護師が24時間観察しながら先進医療技術を駆使する集

で特例的な措置であり、
また活用の具体例は少なく、実際には電

（以下、
「ＣＯＶＩＤ－１９」）重症患者が多くの医療機関に入院し

とはいえ、
コロナ禍において本邦の集中治療提供体制が決して

者の治療にあたる状況が発生する。
このような医療提供体制の

Patient（医師と患者）
およびDoctor to Doctor（医師と医師）

中治療（生命の危機にある重症患者を、専門の訓練を積んだ医
中的な治療）
のリソースが限られている中で、新型コロナウイルス

ている。
そのため、重症患者の診療を専門としない医療者でも患

行うことは差し支えない』
と明記されている。
ただしこれはあくま

話相談レベル程度にとどまっていることが多いと考えられている。
充足しているわけではない事が明確になると同時に、Doctor to

リスクを踏まえて厚生労働省は、
オンライン診療の時限的な拡大

の遠隔医療は一歩前進した。

染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療などの

して取り組みを推進している
「遠隔ＩＣＵ」
を通して、
ＣＯＶＩＤ－１９

省医政局から各都道府県、特別区などの衛生主管部に通達され

要性や課題、
その展望を述べる
（次頁図１）。

を行なった。2020（令和2）年4月10日には
『新型コロナウイルス感

時限的・特例的な取扱いについて』
という事務連絡が厚生労働
ている。
これによれば、初診の電話対応などとともに、
『 今後、感

染の更なる拡大により、一般の医療機関の一般病床等に新型コ
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本稿では、
当社と横浜市立大学、
横浜市立大学附属病院が連携

流行により鮮明になった集中治療分野におけるＩＣＴやＡＩの必

病院におけるICT活用

複数の集中治療室（Intensive Care Unit：
ＩＣＵ）
／高度治療室
（High Care Unit：ＨＣＵ）
を通信ネット
ワークでつなぎ、遠隔での診療支援を実現するための仕組みを指す。支援側、受援側の医療機関に専用
の端末やシステムを導入し、
カメラでの観察やＷＥＢ会議システムを用いた相談、定期カンファレンスなど
が実施できる。
【図１】Tele-ICUシステムのイメージ1）

遠隔ＩＣＵ導入により期待される効果
◦重症度のスコアリングがされた複数の患者を、遠隔ＩＣＵに

よって一元的・定量的に把握することで、各患者のＩＣＵ病床・
ＨＣＵ病床での管理の必要度が可視化され、客観的なデータ

映像の深層学習技術とバイタルサイン
（血圧、
心電図、
酸素飽和度

などの生体情報）
の時系列解析技術を組み合わせたマルチモー

ダルなＡＩ重症度推定機能により実現されるものである。

に基づいたベッドコントロール（病床の効率的運用）が可能と
なる。

◦遠隔ＩＣＵにより、連携する複数の医療機関のＩＣＵ・ＨＣＵに
おいても上記が可能となり、集中治療の専門家などの限られた
医療資源の効率的な運用に資する。

◦夜間、若手医師が１名でＩＣＵ当直をしており、緊急的な対応が

求められた際に、遠隔で監視している医師が若手医師に対して
医学的な助言を与えることができる。

◦若手医師が緊急対応している患者以外の患者を、遠隔で監視
している医師がフォローアップできる。

◦複数の看護師で行う確認作業を、遠隔で監視している看護師

とベッドサイドの看護師の2名で行うなどにより、若手医師、看
護師などの労務軽減に資する。

病院における ICT 活用

2

ＣＯＶＩＤ–１９流行によるＩＣＴニーズの
変容〜当社開発製品の観点から

当社は現在、
重症患者管理のためのソリューションとしてスマー

トフォン用の医療情報分析アプリを開発している
（図２）
。
このアプ
リでは、
生体情報モニタおよび患者用監視カメラの情報を、
院内

の汎用サーバーへ収集し、加工、解析処理することで、各患者の
重症度や看護必要度を自動で判定できる。現場の医療者はこの

アプリを利用することで、
より直感的にリアルタイムの病棟全体の

状況を把握し、
緊急対応を実現できる。
また、
医療者は通常ベッド

サイドにいなければ患者の重症度を評価できないのが現状であ

るが、
アプリを使うことで、
病院内のどこにいても、
いつでも、
スマー

トフォンなどモバイル機器から自身が担当する患者の状態を確

【図２】
ベッドマップ、患者ビューワー デモ画面

当社製品のスマートフォン版プロトタイプのデモ画像。
なお、個人の特定
につながりうる情報は黒塗りしている。
左図：ＩＣＵに入室中の全患者を重症度順に色分けし、一覧表示するベッ
ドマップ画面。
右図：ＩＣＵに入室中の各患者の詳細情報を表示する患者ビューワー画
面。
当該画面では、
リアルタイムな患者映像、複数の重症度スコア、
バイタルサイン情報やこれらの情報を基にしたＡＩによる患者の重
症度推定の結果を確認できる。

認できるようになる。
これは、
当社が現在研究開発を進める患者
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アプリはもともと医師の働き方改革の文脈で生まれたコンセプ

トである。昨今のＣＯＶＩＤ－１９流行下で周知の事実となった集

中治療現場におけるマンパワー不足は慢性的な問題である。例

えば、
ＩＣＵでは、集中治療医の有無と集中治療医の診療への関

わり方を基に、
『ハイインテンシティＩＣＵモデル』
と
『ローインテ

ンシティＩＣＵモデル』
の２種類の運営形態がある。2020年度の特

当社のアプリはもともと米国を中心に進む遠隔ＩＣＵのコンセ

プトも意識して開発を進めていたこともあり、隔離患者の監視力

の強化というシナリオでも十分に役立ちうるものであると考えら
れた。
というのも、隔離患者を監視カメラで観察しているだけで

は明らかに情報が不足しており、質の高い医療提供ができない

ためである。2020年時点ではこのアプリはまだ開発設計の段階

定集中治療管理料およびハイケアユニット入院医療管理料の届

であり、
コロナ現場への実導入はできていないが、
ヒアリングし

シティＩＣＵモデル』
で運営されていることになる。
このモデルによ

2021年４月にこのアプリのプロトタイプが横浜市立大学附属病

け出数を参考にすると、
およそ49〜83%の施設は
『ローインテン

る運営下では、集中治療医が全く存在しないケースもあり、各科

の医師が各科内の業務をこなす傍ら、
ＩＣＵに入室した患者の主
治医として診療も行う必要があるため、
負担が非常に大きい。業

務の負荷分散だけでなく、ICU患者の診療の質改善の意味でも、
集中治療医の存在が重要であるが、2019年4月時点で認定医は

た複数施設では非常にニーズが高いものであると感じられた。
院集中治療部に導入され、今後システム検証を経て、
いまだ続く

ＣＯＶＩＤ－１９との闘いにおいて現場を支援するシステムとして
早期展開を目指している。

難である。

3

の遠隔化と患者評価の自動化に資するシステムとしてアプリを開

先に述べた通り遠隔ＩＣＵ導入と活用を推進すべく活動してい

1,850名2）と不足しているため、各施設で人海戦術を取るのは困

こうした課題へ対応すべく、
当社では病院内における患者監視

集中治療室におけるデータ利活用の
課題と当社の開発

発してきた。
しかし、2020年春のＣＯＶＩＤ－１９の第一波を境に現

るところではあるが、一方で運用上の課題は残されている。その

安全を確保すべく、
当院をはじめ多くの病院で、
ＣＯＶＩＤ－１９患

している横浜市立大学附属病院での事例をもとにこの課題につ

課題となったのが隔離した患者の監視や評価である。重症患者

作業補助者がチームとなり、役割分担をしながら三つの病院の

場のニーズは大きく変容した。病院運営の継続と医療スタッフの
者隔離のための病棟再編や仮設病棟の新設がなされた。
ここで

一つが
「人手に依存しないシステムへの改善」
である。
当社と連携

いて述べる。横浜市立大学附属病院では医師、看護師、医師事務

は人工呼吸器やＥＣＭＯ
（人工肺とポンプを用いた体外循環回

ＩＣＵ入院患者の観察を行なっている
（次頁図４）。観察下にある

療管理が必要とされるシナリオである。
ただ、従来のように接触

し、速やかにフォローをすることが求められているものの、現状の

は低くならざるを得ない状況であった
（図３）。

間が必要になっている。

路による治療）
で管理される非常に重篤な状況で、
まさに集中治
対面型の患者対応は制限され、肌に触れての監視や評価の頻度

患者の中でより緊急度の高い患者は誰なのか、
これを素早く発見

システムでは人力で患者の状態をシステムに入力し、観察する手

左図：ゾーニング区域のパーティションを跨いで医療スタッフが口頭でやりとりする様子
上図：コロナ病棟には監視カメラが設置され、
ナースステーションのモニターで監視
【図３】
ＣＯＶ
ＩＤ－１９流行化における現場運営の状況
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【図４】横浜市立大学附属病院ＩＣＵにおける医師、看護師、医師事務作業補助者の運用フロー

今後、効率的な運用を行うためには、支援側、受援側ともに各

これにひもづく検査や画像のシステムはメーカーごとに異なる独

らない運用を整備することが望まれる。
これを実装するにはシス

化に関する推奨要件としては、
用語・コード・電文・通信（＝システ

医療機関におけるＡＩ、
ＩＣＴなどを活用し、
マンパワー依存にな

自仕様になっており、統一規格がないのである。
したがって標準

テムの仕様や通信設備、
ハード整備や情報セキュリティ対策にと

ム接続）
・文書・画像（＝コンテンツ）
に加え、
モデル・構造（＝診療

に、医療情報（電子カルテ上の情報）
の一元管理、
ＡＩによる解析

の挙動（＝ソフトの画面遷移）
などが挙げられる。
これらの標準化

吸器、
ＥＣＭＯなど複数の医療機器から取得できるデータは利

になり、
データ利活用が進むと思われる。

どまらず、患者の診断、重症度評価、治療の決定支援を行うため
結果の共有などが必要である。
しかし、生体情報モニタ、人工呼
活用されていないのが現状である。
その一つの理由として、医療
現場におけるデータの標準化が不十分なことが挙げられる。急
性期医療におけるデータ利活用のためには、
まず、集積するデー

タの標準化を進める事から始めなければならない。電子カルテや

録）、
ユーザーインターフェース
（＝操作画面）
・アプリケーション

が行われた後には他の医療施設のデータ収集や統合も行える様
当社ではこの課題を解決すべく、図５に示す様な医療機器

データを用いたアルゴリズム構築とシステム開発を行なってい

る。現状では横浜市立大学の単施設での研究として行なってい

るが、
データ標準化が進んだ折には各施設のデータを集約して
病院における ICT 活用

【図５】
Ａ
ＩによるＩＣＵデジタルデータ利活用の可能性
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ビッグデータ化することで、精度の高いＡＩアルゴリズムの構築が
可能になると考えている。

しかし図５のようなデータ標準化や利活用の事業は、単施設

や単一大学での一事業として進めることは難しい。現在、日本

ム
（ＨＩＳ）はオンプレミス環境（自院の中で情報システムを保有

し、
自院の設備によって運用すること）
に置かれているケースがほ

集中治療医学会の遠隔ＩＣＵ委員会のメンバーが中心となっ

とんどであるが、医療機器メーカーでない第三者が提供する付

報を基盤として人工知能を用いた本邦発の重症度予測モデル

るケースも増えている。
当社としても、現在のプロトタイプはオン

て進めている厚労省科学研究費事業『日本の集中治療臨床情

帯的なツールはクラウドサービスとして展開され、利用されてい

の開発とパネルデータ活用環境の醸成（１９ＡＣ１００５）』におい

プレミスで実装したが、将来的な製品展開時はクラウドサービス

は、急性期医療で扱う用語・文章・データ構造の標準化を主に

もいえる。
また、
システムセキュリティの観点からいえば、
オンプレ

てデータ標準化の取り組みを行なっている。この研究事業で

化もオプションとして検討しており、
こうしたトレンドは追い風と

行なっており、すべての標準化推奨要件を作り上げるにはかな

ミスが必ずしも一番安全とも言い切れない。
クラウドサービス上

気よく継続する必要があると考え、
日本集中治療医学会のメン

に行うことができるほか、
サービス利用者およびサービス提供者

りの時間がかかると思われる。
しかし今後もこの取り組みは根

で展開されるサービスの方が脆弱性へのパッチ対応なども迅速

バーが中心となり、
「特定非営利活動法人 集中治療コラボレー

ともに追加のセキュリティ対策をより柔軟に、個別のポリシーに

を立ち上げた。
この団体の役割は急性期領域におけるデータ標

の境界セキュリティやエンドポイントセキュリティといった各ポイ

ションネットワーク
（Icu Collaboration Network:ＩＣＯＮ）」

合わせて実装できる。オンプレミスの場合、
システム全体が病院

準化事業、遠隔ＩＣＵの普及事業、産学官連携の推進などに取

ントの堅牢性に依存してしまい、一点突破されてしまった場合の

知見と医療機器メーカーの技術力を掛け合わせてイノベーショ

反映する必要がある。

ングの場を提供し、
日本での医療機器や医療機器プログラムの

⑵ＡＩの活用と医療情報の取り扱い

り組むことを考えている。データ標準化の先にはアカデミアの

ンを起こしていくことを目指している。そのためのシーズマッチ
開発が加速することを期待している。
また、関連するデータベー

ス事業と横断的な連携をすることで、オールジャパンでの急性

影響範囲が大きい可能性がある。
このような点を検討し開発に

一方で、大きな課題となるのはＡＩに用いる医療情報の取り

期データベースの構築をビジョンとして掲げている。
このような

扱いである。
これには患者プライバシー、二次利用の同意などの

産の整理など多くの課題があるが、本邦から海外に向けて遠隔

病歴や診断、診療などの医療情報を含め要配慮個人情報とさ

取り組みを行ううえでは、個人情報保護、セキュリティ、知的財

議題を含む。本邦では、2017年に個人情報保護法が改正され、

ＩＣＵ推進を発信していくためには乗り越える必要があると考え

れている4）。また、
「 医療分野の研究開発に資するための匿名加

ている。

4

工医療情報に関する法律」が別途制定されており5）、次世代医
療基盤法における認定事業者が適切に匿名加工した医療情報

次期研究開発における課題
〜リスクマネジメントの観点から～

⑴システムのセキュリティ強化
今後、
当社製品の成長を考えるときに重要なテーマは、
プライ

であれば、患者の同意のもと、要配慮個人情報を含む医療情報

を様々な研究用途で利活用できるとしている。
当社では、現時点

では要配慮の医療情報を用いた研究開発を行なっていないが、

ＡＩ技術のさらなる発展には、病歴や診断までのプロセス情報は

必要な変数となる可能性が高く、今後当社が認定事業者となる、

ないし、既存の認定事業者と協業していく必要があると考えてい

る。
また、
クラウドサービス化した場合に、患者情報をどこまでク

バシーを含むセキュリティ強化である。本邦では、医療機関およ

ラウド空間にリフトするかという論点もあると考えているが、
これ

た３省４ガイドラインが存在する。特に、厚生労働省は2021年１月

解析処理をかけ、結果のみクラウドサーバーに送信しアプリケー

び事業者が安全に医療情報を取り扱うための指針をとりまとめ

はエッジコンピューティングの手法で、
エッジ側で収集し必要な

に、昨今のサイバー攻撃リスクの増加をより一層警報する狙いも

ションにて表示するというアーキテクチャにすることで懸念点を

あり、
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第５．１

版」
を公表している3）。
その中で、
特に注目したいのがクラウドサー

ビスへの対応に関する変更点である。
これまでも医療機関におけ
るクラウドサービス利用のガイドラインは出てきていたが、今回

の改定では、
その利用は既に当たり前のものになってきており、
そ

うした利用に際して多角的なリスクを考慮するよう具体的な指
針が示されている。

35

実際、大規模病院においては、患者情報の中核をなす電子カル

テ、部門システム、生体情報モニタをはじめとする医療情報システ
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解消できると考えている。
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5

今後の展望
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効率化に対する期待は大きい。医療ＡＩは、患者の予後を30～

、今後様々なユースケースでＡＩと医療者がコラボレーション

造する中で、
リスクの考え方や規制も変わってくるものであり、

フィットが大きくそれらを上回る価値創造を当社として推進し

以上
（本文中の図表は執筆者提供）
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基礎研究レポート

人生100年時代と金融老年学
超高齢社会の現実と求められる知識・対応

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
研究開発本部 基礎研究部 基礎研究グループ
マネジャー・上席研究員

な か が わ

じゅん

中川 淳

要旨
▪ 少子高齢化は途上国も含めた世界的現象となりつつある。既に超高齢社会となった日本は急速な高齢化、世界トップ
水準の長寿化、低出生率が特徴である。未婚率が高まり、単独世帯が増える中、認知症の増加、所得・資産および健康
の格差拡大といった問題が生じている。
▪ 金融老年学は老年学の中で特に金融関連に焦点を当てた学際的分野であり、人生100年時代に注目されている。健康
寿命は日常生活を制限なく過ごせる期間、資産寿命は資産が尽きるまでの期間であり、金融老年学は健康寿命と資産
寿命の延伸、資産寿命と生命寿命のギャップ縮小を課題の一つとしている。健康寿命維持は脳の病的老化である認知
症予防も含む。
▪ 平均的な世帯の資産保有額は年齢が上昇するほど多くなり、格差は高齢期に拡大する。人口の都市集中で金融資産
は東京圏にシフト、実物資産も都市部の不動産価格上昇と地方・郊外の空き家問題等で居住地域による資産格差が
拡大する傾向にある。
▪ 人は教育等で人的資本を充実させ資産形成につなげ、老年期に備えなければならない。そのためには、年金、医療、介
護、成年後見制度、税制
（特に相続、贈与、資産運用優遇）
の知識を獲得し、長期的視野を持ってやるべきことを実行す
る必要がある。

1 超高齢社会の現実
⑴世界の人口推移と少子高齢化
日本の人口動態の相対的な位置付けを理解するため、世

界全体の状況を確認する。国際連合（United Nations、以下、

「国連」）が公表している世界人口の過去および将来推計は図

１のとおりであり、20世紀後半に世界人口は急激に増加してい

るものの、21世紀に入るころから増加ペースが低下している。
ま
た推計の前提によっては2020年以降の増加ペースの低下速度
が異なっている。
中位推計では2050年代の後半に100億人を突

破し、
その後もなだらかな人口増加が続く。一方、低位推計では

2055年前後に90億人弱の水準で世界人口はピークとなり、そ

の後は減少局面に入る。
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【図１】世界人口の過去および将来推計
（1950-2100）
（出典：UN, World Population Prospects: The 2019 Revisionのデータを基
にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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中位推計は、各国の合計特殊出生率（以下、
「出生率」）が現

状のトレンドを維持しつつ安定する前提であり、将来推計のメ

インシナリオとして取り上げられることが多い。一方、低位推計

は低い出生率が前提で、
やや極端なものと認識されることが多

かった。
しかし最近では、
ダリル・ブリッカー／ジョン・イビットソ

ン
（2020）1）のように低位推計のほうに近い可能性が高いとの
主張も出ており、
中国の人口は減少局面に入ったとの観測も出

ていることから、低位推計の現実性が高まっている。

⑵超高齢社会日本の特殊性
少子高齢化は世界的な現象であり、
日本も他の国々と同様

【図２】
日本の50歳前後時点の未婚率
（出典：国 立 社 会 保 障・人 口 問 題 研 究 所のＨＰ
「 人 口 統 計 資 料 集 」を基に
MS&ADインターリスク総研作成）

に、多産多死から多産少死、
そして少産少死へと移行するとい

う人口転換（demographic transition）
を経て少子高齢化が

起きているといえる。
しかし日本の場合、
以下の三つの特色があ

り、世界に先駆けてそれらの現象が生じている。そのため日本

は厳しい課題を抱えている反面、その課題解決に成功すれば
世界で最先端の成功事例ともなる。
①急速な高齢化、高い高齢化率

国立社会保障・人口問題研究所（以下、
「社人研」）
によると、

高齢化率（65歳以上の人口比率）が7%から14%に到達した期
間は欧米先進国が40-100年であるのに対し日本は24年と高齢

化が急速に進んだ。
また日本の高齢化率は現在約3割、2050年
前後に4割近く
（社人研中位推計）
と世界で突出している。
②長寿化

日本人の平均寿命は男性81.4年、女性87.5年（2019年時点）

と世界の中でトップ水準であり、約50年で12年ほど長寿化し
た。65歳時点での平均余命は男性19.8年、女性24.6年で、今後

の平均寿命の延びを勘案すると、遠からず男性は90歳、女性は
95歳まで平均的に生きる可能性が高い。
③低出生率

日本の出生率1.4前後（2019年1.36）
は世界全体の2.47（国連

推計2015-2020）
との比較ではいうまでもなく、先進国の中で

も低いほうに属する。
ただし、
アジアの経済発展が比較的早い
国々・地域の出生率（香港1.33、
シンガポール1.21、台湾1.15、韓
国1.11 ）
との比較では、
ほぼ同等か若干高い。

①未婚化の進行

日本でここまで急速に少子高齢化が進んだ最大の背景であ

り、重要な側面は未婚化である。図２のとおり日本の50歳前後

の未婚率は急速に高まっており、2015年時点で男性が約23％、
女性が約14％に達している。同時点で40～45歳の未婚率は男
性約30％、女性約19％であり、遠からず男性3割、女性2割が50
歳時点で未婚となる可能性が高い。

高まることにより出生率は低下する。社人研のデータによると
結婚した夫婦の出生児数（完結出生児数）
は2015年調査時点

で1.94人であり、子供の数は2人弱が平均的である。
日本の社

会ではかつて平均的な家族像は夫婦に子供2人というものであ

り、結婚した場合は確かに現在もそれに近い。
しかし結婚しな

い人が増えているため、結婚した
「夫婦」
が家族を構成している

という前提が既に典型的なものではなくなりつつある。
②単身者（単独世帯）
の増加

未婚者の多くは親その他と同居しない限り単独で世帯を形

成する。
そして結婚した場合でも高齢になると配偶者が死亡す

る可能性は高まり、子供等と同居しない限り単独で世帯を継続
することになる。

日本では2008年前後に人口がピークとなり、既に減少を始め

ているのにもかかわらず世帯総数はまだ増加している。
これは
世帯の構成人数が減少しており、特に単身者（単独世帯）
が増

加しているためである。全世帯に占める単独世帯の比率は現在
30％台半ばに達し、2040年には40％近くにまで上昇すると推定

されている。
なお2020年代前半には世帯総数もピークを打ち、
減少局面に入る。
そのことは空き家問題の深刻化に拍車をかけ

る要因の一つである
（空き家問題は後述）。
③認知症患者の増加

高齢者の健康状態がよくなり、長寿化が進んだ場合でも、高

齢になるにしたがって認知症の症状が出る確率が高まってく

る。多くの疾病に関しては治療法がある程度確立されているの
に対し、認知症に関しては有力な対処方法が確立しているとは

いいがたい。予防と社会との共生を進めること以外に対処方法

はなく、認知症の患者が当面は増加することを前提とせざるを
得ない。

④様々な格差の拡大

日本の中において所得格差・資産格差が拡大しているとのコ

ンセンサスが形成されつつある。その格差の一部は高齢者が

増えてきているためでもある。高齢となり職業から離れる場合、

RMFOCUS Vol.78〈2021 Summer〉 38

基礎研究レポート

⑶日本の高齢化の諸側面

日本の場合、未婚で子供を持つケースは少なく、未婚率が

勤労所得はなくなるが、
それまでの資産の蓄積の差により資産

（株式等の金融資産や不動産等の実物資産）からの所得差が
生じる。公的年金・私的年金等から得られる年金の金額も個人

によって差がある。
また預貯金の取り崩しによって消費に回せ

る金額にも大きな差が出る。

最近では所得や資産の格差に加え、個人によって健康を維

持するための努力水準が異なり、
その結果として高齢期に
「健

康格差」
が顕在化するということも注目されている。
自己管理能

力が高い個人は節制等により健康を維持しやすい。
しかも社会

的成功によって高い所得を得て資産を形成できている可能性

が高く、所得・資産の余裕により健康維持のために資金を回し

病気によって進むものを病的老化という
（表１参照）。
しかし、両

者の区別は必ずしも厳密なものとはいえない。たとえば尿括

約筋の機能が低下すれば一時的な尿失禁となりやすい。
また

白内障の内、加齢性白内障は高齢になれば多くの人が経験す

るものであり、生理的老化としての性格がある。

【表１】老化の種類
（生理的、病的）

生理的老化

白髪・脱毛、
しみ・しわ、老眼、難聴、前立腺の肥大、尿
括約筋の機能低下

病的老化

不眠、認知症、骨粗しょう症、ロコモティブ・シンド
ローム、白内障、排尿障害・失禁

やすい。加えて健康を維持できていると医療費等で余計な出費

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

を防ぐことができる。
そのため格差の再生産が起きることが十
分考えられる。

②認知症、軽度認知障害（MCI）

脳においても生理的老化と病的老化がある。加齢とともに脳

2 金融老年学の視点
⑴金融老年学の扱う範囲
老年学（ジェロントロジー）
は心理学、主に発達心理学（de-

velopmental psychology）から派生した学問であり、発達

め、物忘れが多くなる、
モノがなかなか憶えられないといったこ

とは一般的であり、それは基本的に生理的老化である。一方、
脳の病的老化の典型が認知症（dementia）
である。認知症は
高齢になるほどその発症率は高まり、85歳以上では認知症有

病率がほぼ半数に達する。長寿化を前提に高齢者の中でさら

に高齢になる人が増えれば認知症の患者数はますます増える

段階の特に老年期の心理を扱うことから始まった。隣接分野で

ことになる。

ているのに対し、老年学は学際的学問として幅広い問題を扱っ

という用語が使われ、認知症になる前の症状として診断するこ

要であることを反映している。

化の中間の状態を軽度認知障害と考え、
その時点で認知症へ

ある老年医学（geriatrics）が老年期の健康・医療を主に扱っ

ている。
これは老年期の問題に対しては多様なアプローチが必

最近は軽度認知障害
（Mild Cognitive Impairment、
MCI）

とに努める動きが出ている。
すなわち脳の生理的老化と病的老

その老年学の中で特に金融関連の問題に焦点を絞ってい

の進行予防を目指すという考え方である。
なお、認知症の予防

富裕層に対する金融アドバイスから始まった用語とのことで

と知的な興味を維持するといったよい生活習慣が重要である。

ントロジーを
「老年学、脳・神経科学、認知科学における豊富

③健康寿命

している。
また清家（2017）3）は金融老年学が注目され始めた

注目されているのが健康を維持できている期間という意味であ

るのが金融老年学であり、駒村（2019）2）によると米国で高齢

ある。同書は金融老年学の入門書の一つであり、金融ジェロ
な研究蓄積を資産選択、運用、管理に活用する学問」
と定義

には、適切な食事、
よい睡眠、適度な運動とともに、人との交際

生命寿命は人が生きている期間のことだが、
それに対し最近

時点での関係者による研究会の議論をまとめた啓蒙書であり、

る健康寿命である。厚生労働省が公表している2016年時点の

と
「資産寿命」
（ 蓄積した資産が老後に取り崩して尽きるまで

寿命が男性81.4年、女性87.5年であることから健康寿命と平均

「健康寿命」
（日常生活に支障のない健康を維持できる期間）
の期間）
を延伸し、
「 生命寿命」
とのギャップをできるだけ縮小

するための学際研究として扱っている。
そういった金融老年学

の性格から、老化、特に認知症や健康寿命に関する理解がま

日本の健康寿命は男性で72.1年、女性で74.8年であった。平均

（生命）寿命の差は男性で約9年、女性で約13年であり、
その期
間が短いほうが当然に望ましい注1）。

健康寿命維持には認知症予防も重要なことである。身体が

ずは重要になる。

運動可能であっても認知能力が低下するならば生活に支障が

⑵老化と健康寿命

難しくなる。
そのため金融機関は顧客との円滑な取引のため、

①生理的老化と病的老化

人は年齢を重ねると心身にいろいろな変化が生じてくる。

その中で多かれ少なかれすべての人が経験する一般的なもの

を生理的老化という。一方で、誰でもが経験するものではなく、
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生じ、
たとえば経済生活にとって重要な金融取引・資産管理が

認知症の症状および適切な対応に関する理解が必要になる。

その面からも金融老年学が扱う分野は金融関係者にとっても
重要になりつつある。
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⑶資産寿命を延ばすポイント
①老後2,000万円問題

高齢期に入ると、消費生活を維持するための経済基盤とし

たとえば30歳なら70％、60歳なら40％の株式等を持てばよいと
いうもので、一つの考え方である。

資産運用の必要性は老年期に入っても同様である。確かに

高齢になるほど市場変動を受け入れるリスク許容度は低下し、

ては、年金とそれまでに蓄積した資産が主なものとなる。2019

リスクをとった運用は行ないにくくなる。
しかし長寿化が進む中

告書4）は、平均的に老後の備えとしてどの程度の金融資産を蓄

産が枯渇するリスクを考えれば、老年期に入ってからも一定の

年6月に金融審議会の市場ワーキング・グループが公表した報
積すべきかなどを取り扱っている。公表直後、
マスメディアにも

「老後2,000万円問題」
として取り上げられ、注目された。

報告書では、夫婦二人の毎月の年金受取額を20.9万円、消費

支出を26.4万円とし、差し引きマイナス5.5万円を毎月の不足額

として計算している。年間では5.5万円×12＝66万円、30年間で

約2,000万円が不足額になる。不足額を可能な限り縮小するた

で老年期も伸びており、長生きリスクおよびその結果として資

市場変動リスクをとった資産運用で長期的なリターンを確保す

ることが重要な選択肢になる。

⑷高齢者の資産管理の問題点
本人個別の寿命は基本的に不明である。
そのため想定よりも

めには、単純化すれば、年金受取額を多くし消費支出を少なく

長生きして資産寿命が先に尽きてしまうという長生きリスクを

れるとともに消費水準は老後生活の質を大きく左右することに

う考慮せざるを得ない。
しかしどの程度余裕を持つかの判断は

る資産が必要になる。

り受け取れる年金は重要な役割をもっている。

すればよい。
しかし、消費支出にはどうしても必要なものが含ま

なるため、充実した老後のためには年金の充実と余裕を持ちう

②年金の充実の重要性

意識し、資産寿命を生命寿命よりも長くするべく余裕を持つよ
悩ましい問題である。
その点で終身年金のように生きている限
それ以上に深刻な問題は、寿命が近くになると資産管理・相

続対策等の判断能力が低下し、最終的には判断ができなくな

日本の年金制度には公的年金と私的年金（企業年金、個人

ることである。
したがって資産管理についてはあらかじめ方針

を受け取ることができる。そのため、
いわゆる
「長生きリスク」、

要である。
しかし、寿命と同様に自分の判断能力がいつどの程

年金）
がある。公的年金は終身年金であり、生きている限り年金

すなわち予想よりも長生きして金融資産が枯渇してしまう事態

に備えるのに有効なものである。
自営業者の場合は定年がない

を定め、相続時に遺族等が困らないよう準備しておくことも重
度低下するのかは事前には不明である。特に判断能力低下の
原因として懸念される認知症は、他者からの診断さえ明確とは

こともあって国民年金（基礎年金）
のみの設定となっており、一

いえない部分があり、
自分で判断することはさらに難しい。
その

方、会社等に勤務していれば厚生年金に加入し、給与と連動し

また円滑な相続のために遺言を残すことが望ましい場合で

定の掛け金を継続し、原則65歳以降に一定額を受け取る。一

て掛け金を支払い
（雇用側と折半）、原則65歳以降に受け取る。

ためつい事前準備を後に引きのばしてしまいがちである。

あっても、途中で状況が変わって遺言内容を変えたくなるとい

掛け金が多ければ受け取る年金額も大きくなる。

う懸念を持つかもしれない。そう考えると遺言を残すことを先

用意されていることが多い。確定給付年金は企業側が運用内

ている可能性も考えられる。

私的年金では、会社等勤務の場合、企業による年金制度が

容・リスクも含め運営し
「給付」は確定しているため、個人が関

延ばししてしまい、判断が必要なときには既に判断能力を失っ

与する余地はない。一方で確定拠出年金は加入している個人

が運用内容（一部は掛け金も）
を決定するため結果的に将来の

受取額等に影響を与える。
よってその要諦は後述する個人によ

る資産運用と同じことがいえる。
③資産の蓄積および資産運用

寿命である。老年期以前にできる資産寿命を延ばす最も有効

⑴金融資産の分布
資産寿命を伸ばすためには年金の充実と資産の蓄積、資産

運用が重要である。
では実際に平均的な資産保有金額はいく

な方法は、資産を可能な限り蓄積することである。
したがって

らなのか、年齢別の平均値を確認する
（次頁表２）。

が重要である。
そして老後までの期間に蓄積した資産を適切に

の数字があり、20歳代から30歳代にかけてはマイナスである。

超長期で資産運用できることは大きな強みであり、
それを十分

平均が1,000万円超、60歳代で約1,800万円のピークに達する。

所得が相対的に大きい時期に一定の貯蓄を着実に行なうこと
運用し、
そのリターンを長期的に得ることが必要である。長期・
生かすべきである。老後の取り崩しまでに期間があるうちは株
式等のリスク資産を多めにした資産運用が可能であり、経験

則として
「リスク資産比率＝100％－年齢」
という目安がある。

「全国消費実態調査」
ではネットの金融資産（貯蓄－負債）

40歳代に入ってネット金融資産がプラスに転換、50歳代から

実物資産の多くは住宅・宅地であり、年代が上がるにつれ徐々

に増え、60歳代でピークとなる。金融資産、実物資産、その合

計の家計資産のすべてにおいて60歳代がピークであり、
その後
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老後において生活のため資産の取り崩し可能な期間が資産

3 日本の金融資産の状況と動き

【表２】世帯主年齢別の資産保有額

（単位：万円）

「家計の金融行動に関する世論調査
（二人以上世帯）
」

「全国消費実態調査」
世帯主
年齢

家計資産

金融資産

金融資産保有世帯

実物資産

平均値

含む金融資産非保有世帯

中央値

平均値

世帯構成率

中央値

非保有

3千万円
以上保有

20歳代

454

-41

495

366

220

165

71

22.9%

0.0%

30歳代

1,137

-284

1,420

558

640

529

240

15.8%

2.1%

40歳代

1,852

69

1,783

1,077

880

694

365

18.7%

2.9%

50歳代

3,214

1,072

2,142

1,644

1,574

1,194

600

21.8%

8.9%

60歳代

4,500

1,785

2,714

2,263

2,203

1,635

650

23.7%

15.4%

70歳以上

4,311

1,698

2,612

2,258

1,978

1,314

460

31.1%

11.1%

平均

3,229

1,042

2,187

1,537

800

1,139

419

23.6%

8.9%

（出典：総務省統計局「平成26年全国消費実態調査 家計資産に関する結果 世帯主の年齢階級別１世帯当たり資産」
（総世帯）
および金融広報中央委
員会「家計の金融行動に関する世論調査
（二人以上世帯） 1.金融資産の状況等」2019年を参考にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

急減はしない。
なお負債の多くは
「住宅・土地のための負債」
で

ある。

「家計の金融行動に関する世論調査」
では金融資産を保有

する世帯のみ、および非保有世帯を含む全世帯の数字（負債

⑵相続および相続税対象の増加
日本の人口ピラミッド
（図３）
を確認すると70歳代前半と40歳

代後半が多い。前者が
「団塊の世代」、後者が
「団塊ジュニア」
と

を含まないグロス）があり、かつ平均値と中央値（median、

いわれており、その動向は社会に大きな影響を与える。
たとえ

参考になる。
「 金融資産保有世帯」の資産保有額は年代が上

亡数が増える。
つまり10-20年後、団塊の世代で相続が大量に

データを順に並べた時の中央の値）の両方が得られるため

がるにつれ徐々に増加し、60歳代で約2,300万円とピークに
達し、70歳代以上でもほぼその水準を維持している。一方で

同調査の「含む金融資産非保有世帯」では、保有金融資産

の平均値は保有世帯のみに比べ大きく減少する。これは金

融資産非保有世帯（貯蓄ゼロ世帯）の比率が30歳代をボトム

（約16％）に年代が上がるにつれて高まり、70歳以上で3割を

ば、相続に関しては現在の70歳代前半が80歳以上になると死

発生する。
また相続税はある程度の資産を保有している場合に

課税されるものであるが、
相続税の基礎控除が2015年1月以降、

「5,000万円＋1,000万円×相続人」
から
「3,000万円＋600万円×

相続人」
に縮小されている。
よってその点でも以前より相続税の
対象となるケースが増えるであろう。

超えていることが大きい。60歳代以上の資産格差が顕著であ

り、金融資産非保有層を含めるとかなり多くの世帯の資産寿
命に問題があることになる。

【図３】
日本の人口ピラミッド
（2020年時点、推計）
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人生100年時代と金融老年学

⑶空き家問題、資産格差の動向

4 ライフサイクルと資産管理ニーズ

個人金融資産については地方から都市への人の流れが大き

な影響を与えており、東京圏の金融機関への金融資産集中が
顕著である。
それは実物資産に関しても同様である。地方に住

んでいる親の家で子供が都市に出て行っている場合、将来利用

されないと空き家となる。空き家には固定資産税、
その他の費

用がかかり、近隣の環境にマイナスとなることもある。
これがい

わゆる
「空き家問題」
であり、空き家数は急増している
（図４）。
2018年には空き家率が13.6%に達しており、
その約半数は
「賃

貸用の住宅」
で6.9%、次に多いのが「その他の住宅」
の5.6%で

⑴ライフサイクル
人の一生にはいくつかのステージを想定できる。発達心理

学では、児童・青年期→成人前期→中年期→老年期と推移す

るというライフサイクルを典型的には描いている。
そのイメージ

は個人の経済生活を中心に考えるとは表３が一つの例であろう

（大学進学の場合）。

児童期・青年期は家庭および学校・塾等で受ける教育が中

ある。
「その他の住宅」
の比率が近年上昇しており、
そのうち、住

心であり、社会人となる準備期間である。そのため自分で稼ぐ

著しい。

資本（human capital）
と呼ばれる将来稼ぐ力を身に着けるた

まなくなって20年以上のものが24%を占め
（2018年）、老朽化が
問題のある空き家の除去が一部実施される以外に空き家問

題の対策は本格化していない。親の住宅を子供が相続しても
住まないならば本来は賃貸に出すか売却するしかない。
しかし
人口が減少している地域では借り手を探すのは容易でなく、売

却しようとしても買い手が出てこないケースが多い。
そうなると

所得は限定される。
しかしこの時期は教育経済学でいう人的

めに基礎を形成する時期であり、
また社会（関係）資本（social
capital）と呼ばれる人との関係・ネットワークを作り上げる時
期でもある。

成人前期は社会人となり、
かつ多くの場合は家庭を形成する

時期でもある。人的資本を社会人としてさらに強化し、所得か

多くの地域では不動産を相続した場合、固定資産税や各種費

ら金融資産を積み上げることが望ましい。
しかし所得があって

産格差は不動産の空き家問題に代表される動向によっても拡

な時期であり積立による投資（一般に、
「長期、分散、積立投資」

用の負担のみが相続人に生じることになり、地方と大都市の資
大される。

も、住宅購入等で負債を持つこともあるため、長期投資に適切

が重要といわれる）
を行なうべきであるが、金額的にはやや制
約を受けるかもしれない。

中年期になると途中で所得のピークを迎えることが多い。企

業勤務者で長期に勤務した場合、退職金があれば直後に金融
資産が最大となることが多い。
なお、
中年期は所得が比較的多

い時期ではあるものの、前半は子供の教育に関する費用等で
出費も多い時期になりやすい。
そしてそれまでに蓄積した人的

資本の大きさ次第で所得および金融資産に差が生じることが
多い。

【図４】空き家数および空き家率
（全国）
（出典：総務省統計局
（2018）
「平成30年住宅・土地統計調査 結果の概要」
より抜粋）

（心理学上の）
ステージ

典型的イメージ
（大学進学の場合）

Ⅰ

児童・青年期

Ⅱ

成人前期

23-45歳。社会人前半。体力と知力の充実期、
ピーク

Ⅲ

中年期

45-70歳。社会人後半+α。経験と総合的知力・知恵

Ⅳ

老年期

70歳以上。
「老後」
。人間力と楽しむ力。成熟力

制約

0-23歳。大学卒業まで。学業等中心で学習力最大。記憶力ピーク

三大疾病、健康寿命
認知症、平均寿命
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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【表３】
ライフサイクルの典型的イメージと制約

老年期に入ると、体力的にも人的資本は限られるようにな

り、所得の多くを年金に頼るのが一般的である。
この時期は金

②成年後見制度

認知症に限らず高齢期に入ると判断能力が低下する。その

融資産を運用して投資リターンを得つつも、年金と投資リター

場合に財産管理と身上保護（住居、医療、介護、施設入居が典

要が生じる。投資リターンの額は投資金額と投資リスクにとも

あり、2000年4月に導入された。成年後見制度には
「法定後見制

額に余裕があれば得られるリスク許容度が大きな影響を持つ

近くを占め、任意後見は1-2%と少ない。

ンだけで必要な消費を賄えない部分は金融資産を取り崩す必
なうリターンで決まる。
よって金融資産蓄積額の大きさと、蓄積

ことになる。
その他に、老年期には体力低下で気温変化等への

対応力も低下し転倒リスクも高まるため、老年期に入る前後に
住宅の保温性を高めバリアフリー化や手すりの設置といった住
宅のリフォームも重要な検討事項となる。

⑵資産管理の検討のために必要な知識
①社会保障制度

日本の社会保障制度には、1）社会保険（年金、医療、介護、労

働）、2）公的扶助（生活保護、等）、3）社会福祉（児童、寡婦・母

子、高齢者、障がい者）、4）保健医療・公衆衛生、
の四つがある。
金融ジェロントロジーを考える上で特に影響が大きいのが公

的年金と呼ばれる年金保険である。
また公的年金制度に私的

型）
を後見人が代わってできるようにするのが成年後見制度で
度」
と
「任意後見制度」
の二つがある。利用者は法定後見が99%
法定後見制度は家庭裁判所に申し立てられると家庭裁判所

が後見人を選ぶ。判断能力の低下の程度によって、
「成年後見」

「保佐」
「 補助」に分かれる（約8割が成年後見）。後見人は家

族・親族がなることもできるが、財産額が比較的大きいケース

では弁護士や司法書士といった専門職が選任されることが増

えている。後見人の役割は財産に関しその管理・維持を担うこ

とに限られているため、
たとえば不動産の価値を維持するため
の大掛かりなリフォームは手掛けることが認められない可能性

がある。
また法定後見制度は途中でやめることはできず、成年
後見人（加えて必要な場合、成年後見監督人）
に費用を払い続

ける必要がある。
そういった成年後見制度の短所もあり、最近
は家族信託（家族間の民事信託）
に注目が集まりつつある。

年金制度（企業年金、個人年金、等）
が加わり、
日本の年金制度

③相続税・贈与税等の税制

とおりである。

者、血族）
・および遺言書で財産を譲ると指名された受遺者が

を構成している。制度はやや多岐にわたるが、主なものは表４の
医療保険は個人が支払う医療費を一定の負担割合に抑える

効果で生活を支える
（年齢で負担割合が変わる）。
また
「高額療

養費制度」
があり、実際の負担金額は保険診療が適用されるな

ら月単位で上限がある。上限金額は年収によって異なり、高齢
期で年収が少なければ自己負担額も少ない。

介護保険は40歳以上で加入し、高齢期で介護が必要になっ

た際、
または高齢期でなくとも介護が必要と認定されれば介護

サービスを受けることができ、個人負担を抑制できる
（利用上

相続税は相続財産をもらう人、すなわち法定相続人（配偶

支払うものである。法定相続人には、配偶者は常に該当し、そ

れ以外は順位としては第1に子ども、
第2に父母、
第3に兄弟姉妹

（亡くなっている場合は甥・姪）
であって、子どもがいなければ
父母、父母もいなければ兄弟姉妹が法定相続人になる。

相続には法定相続、遺言による相続、分割協議による相続が

ある。法定相続の場合、相続割合が決められている。
たとえば、
配偶者と子どもであれば、配偶者1/2、子ども
（全員合計）1/2で

ある。遺言書に分け方が明記されている場合、
または分割協議

限以内なら原則１割）。介護保険によるサービスを受けるには要

で合意ができれば法定相続の割合に従う必要はない。
ただし

いによって受けられるサービスの内容・量が異なる。

分」
が認められる。

介護認定を受ける必要があり、認定された要支援・介護の度合

配偶者、子ども、孫、親には最低限の遺産取得分として
「遺留

【表４】
日本の主な年金制度

国民年金
（基礎年金）
：全国民
（20-60歳）
が加入
40年間納付
（定額：現在は1.7万円弱/月）
で満額
終身で年金を受領
（現在、約6.5万円/月）
、通常65歳から
公的年金

私的年金

厚生年金・共済年金：会社員、公務員が加入
国民年金と合わせ、
モデル世帯
（男性60歳で退職、専業主婦の世帯）
で
約22万円/月。給与が多いと納付額
（労使折半）
も多いが、受領も多くなる
したがって共働き世帯で厚生年金等の対象ならば年金額が多い
企業年金：確定給付年金
（DB）
、確定拠出年金
（DC）
等
DCは加入者が投資内容・結果を決定。学習機会にも
DBは企業が投資、年金額もあらかじめ決定
個人年金：個人で加入
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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相続税は一定の準備により、被相続人の意思（遺志）
が反映

され適切な相続税にすることが望ましい。
その準備の一環とし
て生前贈与を行なうことがあり、贈与税に関しても一定の理解

（通所、在宅、施設利用）
を受けることを含めて多くのことを家族
と相談するタイミングでもある。

備えあれば憂いなし。
やるべきことを実行していれば、長生き

が必要である。税率全般は贈与税のほうが相続税より高いが、

した場合に資産寿命が尽きてしまうことも防ぐことができる。
ま

払い額を抑制することができる。

り、健康寿命の延伸にも役立つことが期待できる。そうして人

④資産運用関連の税制（優遇制度）

に楽しく安全・安心な日々を過ごすことが可能になる。

贈与税にも基礎控除があるため複数年での贈与等で税金の支

個人で加入できる個人型確定拠出年金（iDeCo）
では毎月

た常にやるべきことを心掛けることそのものが認知症予防にな
生のサステナビリティ
（持続可能性）
を維持し、人生100年時代

の積立額が所得控除の対象であるとともに、運用結果であるリ

以上

ターンが非課税である。
さらに年金として受け取るときには
「公

的年金等控除」
「退職所得控除」
の対象になる。
そのように税制

上優遇されていることもあって積立金額には加入者の職業や
他の年金制度の状況によって上限が定められている。

個人が株式等で運用する際、そのリターンが非課税となる

制度にNISA（ニーサ）
がある。毎年120万円の非課税投資枠が

あり、非課税投資期間は5年とやや短い。投資対象は、株式現

物（含む外国株式）、投資信託、ETFと幅広い。
また「つみたて
NISA」
は同様にそのリターンが非課税となる。積立上限は年間

40万円、非課税投資期間は20年と長期に設定されている。一方

で投資対象は金融庁が定めたガイドライン
（長期投資、分散投

資が主眼）
に合致したものに限定され、投資信託（インデックス

ファンド、一部のアクティブファンド）
やETFが該当している。
な
お、NISAとつみたてNISAの併用はできない。

5 人生100年時代への対応
金融老年学を取り入れることで多くの金融機関は老後に備

えた金融サービスなどを充実させ、配慮のある適切な接客と情

報提供を強化している。
したがって個人はその資産管理に関し

てそれら金融機関をうまく利用することは重要である。

しかしそれだけではなく、各個人が自分のライフサイクルを把

握し、長期的視野の下で自分が現在やるべきことを主体的に実

行することが何といっても必要である。
たとえば児童・青年期に

は学習によって人的資本、人間関係形成によって社会関係資

本を充実させることが第一であろう。成年前期には社会の中で

力を発揮し、家族形成しつつ資産形成層として着実に金融資

が大きい一方で退職金の受け取りもあり、一定のリスクをとっ

た資産運用のかじ取りがポイントとなる。
また仕事を長く継続

することにより老後を遅らせ、年金充実、資産蓄積、健康維持

に努めることも有効な手段である。老年期に入ったならば、当

1）ダリル・ブリッカー／ジョン・イビットソン（2020）
『2050年 世界人口
大減少』文藝春秋
2）駒村康平編（2019）
『エッセンシャル金融ジェロントロジー』慶應義
塾大学出版会
3）清家篤編著（2017）
『金融ジェロントロジー「健康寿命」と「資産寿
命」をいかに伸ばすか」』東洋経済新報
4）社金融審議会 市場ワーキング・グループ（2019）
「高齢社会におけ
る資産形成・管理」
（2019.6.3）

面は年金等の所得とのバランスがよい消費を心掛けつつ資産

注）

た生前贈与の準備を始めるべきである。老年期後期には認知

1）ただしその健康寿命は本人の自覚で判断されており、健康が失われたとい
うよりは生活でやや不便な面が出始めたと主観的に自覚しただけでも健康
寿命が尽きたと判断されている事例が含まれている

運用もリスクとのバランスを図りながら継続し、相続を意識し
症といった健康問題と相続対策が焦点になり、判断能力の低
下、金融取引の
「終活」
を意識しなければならない。
そして介護
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基礎研究レポート

産を拡充することが求められる。中年期には教育費等の負担

参考文献・資料等

Disasters & Accidents information

災害・事故 情報
対象期間：2021年3月〜2021年5月

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
RMFOCUS 編集部

（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）

火災・爆発
●半導体工場の火災

29日、運河庁は、船の離礁に成功し、運河の通航を再開したと発表した。
そして、待機していた船舶が約3日半で運河をすべて通過するとの見方
車向け半導体の生産一部停止

を示した。

半導体の大手メーカーは、3月19日、主力工場（茨城県）で火災が発生
し、一部の生産を停止したと発表した。再開のめどは立っていないとい
う。停止が長引けば、
自動車各社の生産に悪影響が出る恐れがある。
火災は19日午前3時ごろ、自動車の電子制御などに使う半導体「マイ

●台湾列車脱線

36人が心肺停止 トンネルで衝突

台湾東部・花蓮県の消防当局によると、同県の鉄道で４月2日午前、特
急列車の一部が脱線した。列車はトンネル内の壁に衝突した。警察当局

コン」などを生産する建屋で発生した。ケガ人はなく、約５時間半後に鎮

は36人が心肺停止となり、60人以上が重軽傷を負ったと明らかにした。

火した。20日朝から警察と消防が現場検証を行ったが、出火元は半導体

約70人が車両内に閉じ込められている。地元消防などが救助活動にあ

製造で重要な施設である空気中の不純物を除いたクリーンルームで、

たっている。

メッキ装置の一部が過電流で発火したとみられる。過電流が発生した
原因は不明という。

消防当局によると、列車は8両編成で乗客約350人。事故で4～8両目が
激しく破損した。1～4両目の乗客約100人は脱出したが、5両目以降は大

同社は20日夜、
クリーンルームの5％（約600平方メートル）、11台の製
造装置が損傷したと発表した。
工場は同社の中でも主力拠点の一つ。社内に緊急対策本部を設置
し、被害状況を確認している。マイコンは直近では世界的不足が続いて
いる。生産への影響を懸念する自動車各社も情報の収集を急いでいる。

破したため、救助隊が中に入れないという。救助作業は難航していると
みられる。
総統府の報道官によると、台湾総統は交通部（交通省）など関係部門
に救助活動に全力を挙げるよう指示した。
台湾では、２日は死者を供養する祭日
「清明節」の4連休の初日。関係す
る駅では事故の影響を受けた帰省客らで混乱した。

自然災害
●宮城沖を震源とする地震が相次ぐ、東日本大震災と同型
3月20日、宮城県沖を震源とする地震があり、仙台市宮城野区、同県石

工事中・作業中の事故
●CO₂消火設備誤作動で作業員４人死亡

東京・新宿の地下駐車場

巻市、東松島市など10市町で震度5強を観測した。気象庁によると、震源

4月15日午後5時ごろ、東京都新宿区下落合のマンション地下1階駐車

の深さは59キロ、地震の規模（マグニチュード）は6.9と推定される。宮城

場で、消火設備から消火用の二酸化炭素ガスが噴出した。駐車場内に

県と岩手県で計9人がケガをするなどし、救急搬送された。気象庁による

いた男性作業員6人がガスを吸い込み、
このうち30〜50歳代の４人が搬

と、陸側のプレート
（岩板）
と、その下に沈み込んだ海側のプレートとの

送先の病院で死亡。１人が意識不明の重体となった。残る1人は自力で避

境界で起きた地震で、東日本大震災（Ｍ9.0）
と同じタイプで、２月に福島

難し、命に別条はないという。警視庁戸塚署は16日に現場検証を行い、

県沖で発生したプレート内部の地震（Ｍ7.3）
とは異なるという。

事故の詳しい状況を調べている。

5月1日、再び、宮城県沖を震源とする地震があり、宮城県石巻市、大崎

発表によると、駐車場は機械で動く立体式で、6人は15日朝から、地下

市、涌谷町で震度5強を観測した。津波は確認されなかった。気象庁によ

1階天井の石こうボードを張り替える修繕工事を行っていた。
このうち

ると、震源の深さは51キロ、地震の規模（マグニチュード）は6.8と推定さ

１人が作業中に誤って消火設備を作動させた可能性がある。駐車場の

れる。宮城、福島両県では計3人が重軽傷を負った。

シャッターが自動で閉まったため、閉じ込められたという。

また、5月13日にも宮城県沖を震源とする地震があり、岩手県花巻市で

二酸化炭素ガスを放出する消火設備は、空気中の酸素濃度を下げて

震度5強の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約46キロ。地

火を消す仕組み。通常は煙を感知したり、起動ボタンを押したりすると

震の規模（マグニチュード）は6.8と推定される。

作動し、約20秒後にガスが放出される。
●工事現場の足場が崩れ停電、鉄道が一部運休

鉄道・船舶事故
●スエズ運河で大型船座礁

３月2日午後10時20分ごろ、東京都目黒区を通る鉄道で、付近の工事
現場の足場が崩れて電線に倒れかかり停電が発生し、一部区間が運転
航路ふさぐ

運転再開は3日昼すぎの見込み。東京消防庁によると、ケガ人は確認

が通行できなくなった。
スエズ運河庁によれば、悪天候による視界不良

されていない。
また、停電の影響で、別の区間でも電車が止まり、乗客を

と強い砂嵐が原因とみられる。

降車させて最寄り駅まで誘導した。足場の撤去や電線の安全確認に時

スエズ運河はアジアと欧州を結ぶ海上輸送の要衝。当局が24日からタ
グボート8隻を使って船を戻す作業を急いでいるが、全面復旧には時間
を要する見通しで、国際的な物流が停滞することになった。
その後、
スエズ運河庁や海難救助チームによる復旧作業がすすめられ、
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見合わせとなった。鉄道会社によると、3日も同区間は始発から運休し、

エジプトのスエズ運河で3月23日、大型コンテナ船が座礁し、他の船舶
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間がかかっているという。
警視庁によると、崩れた足場は縦約15メートル、横約25メートル。強風
が原因とみられ、工事関係者に事情を聴くなどして詳しく調べている。
気象庁によると、2日午後は都内各地で最大瞬間風速20m/s前後の

強い風を観測。寒冷前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気

対し、3月中に立ち入り検査を行う方針を固めた。約２週間の間に４回の

の状態が非常に不安定になるとして、同庁は落雷や竜巻などの激しい

障害を引き起こした事態を重くみて、障害の原因やシステムの管理体制

突風、局地的な雨に注意を呼びかけていた。

などについて関係者への聞き取りを行う必要があると判断した。金融庁
は検査結果を踏まえ、業務改善命令などの行政処分を検討する。
金融庁は同行の持ち株会社にも立ち入り検査を行い、企業統治に問

製品安全

題がなかったかどうかも調べる。
2月28日に発生した障害では、現金自動預け払い機（ATM）の約８割が

●国・石綿建材業者に賠償責任

最高裁、初の統一判断

一時停止し、キャッシュカードや通帳が取り込まれる例が5,244件発生し

建設現場でアスベスト
（石綿）を吸い込み健康被害を受けたとして、元

た。3月3日にもATM29台が一時停止し、７日には一部で定期預金の取引

労働者と遺族計約400人が国と建材メーカーに損害賠償を求めた4件の

が出来なくなった。11〜12日には企業などの外貨建て送金処理が大幅

集団訴訟（横浜、東京、京都、大阪）の上告審判決が、５月17日、最高裁で

に遅れた。

あった。第1小法廷の裁判長は、国が規制権限を行使しなかったことで

安定的な運営が求められる金融機関で、
これほど短期間に障害が相

賠償責任が生じる
「違法期間」
を1975〜2004年と認定。個人事業主である

次ぐのは異例だ。一連の障害の原因はそれぞれ異なり、同行頭取は「因

「一人親方」に対する国の責任や、
メーカーの賠償責任も認めた。

果関係を見いだせない」
と説明している。

建設石綿訴訟をめぐる初の統一判断。建設現場での石綿被害者は国
の認定だけで約１万人にのぼる。与党のプロジェクトチームは救済案を
まとめているが、判決が出たことで一律解決に向けた動きが加速すると
みられている。
上告審での争点は、国の規制がどうあるべきだったか、違法となる期
間、労働安全衛生法の直接の保護対象ではない個人事業主「一人親方」
に対する責任、
メーカーの責任のあり方、などだった。
同小法廷は判決に先立つ決定で、国とメーカーの責任を部分的に確
定させてきたが、理由は示していなかった。

サイバー攻撃
●米パイプライン サイバー攻撃

操業を全面停止

米石油パイプライン運営会社は、5月7日、
ランサムウエア
（身代金要求
型ウイルス）を使ったサイバー攻撃を食い止めるため、
メキシコ湾岸か
らニューヨーク都市圏までガソリンなどの燃料を輸送する全長約8,850
キロメートルのパイプライン全体の稼働を停止した。
米運輸省は、9日、米最大の石油パイプラインが稼働を停止したこと

●アパートの外階段が崩落し、住人女性が死亡

八王子

築8年の3階建てアパートで、4月17日、鉄製の外階段（重さ約60キロ）
が崩落し、階段を上っていた住人の女性（58）が転落死した。踊り場の木
材が腐食し、階段との接続部がもろくなっていたことが原因とみられ、警
視庁が業務上過失致死容疑で捜査している。
この事故に関連し、国土交通大臣は14日、施工した業者（相模原市）の

を巡り、燃料の輸送に関して緊急措置を導入すると宣言した。供給の
混乱を避けるために一時的に規制を緩和し、ガソリンなどの輸送を支
援する。
この問題では、運営会社の最高経営責任者（CEO）が、ハッカー集団に
対する440万ドル（約4億8,000万円）の「身代金」支払いを認めたと、米メ
ディアが報じた。

手掛けた東京都と神奈川県の物件計166棟のうち、少なくとも6棟で階
段の木材の劣化が見つかったと明らかにした。
また、同社が横浜地裁相
模原支部に自己破産を申請したこともわかった。
6棟の所在地は、東京都八王子市が５棟、神奈川県厚木市が１棟。事故
が起きた八王子市の物件は含まれない。

テロ・暴力行為
●ミャンマー 死者800人超

国軍への抗議続く

国土交通大臣は「危険性が判明した物件は地元自治体を通じて、所有

クーデターによる国軍統治への抗議が続くミャンマーで、市民の死者

者に改修などの安全措置を徹底するよう求める」
と述べ、また「建設業

が800人を超えた。現地の人権団体「政治犯支援協会」が5月17日、明ら

法違反の疑いがあれば、指導監督権限のある神奈川県で適切に対応さ

かにした。国軍の容赦ない銃撃などで都市部の大規模デモは収まる一

れる」
との見通しを述べた。

方、住民のゲリラ的な武装抵抗の動きが広がっている。

●後発薬大手に業務停止命令、廃棄すべき錠剤、砕いて作り直す

と説明。国軍への不服従運動などに加わったとして、なお4,120人が拘束

犠牲者は802人に達したが、同協会は「実際はさらに多いと思われる」
国の承認と違う方法で医薬品を製造したなどとして、富山県は3月3

中で収容施設での拷問も伝えられている。ヤンゴンでは17日、３日前に

日、ジェネリック医薬品（後発薬）製造大手に対し、医薬品医療機器法に

連行された男性が、顔や身体が腫れ上がった遺体となり家族の元に戻

基づき業務停止命令を出した。県によると、品質試験で不適合となり本

された。家族は「持病で死亡した」
との診断書に署名させられたという。

来なら廃棄すべき錠剤を、砕いて作り直すなどしていた。不適切な製造
は2009年から行われていたという。
県は記者会見で、富山第一工場（富山県滑川市）での製造を32日間、

一方、各地で行政施設などが放火、襲撃される事件が相次ぎ、地元メ
ディアは18日、ヤンゴンで国軍側に任命された区長が何者かに射殺さ
れたと伝えた。国軍は国営放送などを通じ、連日
「テロリストを逮捕」
「手

全社の製造販売を24日間、それぞれ5日から業務停止を命じたと発表

製の武器を押収」
と報じ、一部の抵抗勢力が治安を悪化させていると主

した。

張している。
住民らは、民主派や少数民族勢力が立ち上げた「挙国一致政府」による
「国民防衛隊」の発足宣言に合わせ、独自の「防衛隊」を結成している。

業務遂行上の事故
●金融庁

大手銀行の立ち入り検査へ、２週間で障害４回

金融庁は、2021年２月末からシステム障害が相次いだ大手銀行に
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Information
「防検サイバー」がサイバーセキュリティお助け隊サービスとして登録されました
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社が提供する次世代エンドポ
イントセキュリティ
（EDR）
・セキュリティ監視サービス「防検サイ
バー」が、独立行政法人情報処理推進機構（以下、
「 IPA」）の「サイ
バーセキュリティお助け隊サービス」
に登録されました。
本制度は、経済産業省およびIPAが2019年度・2020年度に実施した
実証事業「サイバーセキュリティお助け隊事業」
を通じて得られた知
見等から中小企業向けのセキュリティサービスが満たすべき基準を
定め、基準に適合するサービスを登録する制度です。
【IPA サイバーセキュリティお助け隊サービス】
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/otasuketai/
index.html
防検サイバーは「サイバーセキュリティお助け隊マーク」を付与さ
れ、
中小企業が無理なくサイバーセキュリティ対策を導入・運用するこ
とができるサービスとして登録されたこととなります。

防検サイバーの概要
●防検サイバーは検知モード/防御モードの2種類の動作を選択いた
だけます。
・検知モードではマルウェアの挙動を検知・分析し、
お客さまの端末
管理者、端末ユーザーへアラートを送信します。
自動で当
・防御モードでは検知に加え、脅威があると判断した場合、
該プロセスの停止や実行ファイルの隔離といった防御を行います。
●端末に導入する防検サイバーエージェントと、管理サーバーのAI、
アナリストによる多角的な監視でマルウェアを検知します。
●マルウェア関連の詳細ログは保存され、過去にさかのぼりインシデ
ント調査可能となります。
●本サービスを利用のお客さまについてはお客さまを被保険者とする
サイバーセキュリティ保険が自動付帯されます。

防検サイバー 専用ページ https://www.irric.co.jp/lp/boukencyber/

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研コンサルタントが日本ディープラーニング協会のE資格を取得しました
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上席研究員の河辺 賢
（かわべ けん）
が今般、
日本ディープラーニング協会（以下、
「ＪＤＬＡ」）
のE資格を取得しました。
ＪＤＬＡの検定試験には、
Ｇ検定とＥ資格の2つの検定試験があり、
Ｇ検定が一般的な知識を幅広く
問う検定である一方、E資格はエンジニアとしての深い知識・能力を認定する資格でＡＩ関連としては
国内最難関試験の一つといわれています。
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、機械学習や深層学習の技術（ＡＩ）を活用し、
リスク計量評価
モデルの技術革新や、新しいコンサルティングメニューの開発の実現を目指していきます。
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「水災BCP訓練体験会」メニューを開発しました
生などの水災が予見される際に、企業に求められる災害対応を滞りなく行う
体制の構築に資するサービスとして
「水災BCP訓練体験会」
メニューを開発
しました。
「水災BCP訓練体験会」
メニューの概要
近年、台風や大雨などの水災をもたらすリスクは増加傾向にあります。各企

体験会コンテンツ
︵抜粋①︶

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社は、今般、台風の接近や大雨の発

業においては有事の際の対応を適切に行えるよう、訓練の実施等を通じて準
備しておくことが望まれます。
しかし、多くの企業においては必要性を十分に認
識していても、
どのように水災を想定した訓練を行えば良いのかわからないと
いうのが実状と推察されます。
そこで、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社では、水災発生が懸念され
練は参加者に架空企業の対策本部要員となっていただき、2019年台風19号
の事例を基に作成した訓練ワークに取り組んでいただく内容となっています。
従業員の帰宅・出社に関する判断など、有事の際に企業が求められる各種判
断力を養うことができます。

近年、水災の激甚化・頻発化が進んでおり、毎年のように各地で洪水等に
より人命が失われたり、企業が被災して長期間にわたって事業が停止する事
態などが発生しています。本サービスを活用いただくくことにより、
このような

体験会コンテンツ
︵抜粋②︶

る状況を想定した訓練メニュー「水災BCP訓練体験会」
を開発しました。本訓

被害の低減に少しでも寄与することを目的としています。
本体験会は、企業単体のほか、
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの損害
保険株式会社と連携し、商工団体との共催等による開催を想定しています。

〈本号に寄稿していただいた方
（敬称略）〉

高木 俊介
（たかき しゅんすけ）

南部 雄磨
（なんぶ ゆうま）

横浜市立大学附属病院 集中治療部 准教授
株式会社 CROSS SYNC
（クロスシンク） 代表取締役

株式会社 CROSS SYNC
（クロスシンク） 事業推進部

【職歴】
2002年
2004年
2007年
2008年
2010年
2011年
2012年
2019年

横浜市立大学附属病院 臨床研修医
横須賀共済病院 麻酔科 常勤診療医
藤沢市民病院 救命救急センター 常勤診療医
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 常勤特別職
Institut Jantung Negara
（インスティテュート・ジャントン・ネガラ）
Prince Of Wales Hospital in Sydney Intensive Care
Medicine Clinical Research Fellow
横浜市立大学附属病院 集中治療部 助教
株式会社 CROSS SYNC
（クロスシンク）
設立 代表取締役

【略歴】
横浜市立大学医学部卒、集中治療・救急・麻酔に従事している。2019
年には株式会社CROSS SYNCを創業
（2019年横浜市経済局アクセ
ラレーションプログラムに採択、2020年横浜市立大学発ベンチャー事
業に認定）
。2019年 AMED 医療機器開発の重点化に関する検討委
員会のメンバーとして、
デジタル化/データ利用による診断・治療の高度
化の提言策定に従事。
日本集中治療医学会評議員／ad hoc 遠隔
ICU委員会・遠隔ICUワーキング委員長、
日本遠隔医療学会 運営委
員／遠隔集中治療分科会 分科会長など、遠隔医療に関する委員も
務める。

【略歴】
医療系国際NGO、
シスコシステムズ（エンジニアリング部門）
を経て、
株式会社CROSS SYNC執行役員・最高戦略責任者として参画。
シスコシステムズでは、国内外のエンタープライズ企業や医療業界を担
当。ヘルスケア分野の新規事業開発にも取り組み、横浜市立大学附
属病院のTele-ICU事業をはじめ複数の遠隔医療システム構築プロ
ジェクトを経験。ダラム大学大学院地理学部リスク研究科修了
（優等
学位）
。横浜市立大学医学部研究員。

高橋 正和
（たかはし まさかず）
特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会
副会長 / CISO支援ワーキンググループ リーダー
株式会社 Preferred Networks
執行役員 最高セキュリティ責任者
【略歴】
基本ソフト、製品企画開発、品質管理などの経験を経て、1999年7月に
インターネットセキュリティシステムズに入社。
プロフェッショナルサービス事業責任者、
ＣＩＯ、
ＣＴＯを務める。
2006年Windows Vistaの発表を機会に、
日本マイクロソフトChief
Security Advisorに就任。
業界団体、公共団体とともに日本のセキュリティの向上を目指した取り
組みも推進。
2017年にＡ
Ｉ系のベンチャー企業Preferred Networksに入社。
執行役員 最高セキュリティ責任者を務める。
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